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パートナー花壇を紹介します
●樋井川中央公園フラワーガーデン
同公園を取り巻くようにフラワーガーデン
があります。近くの住民８人が参加し、自由
に四季折々の花づくりをしています。
き だ け ん さ く
代表の木田憲作さんは「草取りや夏の水や
りも大変ですが、楽しく世話をしています。
以前に比べると最近は散歩する人が多く見ら
れ、花が咲くのを心待ちにされているようで
す。手入れにもやりがいを感じ、花の名前を
知ってもらえるよう花の名札を作っていま
す」と話しました。
【活動場所】樋井川中央公園

お知らせ・参加者募集

井戸水は、天候や周辺環境の影響を受けて
水質が変わることがあります。毎日、色・濁
り・臭い・味を確認し、異常時は直ちに飲用
をやめましょう。安心して飲むためには、定
期的な設備点検や水質検査が大切です。
保健所１階受付では有料で水質検査を受け
付けています。事前に専用容器を借りて、検
査当日にくんだ井戸水を、
毎週月・水曜日（祝
休日を除く）の午前９時から正午に持参して
ください。
i区衛生課 a831-4219 f843-2662y
7,240円

校区

地元で生きる

す。南片江公民館を拠点

環境・悩みをお持ちの人

ガル＋」で検索）で確認

年に１回は井戸水の水質検査を

南片江

一人一花運動

結核予防週間
９月24日〜30日は結核予防週間です。
結核は過去の病気ではありません。いまだ
深刻な感染症の１つです。
２週間以上せきやたんが続く場合は、早め
に医療機関を受診しましょう。また、早期発
見のため、年に１回は胸部Ⅹ線検査を受けま
しょう。
i区健康課 a831-4261 f822-5844

多胎児サークル
そらまめくらぶ

に毎月第２土曜日に活動

ＳＮＳで情報発信

合わせを。
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南片江校区自治協議会
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南片江公民館

感染症の状況に応じて

ニケーションアプリ

a862・2453

開催しています。
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しています。
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遇の者同士が、イベント
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の防災アプリ「ツナガル
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では、朗読劇や歌謡、歴

したコミュニティ作りに

プラス

史講座などを月１回開講

取り組んでいます。
市民局地域防災課

しています。会員同士が

a711・4156

あしかりこうじ

雑がみを
リサイクルしよう！

芦刈昂治会長は「例え

https://twitter.com/jonan_nikkolin

交流し、学びを深めてい

区政情報を発信しています

f 733・5861

「ニッコりんのつぶやき」

ば、１００人のコミュニ

区公式ツイッター

ます。

「ひ さ や ま 元 気 予 報」 は、
50年以上続く「久山町研究
（生活習慣病の疫学調査）
」の
成果に基づき、将来の生活習
慣病の発症確率を予測するシステムです。自
身の健診データを入力すると、発症確率が分
かるだけでなく、生活習慣の改善効果をシ
ミュレーションすることもできます。
１年以内の健診データ（年齢、性別、身長、
体重、腹囲、空腹時血糖値が記載されている
もの）を持参してください。家族の糖尿病歴、
高血圧治療の状況、運動や喫煙の習慣につい
ても尋ねます。
インターネット（「ひさやま元気予報」で
検索）でも簡易診断を受けることができます。
d10月14日㈭①午前10時〜②午前11時
〜③午後１時〜④午後２時〜（各回45分）
l保健所t40〜79歳の人c各回先着１人i
区地域保健福祉課 a833 - 4113 f822 2133y無料e９月15日〜10月８日に電話
またはファクスで同課へ。

仲良くプール遊びをしました

お知らせ・参加者募集

10年後の糖尿病発症確率を予測
「ひさやま元気予報」

休

世帯数 67,957 世帯（前月比 27 世帯減） （令和３年８月１日現在推計）

健診を受けて
生活を改善しよう
健診（よかドック）を実施しています
市国民健康保険加入の40〜74歳の人を対
象に、特定健診（よかドック）を保健所や医
療機関等で実施しています。受診場
所はWEBサイト（「けんしんナビ」
で検索）または右記コードから確認
スマホは
できます。
こちらから
よかドックでは健診結果に応じて、医師や
保健師、管理栄養士などの専門職が無料の健
康アドバイス（特定保健指導）を実施します。
健康状態を把握し、その人がより生き生きと
暮らせるようサポートを行っていきます。
希望者には栄養相談も
保健所では毎月２回、管
理栄養士が栄養相談を行っ
ています。医療機関や職場
等で受診した健診結果を持
参すると、その結果に応じ
よかろーもん
て食生活の面からアドバイスを行います。
また、子どもの離乳食などの相談も受け付
けています。どちらも前日までに要予約。日
程は毎月15日号15面の健康だよりで確認し
てください。
【問い合わせ・栄養相談申し込み先】
区健康課 a831-4261 f822-5844

16

i区企画共創課 a833-4009 f844-1204

新聞や段ボール以外の雑がみ（紙箱、包装紙、紙袋など）もリサイクルできます。小さな雑がみを回収場所
へ出すときは、紙袋に入れて、ひもで縛って出してください。i区生活環境課 a833-4087 f822-4095

令和３（2021）年９月15日
たオリジナルリーフレッ

ンに関する情報を掲載し

や夫婦コミュニケーショ

力して子育てを行うこつ

援するために、夫婦で協

区は、子育て世代を応

作成に関わった育児中の

の例や、リーフレットの

の 愛 情 曲 線」

を表す「女性

の愛情の変化

夫や子どもへ

テージごとの

区オリジナルのリーフレットを配布しています

ト「これからパパとママ

父親による体験談やメッ

夫婦で子育てを楽しむために

になるあなたに。
」＝ 写

◇

セージなども掲載されて

◇

真＝を配布しています。
います。

◇

健福祉課の窓口で配布し

リーフレットは、母子

リーフレットには、実

ています。詳しくは、問

健康手帳交付時または区

際に協力して子育てを経

い合わせ先に確認を。

保健福祉センター地域保

験した夫婦のエピソード

が、良い例と悪い例のポ 【問い合わせ先】

シニアボランティア養成講座

〜スポーツクラブ ・ エスタクロス城南〜

絵手紙の作り方を学び、ふれ
あいサロンやふれあいネット
ワークなどの地域で活動するボ
ランティアを養成します。
d11月５日㈮、19日㈮、午
前10時〜正午l保健所i区社会福祉協議会
a832-6427 f832-6428t区内に住む50
歳以上で、ボランティア活動に興味があり、
両日参加できる人c抽選15人y500円（材
料費）e10月８日までに電話またはファク
ス、メール（jounanku@fukuoka-shakyo.
or.jp）に住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて同協議会へ。

運動を始めたい、運動を続けるこつを知り
たい人向けのオンライン講座です。
詳しくは、
区ホームページ（
「城南区 あなたの家がジ
ムになる」で検索）で確認するか、問い合わ
せ先へ。※講座はZoom（ズーム）を使用。
d①10月５日㈫、②12日㈫、③19日㈫午後
３時〜４時t20〜64歳y無料c各回先着15
人iエスタクロス城南 a874-2300m esta
johnan@sports-esta.come①９月15日〜
10月１日、②８日、③15日までにメールに
氏名、年齢、住所、電話番号、希望日を書い
てエスタクロス城南へ。電話でも可。

お知らせ・参加者募集

自宅でやってみよう！筋トレ ・ ストレッチ講座

【問い合わせ・申込先】 ※状況により中止になる場合もあります。事前に各問い合わせ先へ確認してください。
①集団健診予約センター a0120-985-902 f0120-931-869（b平日午前９時〜午後５時）
②健康課健康・感染症対策係 a831-4261 f822-5844（fは②〜⑤共通）③健康課母子保健係 a844-1071
④健康課精神保健福祉係 a831-4209 ⑤健康課企画管理係 a831-4207 ⑥地域保健福祉課 a833-4113 f822-2133 けんしんナビ
はこちらから
※場所の記載のないものは保健福祉センター（保健所）で実施。料金の記載がないものは無料。

健康

だより
内

区地域保健福祉課

感染拡大防止のため、各種催しは中止に
なる場合があります。事前に各問い合わせ
先に確認してください。掲載している情報
は８月30日時点のものです。

イントと共にイラストで

新型コロナウイルス感染症対策に
ご協力ください

a833・4113

i市マイナンバーカード申請予約センター
a050 - 3538 - 2830 f050 - 3538 - 3158
（毎日午前９時〜午後６時）

分かりやすく紹介されて

予約期間
9/16
〜9/27
9/23
〜10/４
10/７
〜10/18
10/13
〜10/22

f 822・2133

日時
開催場所
9:30
９/30㈭
城南公民館
〜16:30
9:30
10/７㈭
別府公民館
〜16:30
9:30
10/21㈭
金山公民館
〜16:30
9:30
10/27㈬
堤公民館
〜16:30

お知らせ・参加者募集

区内の公民館で、マイナンバーカードの申
請受け付けや申請用の写真撮影、マイナポイ
ントの申し込みサポート（マイナンバーカー
ドを持っている人のみ）を行います。公民館
で申請すると、後日、カードを郵送で受け取
ることができ、便利です。ご利用ください。
dl下表の通りy無料e下表の予約期間に
問い合わせ先へ。詳細は市ホームページ
（
「マ
イナンバーカード申請出張サポート」
で検索）
で確認を。

います。また、ライフス

区役所に行かずに公民館で
マイナンバーカードの申請ができます

実施日

b＝受付時間
予約
９月 10月 11月 g＝実施時間

容

-

12

-

b9:00〜11:00

個別deマタニティースクール

-

心の健康相談

16

献血

母子巡回健康相談

４、
18 １、15 g13:30〜15:30
21

18

g14:00〜16:00

要（下記※を参照）

がん検診

よかドック（特定健診）
胃がん（胃透視）
大腸がん
乳がん
受付
７
２
b8:30〜10:30
子宮頸（けい）がん
終了
25
22
肺がん
結核・肺がん
胃がんリスク検査（血液検査）
骨粗しょう症検査
エイズ・クラミジア・梅毒検査 15 ６、20 10、17 b9:00〜11:00
Ｂ・Ｃ型肝炎ウイルス検査
15
20
17 b9:00〜11:00
g9:30〜10:30
28
26
30
g11:00〜12:00
栄養相談
g13:00〜14:00
８
５
g14:30〜15:30
離乳食教室
21
19
16 g13:30〜14:30

要

-

下記よかドック、がん検診、胃がんリスク検査を同プール（片江１-５-１）
で実施。
t40〜74歳の市国民健康保険加入者y500円j国民健康保険証、受診券
t40〜69歳y600円
t40歳以上y500円
t40歳以上女性（２年度に１回）y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
t20歳以上女性（２年度に１回）y400円
t40〜64歳y500円
※50歳以上の肺がんのハイリスク者で喀痰（か
くたん）細胞診希望者は別途700円。
t65歳以上y無料
t年度中に35歳または40歳になる人y1,000円
t40歳以上y500円
匿名での検査。検査結果は後日、本人に直接説明。
t20歳以上（過去に検査を受けたことがない人）

申し込みは①、問い合わせは②

城南市民プール健診

i
e

対象者・料金・その他

②
要 管理栄養士が食生活の相談に応じます（１人１時間程度）。※予約は前日まで。
要 t生後４〜８カ月児の保護者（乳児の同伴可） ※予約は前日まで。

要 t妊婦とその家族などj母子健康手帳・筆記用具

※動きやすい服装で。

要 専門の医師が相談に応じます。 ※予約は前々日まで。

③
④

【長尾公民館】９/18㈯9:30〜11:30【堤公民館】９/18㈯13:30〜16:00【福岡市立片江小学校校庭】９/25㈯9:30〜12:30、
13:30〜15:30【城南公民館】９/28㈫10:00〜12:00、13:00〜15:00【セイコーニーズライフ駐車場】10/１㈮13:30〜16:00
⑤
【南片江公民館】10/18㈪9:30〜12:30、13:30〜15:30【田島公民館】11/15㈪10:00〜12:00、13:00〜15:30
【城南保健所】11/17㈬10:00〜12:00、13:00〜16:00
身体測定や育児相談を実施。b13:30～14:00t妊婦、乳幼児と保護者j母子健康手帳、タオル
⑥
【堤公民館】９/22㈬【片江公民館】９/27㈪【田島公民館】９/28㈫【鳥飼公民館】９/29㈬【七隈公民館】10/６㈬
【南片江公民館】10/７㈭【城南公民館】10/８㈮【堤丘公民館】10/12㈫

※よかドック・がん検診・胃がんリスク検査・骨粗しょう症検査の申し込みは、各健（検）診日の10日前（土・日曜・祝休日を除く）まで。
※満70歳以上や市県民税非課税世帯の人などは、よかドック・がん検診・胃がんリスク検査・骨粗しょう症検査の受診料が減免されます（証明書が必要）。

