TEL 559‐5017

令和３（2021）年９月15日

FAX 562‐3824
すてきな似顔絵
ありがとう♪

しいな

池田 詩菜さん
（小学６年生）
作

〒815-8501 南区塩原三丁目25-1
窓口受付時間：午前８時45分～午後５時15分
（土日・祝休日・年末年始を除く）

※年齢・学年は応募時
のものです

266,622 人（＋95）

男123,152人 女143,470人

129,823 世帯（＋70）

応募方法は区ホーム 区の広報担当キャラクター
「ため蔵」くん
ページを見てね。

令和３年８月１日現在推計
（前月比）

やお菓子は多くの時間と

トが、ごみについて考え

たり、学年の異なる友達

公民館で夏休みの思い出作り

を作ったりするきっかけ

手間をかけて作られてい

小学生が体験授業

になるとうれしいです。

ることが分かったので大

公民館では小学生を対象に、いろいろな体験をと

ごみ減量を
学ぶうちわ作り教室

便利な世の中になり、古

切に食べたいです」と話

チョコに関する知識をクイズで勉強

認知症サポーター養成講座

参加
募集

認知症を正しく学ぼう

認知症サポーター
キャラバンマスコット
ロバ隊長

認知症の人やその家族に対し
オンライン
て手助けを行う認知症サポー
OK
ターの養成講座を開催します。
d午前10時〜11時半l区保健福祉センター
講堂i区地域保健福祉課 a559 - 5132 f
512-8811t区内在住で認知症の人への支援
に関心がある人c先着30人
（講堂20人、オン
ライン10人）
y無料e９月
21日㈫午前９時半から電
話で同課へ（オンラインで
の参加希望者はchiikifuku
shi.MWO@city.fukuoka.
lg.jpへメールを）
。

ご え ん

を見ながらできる体操や

誤嚥防止につながる口の

体操などを行いました。

参加者は「体力がつい

てくるのが実感できてう

れしいので、公民館に来

東花畑公民館では、毎 ない日も毎日続けていき

の り こ

月第２・４金曜日の午前 たいです」と笑顔で話し

10

時から１時間程度、校 ました。

同館長の山下宣子さん

68

区のスポーツ推進委員と

一緒に足腰を鍛える体操 （ ） は「窓 を 開 け 換 気

や、同館長が考案した間 を行うなどの感染症対策

レのメニューは、区の講

かけに健康づくりに興味

を持ってもらい、公民館

を気軽に利用してほしい

です」と話しました。

【問い合わせ先】

区地域保健福祉課

a559・5133

高齢者乗車券の申請はお済みですか？

講師の動きに倣ってストレッチ

f 512・8811

認知症の基礎知識
や、認知症予防に効
果的な運動などを学
びます。
d11月８日㈪、15 家でできる認知症予防の運動
日㈪、22日㈪、30日㈫、12月８日㈬。午前
10時〜11時半l区保健福祉センター講堂i
区地域保健福祉課 a559 - 5133 f512 8811t65歳以上で運動に支障がなく、全日
程参加可能な人。
その他詳細は問い合わせを。
c抽選15人y無料e10月１日㈮午後５時ま
でに電話かファクスに本紙14面の応募事項
を書いて同課へ。

違い探しなどの脳トレが を徹底しています。脳ト

募集

行われています。

10

８月６日には、地域住 習を参考に考えました。

20年後の私！を自分で作る
参加
認知症予防教室

民 人が参加し、テレビ よかトレへの参加をきっ

健康な体づくりに役立つ食事のポイント
や、自宅で気軽にできる運動を紹介します。
「日頃の食生活や運動習慣が心配」
「自分の健
康意識を高めたい」という人におすすめの講
座です。
d午前10時〜正午l区保健福
祉センター講堂i区地域保健福祉
課 a559-5133 f512-8811t
区内在住の30〜74歳c先着15人 講座の詳細
y無料e９月21日㈫午前９時半 はこちら
から電話かファクス、メール（chiikifukushi.
MWO@city.fukuoka.lg.jp）に本紙14面の
応募事項を書いて同課へ。

おして学べるイベントを行っています。弥永校区と

弥永公民館では「子ど

いものを再利用する機会

しました。

カラダ年齢若返り計画

19火

10／

参加
募集

若久校区で夏休みに行われた催しを紹介します。

もの健全育成事業」とし

が少なくなる中で、子ど

生活習慣病を防ぐ健康講座

弥永校区

て、子どもたちにごみを

72

同館長の中野明さん

もたちにとって貴重な経

おして小学生に知る喜び

減らすことの大切さを教

これからも、公民館なら

を感じてほしいです。子

験になったと思います。 （ ） は「イ ベ ン ト を と

ではの体験を子どもたち

どもたちが気軽に公民館

える取り組みが行われて

に提供していきたいで

へ来ることで地域の中で

22

います。

集めた古布と地元企業が

す」と話しました。

７月 日には、校区で

使わなくなったうちわの

います。これからも知恵

つながりができ、より住

を出し合い、感染症対策

若久校区

食べ物の
大切さを学ぶ食育教室

を講じながらイベントを

骨組みを再利用し、小学

参加した子どもたちは

若久公民館では、毎年

継続していきたいです」

みやすいまちになると思

「公園で遊ぶときに持っ

夏休みに小学生向けの料

と語りました。

生向けのうちわ作り教室

て い き た い」
「暑 い 日 が

理教室や科学教室などの

【問い合わせ先】

18月

10／

参加
募集

心の病について一緒に考え、
障がいを持つ人に寄り添う「精
神保健福祉ボランティア」養成
講座を開催します。
15日㈮、
21日㈭、
28日㈭午
d10月７日㈭、
後１時半〜午後３時半l区役所中会議室等i
区社会福祉協議会 a554-1039 f557-4068
t区内在住のおおむね50歳以上で全日程参
加可能な人c抽選15人y無料e電話かファ
クス、はがき、メール（minamiku@fukuokashakyo.or.jp）に本紙14面の応募事項を書い
て９月27日㈪必着で同協議会（〒815-8501
塩原３-25－１南区役所別館１階）へ。

が開催されました。

続いているからおばあ

体験イベントが開催され

◇

ちゃんに使ってほしい」

◇

両公民館の取り組みは、

南区精神保健福祉
ボランティア講座

区企画振興課

a559・5017

レートをテーマにした食

育教室が開催されまし

エスディージーズ

国連が定めた「持続可能

な開発目標」
（SDGs）

た。参加した 人は、原

料のカカオからチョコ

にもつながっています。

10／ 木〜
7

レートができるまでの複

雑な工程などを学びまし

た。

子どもたちは「チョコ

SDGsに
ついては
こちら

30

ています。

今年は、菓子メーカー

f 562・3824

地域の皆さんから布を収集して再利用

と笑顔で話しました。

同館長の大島好勝さん

から講師を招き、チョコ

71

よしかつ

（ ） は「今 回 の イ ベ ン

d＝日時、
開催日、
期間 l＝場所 i＝問い合わせ f＝ファクス t＝対象 c＝定員 y＝料金、
費用 j＝持参 n＝託児 e＝申し込み m＝メール h＝ホームページ

令和３年度の高齢者乗車券の交付を希望する人は申請が必要です。
【問い合わせ先】高齢者乗車券郵送受付センター a0120-502-633 f0120-880-219

TEL 559‐5017
d＝日時、開催日、期間

l＝場所

i＝問い合わせ

f＝ファクス

市は、道路の景観の維持向上や交通
安全などについて積極的に取り組む個
人・団体を道路愛護等功労者として表
彰しています。
区では、定期的な
清掃活動などの功績
が認められた長丘３
丁目１区自治会が受
17年間美化活動に
賞しました。代表の
貢献
嶋津千鶴子さん（67）は「長丘中公
園やその周辺道路をきれいにして校区
のシンボルにしたいと思い、活動を始
めました。これからも皆さんが快適に
生活できるように続けていきたいで
す」と話しました。
i維持管理課 a559-5091 f559-5096

公民館

開催日時※

j＝持参

予約受付期間

大楠

10/７㈭終日 ９/23㈭〜10/４㈪

長丘

10/８㈮終日 ９/24㈮〜10/５㈫

野多目 10/15㈮終日 10/１㈮〜10/12㈫
横手

10/19㈫午後 10/５㈫〜10/14㈭

弥永西 10/20㈬終日 10/６㈬〜10/15㈮
鶴田

10/29㈮終日 10/15㈮〜10/26㈫

n＝託児

午後→13:30〜16:30

◎公民館で申請するメリット
・係員が申請をサポートし
ます
・申請に必要な写真も係員
が撮影します
マイナンバー
・郵送で自宅にカードが届
PRキャラクター
くので、区役所へ取りに
マイナちゃん
行く手間が省けます

e＝申し込み

m＝メール

h＝ホームページ

希望者は予約センターへ電話または市ホー
ムページ（「マイナンバーカード申請出張サ
ポート」で検索）で予約してください。
すでにマイナンバーカードを持っている人
には、マイナポイントの申し込みサポートも
実施します（予約制）
。詳細はお問い合わせ
ください。
【予約・お問い合わせ】
市マイナンバーカード申請予約センター
（午前９時〜午後６時）a050-3538-2830
f050 -3538 -3158t区内に住んでいる人
（お住まいの校区以外でも申し込み可）
y無料

ご活用ください
緊急時連絡カード

お知
らせ

区社会福祉協議会は、緊急連絡先等を記入
するカードを配布しています。
外出時の事故や急病などで、本人が連絡先
を伝えることができなくても、このカードが
あれば救急隊や警察などが連絡先を把握して
家族に連絡することができます。
詳しくは同協議会へ問い合わせを。
縦約６センチ×横約９
センチのカードに連絡
先等を記入します。

※終日→９:30〜16:30

【問い合わせ先】
区社会福祉協議会 a554-1039 f557-4068

【問い合わせ・申込先】※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため中止・延期になる場合があります
①予約センター a0120-985-902 f0120-931-869 ②健康課健康・感染症対策係 a559-5116
③健康課母子保健係 a559-5119 ④健康課企画管理係 a559-5114 ⑤健康課精神保健福祉係 a559-5118
②～⑤共通 f541-9914 ⑥地域保健福祉課 a559-5133 f512-8811
対象者・料金・場所等
費用の記載がないものは無料、場所の記載のないものは保健福祉センターで実施

がん検診

胃がん
（胃透視）
、大腸がん
子宮頸
（けい）
がん、乳がん

－

肺がん・結核

８★
22

１、12
b8:30〜10:30
29

骨粗しょう症検査

【胃がん】t40〜69歳y600円【大腸がん】t40歳以上y500円
【子宮頸がん】t20歳以上y400円【乳がん】t40歳以上女性y40歳代1,300円、
要 50歳以上は1,000円
ty40〜64歳500円、65歳以上無料。喀痰（かくたん）細胞診検査は別途700
円 ※喫煙者など一定の条件に該当する50歳以上のハイリスクの人

e →①・i →②

要 t40〜74歳の市国民健康保険被保険者y500円j国民健康保険証、受診券

ie

b＝受付時間
g＝実施時間

予約

実施日

９月 10月 11月

よかドック（特定健診）

要 t40歳以上y500円 ※骨粗しょう症で治療中または経過観察中の人を除く

栄養相談

27

離乳食教室

17

離乳食相談

22、
29

肝炎検査（Ｂ型・Ｃ型）

21

エイズ・クラミジア・梅毒検査

21

マタニティ個別相談

27

献血

y＝料金、費用

西長住 10/６㈬終日 ９/22㈬〜10/１㈮

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
防ぐため、区役所や公民館などで開催する
一部イベントが中止・延期にな
る場合があります。イベントの
実施については、各問い合わせ
先または区ホームページ（「福
スマホは
岡市南区」で検索）で確認を。 こちらから

類

c＝定員

マイナンバーカード＝
右図＝は、本人確認用身
分証明書として利用でき
るほか、コンビニで住民
票の写し等の公的な証明書を取得できるな
ど、さまざまなメリットがあります。
市は「マイナンバーカード申請出張サポー
ト」を各校区で順次実施しています＝下表。

イベントに関するお知らせ

種

t＝対象

マイナンバーカードを公民館で
申請できます(予約制）

福岡市道路愛護等
功労者表彰

保健福祉センター
だより

令和３（2021）年９月15日

FAX 562‐3824

４、
20 10、26 g10:00〜14:45 要 乳幼児や高齢者、生活習慣病予防などの食生活についての個別相談
15

19

g13:00〜15:00 要 t生後４〜６カ月の赤ちゃんとその保護者

６、
13、
17、24 g10:00〜14:45 要 離乳食についての個別相談
27
19

16

g9:00〜11:00

５、
19 ２、16 g9:00〜11:00
25

22

②

－ t20歳以上で検査を受けたことがない人
－ 匿名での検査

g13:30〜15:00 要 t市内に住む妊婦

③

【９月】16日9:30〜12:00、13:00〜15:30＝高木公民館▷17日9:30〜12:30、13:30〜15:30＝大楠公民館
【10月】１日9:50〜12:30、13:30〜15:00＝東花畑公民館▷８日9:30〜11:30＝弥永西公民館▷８日10:00〜11:30、12:30〜
16:00＝西鉄大橋駅西口広場▷８日13:30〜16:00＝鶴田公民館▷10日9:30〜12:30、13:30〜15:00＝野多目公民館▷14日 ④
10:00〜12:00、13:00〜16:00＝ミスターマックス長住店
t男性:17〜69歳、女性:18〜69歳 ※65歳以上は60〜64歳の間に献血経験がある人

心の健康相談

22

27

24

g9:30〜11:00

－

14

11

g13:30〜15:30

19

９/17「統合失調症の理解〜家族の対応について〜」
、10/29「さん・さんプラザ
⑤
の紹介〜施設見学〜」、11/19「作業所グループホーム見学」
g13:30〜15:30 要
l９/17、10/29は市立障がい者スポーツセンター（南区清水１-17-15）
t心の病を抱える人とその支援者

精神保健家族講座

17

29

こころの健康づくりセミナー

－

－

発達が気になる子どもと親の
ためのサロン「みなみん」

－

13

要 精神科医が対応

２、26 g14:00〜16:00 要 tうつ病予防、身近な人への対応方法などに関心のある人
11

g10:00〜11:30 要

t市内に住む、発達が気になるまたは発達障がいのある就学前の子どもとその保
⑥
護者

※予約センターへの予約（9:00〜17:00）は、健
（検）診の10日前（土・日曜、祝休日を除く）までにしてください。予約なしの当日受診はできません。
※胃がん検診は前日午後９時以降の飲食はできません。70歳以上の人はバリウムの誤嚥
（ごえん）
や、
透視台からの転倒等のリスクがあるため内視鏡検査をお勧めします。
※子宮頸がん、乳がん検診は２年度に１回受診可（令和２年４月以降の受診者は利用できません）。
※70歳以上および市県民税非課税世帯等の人は料金が免除されます（証明書等が必要）。詳しくは②健康課健康・感染症対策係へお問い合わせを。

★子育て応援！ 10月８日㈮の健診は託児を無料で利用できます。健診の予約後に託児の予約をしてください（託児予約は区健康課）。【託児対象】BCG接種済
無料託児あります みの生後６カ月〜就学前の乳幼児【定員】先着15人【料金】無料 ※健診料は有料【問い合わせ先】区健康課 a559-5116 f541-9914

