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市植物園のヨハンシュ
トラウス（昨年）

中央区役所
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〒810-8622 中央区大名二丁目5-31

区役所代表電話

a 714 ー 2131

午前８時45分〜午後５時15分

土・日・祝日・年末年始を除く

区ホームページは
「福岡市 中央区」
で検索するか右のコードから
区フェイスブックページは
「情報発信中央区」
で検索

区の人口 207,677 人（前月比 150 人増） （男 93,308 人
d=日時、期間

l=場所

t=対象

c=定員

y=料金、
費用

女 114,369 人）

e=申し込み

世帯数 129,142 世帯（前月比 70 世帯増） （令和３年９月１日現在推計）
i=問い合わせ

f=ファクス

j=持参

o=開館時間
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いる場合があります。ご

す。

感染症対策での自粛が

利用の際は、各問い合わ

時預かり

長引き、不安が募り親子

i 中央児童会館

a７４１・３５６４

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、掲載しているイベントなどが中止
または延期になる場合があります。実施
については、各問い合わせ先にご確認く
ださい。

a７４１・３５５１

イベントに関するお知らせ

せ先にご確認ください。

ウォーキングアプリ「ふ
くおか散歩」と連携し、コ
ロナ禍でも安心安全に、い
つでも、どこでも参加可能
な「オンライン・ウォーキ
ング大会」を校区
（地区）
別・
個人別で開催します。また、
区内の14校区
（地
区）ごとに１カ所設けられた歴史や文化等に
関する魅力あるスポットを巡るスタンプラ
リーも同時開催します。健康増進・地域交流
だけでなく、まちの魅力の新たな発見にもつ
ながります。たくさんの参加をお待ちしてい
ます。
d11月６日㈯〜26日㈮t区内に住む18歳
以上（学生除く）※スタンプラリーは「ふく
おか散歩」アプリの全ユーザーが対象y無料
eスマートフォンに「ふくおか散歩」アプリ
をダウンロードし、10月１日㈮〜31日㈰に、
お住まいの校区
（地区）のチームに登録の上、
参加してください。詳細は、右の
コードからアクセスして確認を。
i区企画振興課 a718-1055 f
714-2141

共にストレスがたまりや

中央区オンライン・ウォーキング大会

f ７４１・３５１０

「アラフォーママ」ならではの悩みについ
て、情報共有しながら話を聞いてみませんか。
d10月29日㈮午後１時半〜３時lあいれ
ふ６階作業療法室（舞鶴二丁目）t区内に住
む40歳前後で第１子を出産した母と１歳未
満の子どもc先着10組y無
料e10月１日㈮〜22日㈮に
電話で区地域保健福祉課
（a 7 1 8 - 1 1 1 1 f 7 3 4 1690）へ。

f ７４１・３５４１

アラフォーママの子育て教室

親子遊びを楽しんでいます

での子どもが自由に利用

できる「遊び・体験・交

安心子育て応援セミナー
赤ちゃんとの関わり方や成長について学
び、育児の不安を解消しましょう。
d10月18日㈪午前10時半〜11時半（受
け付けは10時から）lあいれふ６階作業療
法室（舞鶴二丁目）t区内に住む第１子の乳
児（今年７月〜９月生）とその保護者c16
組y無料e10月12日㈫までに地
域保健福祉課（a718 -1111 f
734 - 1690）に電話するか、右
コードから申し込みを。

a=電話

中央区クイズin植物園

精神保健家族講座

植物園（小笹五丁目）で「秋のバラまつり」
期間中に開催される「不思議の植物園のアリ
ス」のクイズラリーと合わせ、
「中央区クイ
ズin植物園」を行います。植物や中央区につ
いてのクイズに回答し、景品をもらいましょ
う。
d10月12日㈫〜31日㈰ ※休園日（月曜
日）を除く。y無料（入園料は別途必要）
詳しくは区ホームページ（
「福岡市中央区
クイズin植物園」で検索するか右
のコードから読み込み）で確認し
てください。i区企画振興課 a
718-1012 f714-2141

心の病について知識や理解を深め、どのよ
うに支援していくかを学ぶ講座です。

会社や商店などの事業所のごみは、市が許可し
た収集業者に依頼してください

開催日
内容
10月22日㈮ 統合失調症の症状・治療
11月26日㈮ 家族の対応について
当事者の話を聞こう/地域活
12月24日㈮
動支援センターについて
d各回午後２時〜３時半lあいれふ７階第
２研修室（舞鶴二丁目）t心の病を持つ人の
家族や支援者c各回先着15人y無料ei電
話かファクスで10月１日㈮から開催日前日
までに区健康課精神保健福祉係（a761 7339 f734-1690）へ。

事業系ごみは家庭ごみとして出せません。事業者の責任で適正に処理してください。
i区生活環境課 a718-1091 f718-1079

