TEL 559‐5017

令和３（2021）年10月１日

FAX 562‐3824

〒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）
区ホームページへのアクセスは下記コードから

公式 Twitter を開設しました！
ため蔵＠福岡市南区【公式】
@tamezoh_fminami

266,803 人（＋181）

男123,235人 女143,568人

フォローは
こちら

区の広報担当キャラクター

「ため蔵」くん

129,899 世帯（＋76）
令和３年９月１日現在推計
（前月比）
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新しい南区の花スポット

一人一花パートナー花壇だより

一人一花運動
をやってみよう
選挙の
めいすいくん

衆議院議員総選挙が行われます

市は、企業や個人などが民有地で花づくり活動を行い、街に彩りと潤いを与え

ている花壇を「一人一花パートナー花壇」として登録しています。今年新たに登

南市民プールの臨時休館

華やかな花壇は
日々の手入れのたまもの

この秋、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査が行われます。投票に行く際は、自
宅に郵送で届く投票所入場整理券で日程等を確認の上、指定の投票所で投票してください。
【問い合わせ先】区選挙管理委員会事務局 a559-5005 f561-2130
●期日前投票が便利です
●次の地域にお住まいの人は投票所が変わり
投票日当日に用事がある人は、期日前投票
ます
をご利用ください。今回から、市立福翔高等
投票所入場整理券を確認して、間違いがな
学校にも期日前投票所を開設します。
いようお越しください。
・向新町一丁目
場所
期日
・若久六丁目71番21〜27号
選挙期日の公示日の翌日〜
南区役所
・和田一丁目、和田二丁目
投票日の前日
２階大会議室
午前８時半〜午後８時
・野多目一丁目、野多目三丁目１番１号、
１番３号〜５番１号、野多目五丁目２番
市役所
投票日の８日前〜
１階ロビー
投票日の前日
１〜５号、２番31〜35号
（中央区天神）
午前10時〜午後７時
新投票所
所在地
投票日の８日前（土曜日）
、
市立
レークヒルズ
福翔高等学校 投票日の７日前（日曜日）
野多目６番館
野多目三丁目２-６
（野多目五丁目） 午前10時〜午後６時
コミュニティールーム
※地図参照
※２日間のみ
〜福翔高等学校期日前投票所へのアクセス〜
N
福岡外環状道路「福翔高校入口」交差点か
ら南西方向に曲がります。車での来所も可
能です。
状線
N

福翔高校入口 がんセンター入口
交差点
交差点

福岡自動車
運転免許試験場

環状線
市高速
福岡都 外環状道路
福岡

福翔高校

福翔高校入口
交差点

環
市高速
福岡都 外環状道路
福岡

九州がん
センター 野多目IC

602

野多目 385
小学校
野多目
大池

那珂川
病院

みやけ
通り

d午前10時〜11時半l区保健福祉セン
ター講堂c抽選６組y無料e下記問い合わせ
先へ電話でお申し込みください
◇
◇
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防
ぐため、中止することがあります。
i区地域保健福祉課 a559-5133 f512-8811

録された二つの企業の花壇を紹介します。

予約受付
12/13〜
10/13㈬ 〜10/６ １/12㈬
１/５
10/12〜
１/４〜
11/11㈭
２/３㈭
11/４
１/27
11/９〜
２/９〜
12/９㈭
３/９㈬
12/２
３/２

農業のプロが育てる
自慢の花壇

開催日

事業所で育てる
癒しの花壇

受けたりするなど、花で

予約受付

「有 限 会 社 ぶ ど う 畑」

状態を見ながら毎日手入

コミュニケーションを取

♪今後の日程等♪

「フ リ ー ス ペ ー ス・ み

れをするほか、年に２回

れることがうれしいで

開催日

親子遊びで楽しむ参加者

なみ」
（鶴田二丁目）は、 （中 尾 二 丁 目）は、地 域

施設長の有馬信一郎さ

花を植え替えています。

す。まちに花があふれた

子どもの発達の悩み
を他のお母さんたちと
共有できることがうれ
しいです。毎回楽しく
参加できています。

の人が多く訪れる農産物

ん（ ）は「花壇づくり

新開さんは「自治協議

らいいなと思います」と

♪参加した保護者の声

等

障がい者の就労支援施設

のやる気につながればと

会の会長から教えても

笑顔で話しました。

・臨床心理士によるミニ講話
・保育士と一緒に行う親子遊び

の直売店です。店長の新

一人一花パートナー花壇

らって、花壇が好きな人

【問い合わせ先】

♪サロンの主な内容

76

です。スタッフが水やり

に申請しました。慢性の

とつながりたいと思い、

区企画振興課

みなみんは、
「落ち着きがない」
「こ
だわりやかんしゃくが激しい」
など、
発達が気になる、または発達障がい
の診断を受けた、就学前の子どもと保護者の
ためのサロンです。区は、福岡女学院大学と
協力して、みなみんを毎月開催しています。

開玉子さん（ ）が花の

精神疾患を持つ利用者さ

申請しました。道行く人

a559・5017

「みなみん」
を実施中♪

など、花壇の手入れを毎

んたちも自主的に手入れ

が声を掛けてくれたり、

f 562・3824

発達が気になる子どもと
保護者のためのサロン

日行っています。

に参加してくれます。花

土や肥料について相談を

通りに面しているなど、多くの人の目につ
く場所にある民有地の花壇が対象です（自宅
や店舗の花壇など誰でも申請可）
。
登録すると特典があります
・「一人一花オリジナルプレー
ト」を配付
パートナー
・グッデイ桧原店、ふくおかフ 花壇はこちら
ラワー老司店などの対象店舗で、花苗・
園芸用品購入の割引（一人一花割引）
その他の特典や申請等についての詳細は、
市ホームページ（
「一人一花パートナー花壇」
で検索）で確認するか下記担当課に問い合わ
せを。
i区総務課 a559-5005 f561-2130

があると、利用者さんと

パートナー花壇に登録しませんか

の話が弾み、近所の皆さ

んも声を掛けてくれま

す。地域とのつながりも

できてうれしいです」と

話しました。
心を込めて手入れをしています

30

福翔高校

福翔高校前バス停
野多目大池
車で行く場合
徒歩で行く場合

南市民プールはボイラー点検とプール槽シート補修、プールの水抜き清掃のため、10月18
日㈪から25日㈪まで臨時休館します。i南市民プール a561-6011 f561-3993

