令和３（2021）年10月１日

子どもの村福岡
（今津）

企画振興課 TEL 895-7007 FAX 885-0467

西区役所 代表電話 a881-2131

〒819-8501 西区内浜一丁目4-1

【公式】インスタグラム

@f_nishistagram

【公式】フェイスブック

ぷらり にしく

人 口 212,030人 （前月比142人増） 男100,572人 女111,458人
世帯数 95,500世帯 （前月比144世帯増）※令和３年９月１日現在推計

西部出張所 a806-0004

〒819-0367 西区西都二丁目１-1

d＝日時、開催日、期間 l＝場所 t＝対象 c＝定員 y＝料金、費用 e＝申し込み i＝問い合わせ a＝電話 f＝ファクス m＝メール b＝受付時間 j＝持参

いつものまちで暮らしたい子どもがいます

10月は里親月間です

「里親って？カフェ」
のチラシ

「里親」とは、さまざまな事情により家族と
一緒に暮らすことができない子どもを、家族
の一員として迎え入れ、子どもの心身の成長
を支える人のことをいいます。
区は、短期間子どもを預かる
「ショートステ
イ里親」を増やすための活動を、
NPO法人で
市の子ども支援事業に取り組む
『SOS子ども
の村JAPAN』と一緒に行っています。
「里親って？カフェ」
毎月１回
「里親っ
て？カフェ」を区役
所等で開催し、里親
について話をしてい
ます。少人数で開催
しているため、和気
あいあいとした雰囲
気で話すことができます。
参加する人の動機も、
「子どものために自分
に何ができるか考えたい」
「すぐには里親にな
れないが、興味がある」
など、
さまざまです。

西祭（SaiSai）

〜西区みんなでつくる文化祭〜
◆西区市民美術展
（絵画・書・写真・工芸品）
d11月16日㈫〜21
日㈰午前９時半〜午後
５時半l市美術館y無
料
※11月20日㈯午後
１時から、表彰式と出 西区市民美術展は、西区で
は初めて市美術館で開催。
展作品について解説す
るギャラリートークを行います。
◆西区青少年作品コンクール
（絵画・習字）
d11月17日㈬〜21
日㈰午前10時〜午後
５時l西市民センター
第１会議室y無料
※11月20日㈯午前
金賞「とんぼと遊ぶ」内浜小
10時50分から、表彰 ３年 古川愛菜さん（昨年
度）
式を行います。
（区企画振興課内）
i西祭実行委員会事務局
a895-7033 f885-0467

今宿野外活 はじめてのアウトドア
動センター
〜どんぐり編〜
同センター内のどんぐりを集め
て簡単な工作を行います。
d10月24日㈰午前10時〜午後
０ 時 半 li 同 セ ン タ ー a 8 0 6 - 3 1 1 4 f
806-3115c抽選で30人y３歳以上500円
e往復はがきに参加者氏名、年齢、電話番号、
住所を書いて同センター
（〒819-0163今宿
上ノ原217-２）
へ。
10月12日㈫必着。
市
税
ＮＥＷＳ

◆ 参加者の声 ◆
里親になりたいという思いが強く
なった。研修を受けたい。
里親について具体的にイメージで
きた。
もう少し学んでから検討したい。まず
は自分にできることから取り組みたい。

里親として登録するには
市在住で、
里親登録を希望する人は、
市こど
も総合相談センターでガイダンス面接を受
け、
研修や実習などのステップに進みます。
現在、市内12世帯の里親が
「ショートステ
イ里親」
として登録し、
数日から１週間程度自
分の家で子どもを預かり、子どもが慣れ親し
んだ地域で安心して暮らせるようにサポート
しています。
ショートステイ里親をもっと知りたい人へ
里親に登録するまでの流れなどを紹介した

西市民 〜演劇・ダンス体験〜
センター ワークショップ
「キテン」
演劇やダンスを、型にとらわれないさまざ
まな表現方法で楽しむワークショップです。
d下表の通りli西市民センター a8917021 f891-0503c各回20人程度
（先着受
付中）t10〜19歳y500円 ※④のみ3,000
円eメール
（m entry@nishi-civic-center.
jp）
、または同センターホームページ
（同セン
ター名で検索）内の申し込みフォームから申
し込み。
日時
10月16日㈯
①
13:30〜16:30

内容
皆のアイデアを合体さ
せて演劇を作ります。
参加者が主人公になる
11月23日（火・祝）
②
「謎解き公演」を作りま
13:30〜17:00
す。
12月18日㈯
何気ないつぶやきから
③
13:30〜16:30
演劇を作ります。
１月８日㈯〜10日 遊んで踊ってダンス作
④
（月・祝）13:00〜17:00 品を作り発表します。
１月29日㈯
自分の名前から自己紹
⑤
13:30〜16:30
介ダンスを作ります。
２月19日㈯
オノマトペと体を使い
⑥
13:30〜16:30
演劇を作ります。
２月26日㈯
曲から物語を想像しコ
⑦
13:30〜16:30
メディ作品を作ります。
脚本のない演劇「即興
３月21日（月・祝）
⑧
13:30〜16:30
演劇」を体験します。

西体育館

西ササイズ

（休館日・祝
d毎週火曜日午前10時〜11時
日を除く）
li西体育館 a882 - 5144 f
882 - 5244c各回先着15人t18歳以上y
350円e電話で開催日直前の金曜日の午前９
時〜午後７時に同体育館へ。

市県民税第３期の納期限は11月１日㈪です

「ショートステイ里親ハ
ンドブック」＝右写真＝
を「里親って？カフェ」参
加者に配布しています。
ホ ー ム ペ ー ジ（「福 岡 市
ショートステイ里親ハン
ドブック」で検索）でも見
ることができます。里親
についての詳細は、市子ども家庭支援セン
ター『SOS子どもの村』までお問い合わせく
ださい。
◇
◇
◇
次 回 の「里 親 っ て ？ カ フ ェ」
は、
10月18日㈪午前10時から
西市民センターで開催予定です
（状況により、オンライン開催に
変更する場合も有り）。参加希望 申し込みは
こちらから
者は、
『SOS子どもの村』へ電話
するか、右コードから申し込みを。
i▷里親に関すること＝市子ども家庭支援
センターSOS子どもの村 a737 - 8664 f
737-8665
▷記事に関すること＝区子育て支援課 a
895-7096 f881-5874

運動から始める認知症予防教室
脳の活性化をめざした運動や、
認知症予防について学びます。
d11月11日㈭、18日㈭、25
日㈭午後１時半〜３時半l区保
健所講堂t介護保険サービスを
利用していない65歳以上で、全３回参加でき
る人c抽選で15人※申し込み時に簡単な問
診有りy無料ei電話で区地域保健福祉課
（a895-7080 f891-9894）へ。10月15日
㈮午後５時まで受け付け。

傾聴ボランティア養成講座
「聴く」を学び、ボランティア活動に生かす
講座です。シニア世代歓迎です。
12日㈮午後２〜４時、
11月
d11月５日㈮、
19日㈮午前10時〜正午l西市民センター※
状況により、オンライン開催に変更の場合も
有りt区内に住む人で、ボランティア活動に
興味があり、オンライン受講が可能な人。すで
に活動している人も受講できますc抽選で
20人
（50代以上の人優先）y無料eiメール
に、住所、氏名、年代、電話番号、メールアドレ
ス を 書 い て、区 社 協 事 務 所（a
895 - 3110 f895 - 3109m
nishiku@fukuoka - shakyo.
or.jp）へ。10月22日㈮必着。右
コードからも申し込み可。
申し込みはこちら
一部行事等が中止・延期となる場合があ
りますので、事前に各問い合わせ先へご確
認ください。

納期限までに納めましょう。市税の納付は便利な口座振替にしませんか。i 区納税課

a895-7014
f883-8565

