多くの伝統文化が息づい

ある寺社仏閣が点在し、

博多のまちには、歴史

スマートフォンで読み取

所に設置されたコードを

コードを使用します。各

染症対策として、二次元

〜

ています。そんな博多の
ると、スタンプを獲得で

月は３Ｒ推進月間

環 境 のためにできること

スリーアール

「３Ｒ」とは、リデュース（ごみを減らす）
、リユース（繰り返し

使う）
、リサイクル（資源として再利用する）の三つの言葉の総称

REUS

E

の紙箱や包装紙などの

す。身の回りにはリサイ

て出すようお願いしま

や段ボールの他、お菓子

「雑がみ」
も、紙袋に集め

です。ごみ減量のために、できることから始めましょう。

使えなくなった
物はリサイクルへ

RE C

もあります。着物を持っ

まずはごみを
出さないことから

LE

「和」の風情を感じなが
ていない人も気軽にご参

博多市民センターに設

資源物回収は、地域の

◇

同回収ボックスを管理

回収拠点でも行われてい

◇

ね」と話しました。

に知ってもらいたいです

んあることを、多くの人

クルできる資源がたくさ

ごみを減らすために、

置している資源物回収

他に、白色トレイや食

てリサイクルできます＝
▽在庫を確認して買い物

ボックスでは、古紙など

用油、蛍光管、乾電池な

加ください。

に行く▽詰め替え用品を

の資源物を回収していま

ども回収しています。

全て集めると、先着で
詳しくは、ホームペー

選ぶ▽食事は食べきれる

す＝左写真。

家庭から出る燃えるご

する福岡市シルバー人材

場所によって異なりま

みの約２割は、リサイク

ロナ禍で通販の利用や家

す。
詳細は、
市ホームペー

﹁要らないものはもら
レジ袋やプラスチックス

での飲食が増え、段ボー

ジ（
「福 岡 市

ます。回収できる品目は
プーン、ストローなど不

ルや飲料の缶、瓶、ペッ

セ ン タ ー の 男 性 は、
「コ
i ▽博多まちづくり推

要なときは断りましょ

源」で検索）で確認して

ルできる古紙です。新聞

期間中、着物や浴衣を

進協議会a４７４・７２

トボトルなどの持ち込み
時）▽区企画振興課a４

まだ使えそうな物は人に

理して大切に使ったり、

また、物が壊れても修

ぶすなど、ルールを守っ

ペットボトルは平たくつ

は ひ も で 十 字 に 縛 り、

が増えました。段ボール

０f ４４１・５６０３

環境課a４１９・１０７

i 区自転車対策・生活

ください。

ごみと資

着て対象施設や店舗を訪

う。

１ ９・ １ ０ １ ２f ４ ３

譲ったりしましょう。

時〜午後５

４３f ４７４・２４９７

着物のレンタル・着付

ます。

れると、プレゼントや割

わない」
ことも大切です。

右下写真。

写真＝がいずれか一つも

ジ（
「和の博多」で検索）

量を作る―など工夫しま

◇

らえます。引き換え場所

や、区役所などで配布す

しょう。

オリジナルグッズ＝左上

は「博多町家」ふるさと

る冊子をご覧ください。

◇

10

館（冷泉町）です。

きます。

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

ら、まち歩きを楽しめる
イベントを開催します。

デジタル
スタンプラリー
櫛田神社や東長寺な
ど、博多駅周辺の全 カ

スタンプを集める参加者（昨年）

（平日午前

博多のまちは
着物でお得

「雑がみ回収促進袋」
は区役所な
どで配布。家庭にある紙袋でも可

11月21日㈰に開催を予定していた博多区
民の文化祭「秋のステージはかた2021」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
します。
iまつりはかた実行委員会事務局（区企画
振興課）a419-1043 f434-0053

４・００５３

秋のステージはかた2021
中止します

所を巡ってスタンプを集

3R

博多駅地区土地区画
整理記念会館は、誰で
も気軽に利用できる便
利な施設です。
図 書 室＝ 写 真＝ に
は、小説や実用書、児童書など約２万５千冊
の蔵書があり、無料で本の閲覧・貸し出しの
サービスを行っています（市総合図書館など
の本の取り寄せも可）
。サークル活動や会議
などに使える「いこい室」もぜひご利用くだ
さい（有料・要予約）
。詳しくは、下記問い
合わせ先へ。
li博多駅地区土地区画整理記念会館（博
多駅前四丁目23-９）af474-0102o午前
10時〜午後５時x月曜日、祝日の翌日（土
日が祝日の場合は翌火曜日）
、12月28日〜
１月３日、５月３日〜５日

めてください。今年も感

DUCE

RE

11/28㈰

け（有料）ができる店舗

記念会館を利用しませんか

博多の魅力
博多区

歴史や
観光情報
区政情報や
手続き案内

11/３（水・祝）

引などの特典が受けられ

スマホは
こちらから

区市民相談室では、市政
に関することや日常生活で
の問題などについて、相談
に応じています。
毎週水曜日は弁護士によ
る法律相談、毎月第２木曜日は司法書士相談
を実施しています（事前予約が必要）。詳し
くは下記へお問い合わせください。
o月〜金曜日（祝日・年末年始は除く）午
前９時〜午後５時i区市民相談室 a419 1013 f452-6735y無料

10

市民相談室をご利用ください

10

ミニ手拭い
「博多水引」
ストラップ

「博多まち歩きマップ」＝写真＝では、御
供所・博多駅・中洲川端エリアを中心に、観
光名所や飲食店などまち歩きに役立つ情報を
紹介しています。区情報コーナー、市情報プ
ラザ、市観光案内所（博多駅・天神）などで
配布しているほか、ホームページ（
「博多ま
ち歩きマップ」で検索）にも
掲載しています。
i博多まちづく
り推進協議会
a474-7243
スマホは
こちらから
f474-2497

竹箸

博多のまち歩きに
ご活用ください
ル
リニューア
しました

世帯数 155,147 世帯（前月比 68 世帯減） （令和３年９月１日現在推計）
女 131,069 人）

区の人口 252,991 人（前月比 208 人減） （男 121,992 人

博多の魅力HP
博多区HP

YC

令和３（2021）年10月15日

令和３（2021）年10月15日
d ＝日時、開催日、期間 l ＝場所 i ＝問い合わせ a ＝電話 f ＝ファクス t ＝対象 c ＝定員 y ＝料金、費用 n ＝託児 e ＝申し込み j ＝持参 m ＝メール h ＝ホームページ

※応募事項は 14 面の申し込
み方法参照

11月１日㈪は
市県民税第３期の納期限です
期限内の納付をお願いします。
i▷納付相談について＝区納税課 a4191023 f476 - 5188▷課税内容について＝
区課税課 a419-1027 f476-5188

イベント等の実施について
新型コロナウイルス感染症対策のた
め、掲載しているイベントや健診等は中
止や変更になる場合
があります。事前に
各問い合わせ先へご
確認ください。
イベント等に参加
する際は、マスクの
着用や手指の消毒等
にご協力ください。

保健
だより

来て！見て！体験！消防たい
（隊）
救助訓練や消防伝統技術を披露するほか、
放水体験なども行います（はしご車の試乗は
ありません）
。申し込み方法など詳しくは、
10月18日㈪以降に市ホームページ（
「福岡
市消防局」で検索）をご確認ください。
（博多駅
d10月24日㈰午前li博多消防署
前四丁目19-７）
a475-0119 f475-0219

子どもの発達が心配な保護者のための、一
息つける空間です。
d11月19日㈮午前10時15分〜11時15分
l博多区保健福祉センター２階 集団指導室
i博多区地域保健福祉課 a419 - 1100 f
441 - 0057t区内に在住または勤務する保
護者と子ども。保護者だけの参加も可c先着
15組y無料e10月15日㈮午前９時半以降に
電話かファクスで同課へ。

おたのしみ劇場
映画「グリンチ」

博多市民センター文化祭

東福岡高等学校・東福岡自彊館中学校の吹
奏楽演奏会や、天神・博多で路上ライブ活動
アメリカの名作絵本をアニメ化した映画
を行っているIKKI（松村一輝）さんのコンサー 「グリンチ」を上映します。
トなどを行います。
詳しくは問い合わせ先へ。
d12月５日㈰①午前10時半〜正午②午後
２時〜３時半（いずれも開場は１時間前から）
d11月３日（水・祝）▷演奏会＝午前10時半〜11
時半▷コンサート＝午後２時半〜３時半
（いず
li博多市民センター（山王一丁目13-10）
れも開場は１時間前から）li博多市民セン
a472-5991 f472-5952c各回先着250
ター（山王一丁目13-10）a472-5991 f
人y無料e10月24日㈰午前９時以降に電話
か同センター窓口で申し込み。
472-5952c各回先着250人y無料e不要。

健（検）診予約は、各健（検）診日の10日前（土・日曜・祝休日を除く）まで。※予約受付日時は平日9:00〜17:00
★12/14㈫は託児付き健（検）診tBCG接種済みの生後６カ月〜未就学児e健（検）診を予約後、②健康・感染症対策係へ。

e 予
i 約

実施日
11月 12月

内容

受付時間

対象・料金・その他（令和４年３月31日までに対象年齢になる人は誕生日前でも受診可）
t40〜74歳の市国民健康保険に加入している人y500円（令和３年度中に40歳・50
歳になる人、満70〜74歳の人は無料）j国民健康保険証、受診券

よかドック（特定健診）

がん検診

申し込みは①、問い合わせは②

t40〜69歳y600円 ※満70歳以上の人は医療機関や健康づくりサポートセンター
での受診をお願いします。

胃がん（胃透視）
大腸がん

t40歳以上y500円

乳がん

17㈬
22㈪

子宮頸（けい）がん

３㈮
★14㈫

8:30〜10:30 t40歳以上（２年度に１回）y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
t20歳以上（２年度に１回）y400円

肺がん

t40〜64歳y500円

結核・肺がん

t65歳以上

胃がんリスク検査（血液検査）

スマホは
こちらから

骨粗しょう症検査

※50歳以上で肺がんのハイリスク者は喀痰（かくたん）
細胞診検査（y700円）あり。

t令和３年度中に35歳・40歳になる人y1,000円
t40歳以上
y500円

※妊娠中の人、骨粗しょう症で現在治療中または経過観察中の人を除く。

検査・相談等

不要
不要
要

②

不要
不要
要

③

要

内容

実施日

b＝受付時間
g＝実施時間

対象・料金・その他

10月

11月

エ イ ズ・ ク ラ ミ ジ ア・ 28㈭
梅毒抗体検査
27㈬

11㈭

b9:00〜11:00

10㈬

b16:00〜18:00

11㈭

b9:00〜11:00

５㈮

10:00〜11:00
g12:30〜13:30
14:00〜15:00

19㈮

離乳食開始の目安、初期の進め方につ
g13:00〜16:00
いての相談（１組20分程度）。
※時間中いつでも
t生後５〜８カ月頃の子どもと保護者
参加可
c25組程度

B型・C型肝炎ウイルス
検査
栄養相談

離乳食ミニ相談会

―
18㈪

22㈮

匿名で検査可。検査結果を２週間後に
本人に直接説明。

管理栄養士による食事のバランス、離
乳食などの個別相談。

25㈪

１㈪
15㈪

g13:00〜15:00

t区内に住む妊婦とその家族
j妊娠届出書、個人番号（マイナンバー）
が確認できるもの、本人確認書類など

マタニティ個別相談会

―

８㈪

g13:15〜15:15

t区内に住む妊婦とその家族
j母子健康手帳、筆記用具

要

お母さんの心の相談

27㈬

―

g9:30〜11:30

専門医による相談。t妊産婦e１週間
前まで

心の健康相談

28㈭

―

g13:30〜15:30

精神科医による相談。e前日まで

―

４㈭

g13:30〜15:30

心の病を抱える人の家族を対象にした
交流会。

場所

実施日

那珂公民館

11/２㈫

板付会館

11/12㈮

住吉公民館

t市内に住む20歳以上で過去に検査を
受けたことがない人j身分証明書

母子健康手帳特設交付

精神保健福祉家族講座

予
約

⑤ 要

※10月15日午前９時
半から予約受け付け

席田公民館

実施時間

11/15㈪

那珂南会館

11/16㈫

春住公民館

11/17㈬

東吉塚会館

11/18㈭

月隈公民館

11/19㈮

13:30～
9:30〜

13:30～

校区献血 ※予約不要
i

場所

実施日

受付時間

おっしょい博多
10:00〜13:00
（博多バスター 10/20㈬
14:00〜17:00
ミナル8階）

⑥

要

④

母子巡回健康相談
ei

e 予
i 約

はかたん

【問い合わせ・申込先】 ①集団健診予約センター a0120-985-902 f0120-931-869
②健康・感染症対策係 a419-1091 ③母子保健係 a419-1095 ④精神保健福祉係 a419-1092
（f は②〜⑥共通）
⑤地域保健福祉課 a419-1100 ⑥企画管理係 a419-1089 f441-0057
※場所の記載がないものは博多区保健福祉センター（保健所）で実施。
※料金の記載がないものは無料。各健（検）診は受診料の減免制度あり（満70歳以上、市民税非課税世帯の人など）。

健
（検）
診等

要

子育てホッとひろば

吉塚会館

10/29㈮

9:30〜12:30
13:30〜15:30

東住吉公民館 11/19㈮ ９:30〜15:00

