さわら

222,248人（前月比22人増）

男 104,398 人

女 117,850 人

（令和３年９月１日現在推計）
101,852世帯（前月比52世帯増）
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☎
☎

区ホームページ

● 区ホームペ ージは「 早 良 区 」で検 索
一 人 一 花 運 動 の 取り組 みも紹 介 中
● 区フェイスブックは「 早 良 区 情 報 玉 手 箱」で検索

色付き始めるサザエさん通り
のイチョウ
「ともてらす早良 」の東側は花
壇や公園の緑に包まれています

d＝日時 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 j＝持参 n＝託児 e＝申し込み m＝メール o＝開館時間 x＝休館日

11月にオープン！

ともてらす早良（早良南地域交流センター）

11月６日㈯午前11時に区中南部地域の交流拠点となる「ともてらす早良」が開館します。多
目的ホールや図書館、大小会議室、練習室など備え、幅広い世代の学びの場・活発な地域交流の
場として皆さんに愛される施設を目指します。
センター各施設のさまざまな特長を紹介します。
iともてらす早良（四箇田団地９-１）a812-3312 f400-0086

環境への取り組み

⑥
⑤

１階

出入り口

⑦

④
③

出入り口

②

⑨

⑧

２階
①

① 早良南図書館
約６万冊の蔵書を備え、窓から区の豊かな
自然が見える閲覧席や子どもを対象に読み聞
かせを行う「おはなしのへや」があります。

②③ 練習室

要予約

建物の床や壁と部屋の間に緩衝材や隙間を
設け、振動を伝えにくくする「浮き構造」を
採用しています。防音性能に優れ、音漏れを
気にせず楽器やダンスの練習をすることがで
きます。有料でピアノやドラムセットの貸し
出しも行っています。

①

①

②

③

施設の予約について

④

④

④ チャイルドルーム
未就学児とその保護者が自由に遊べるス
ペースです。おむつ替えや授乳ができる「赤
ちゃんの駅」も備えています。

⑤ 多目的ホール

⑤

ルーフ

⑥⑦ ホワイエ、Green roof
壁一面がガラス張りでできており、油山を ⑥
見渡すことができる開放的な空間です。
また、
屋外に出ることができ、屋上花壇と豊かな自
然を感じることができます。

⑧⑨ 会議室

要予約

大小２つの会議室があり、
大会議室は108人、
小会議室は36人まで利用することができます。
※大会議室は３分割での利用が可能で、そ
の場合の定員は36人です。

事前予約が必要な施設の予
約は、市公共施設案内・予約
システム（
「コミネット」で検
索）でするか、同センターで
受け付けています。スマホは上コードからア
クセスを。
iともてらす早良 a812-3312 f400-0086
（平日午前10時～午後５時）

ともてらす早良で行われる
イベントのお知らせ

要予約

最大300人を収容でき、客席は収納するこ
ともできます。また、
音響に配慮した空間設計
になっているので、音楽や演劇、ダンスなど
幅広い演目での利用が可能です。
博多織で製作されたステージの緞帳（どん
ちょう）は、当センターをイメージしてデザ
インされました。
グ リ ー ン

ともてらす早良では、次の通り環境に
配慮した取り組みを行っており、標準的
なエネルギー消費量の30％以上を削減
しています。
●屋上に太陽光発電設備を設置
●屋根に降った雨を貯水して、浄化後、
トイレの洗浄水や植栽の散水に利用
●ヒートアイランド現象の緩和や空調負
荷軽減を図るため、屋上を緑化
●オールLED照明の採用、人感センサー
や明るさセンサーによる調光
●外の空気を一度、地中内のチューブに
通すことで、夏は外気より涼しい空気を、
冬は外気より暖かい空気を取り入れるこ
とができる省エネシステム「クールヒー
トピット」を導入

⑧

⑦

⑨

開館を記念して11月６日㈯と７日㈰に
オープニングイベントを開催します。期間中
は、太鼓の演奏会や市民参加型演劇の公演（い
ずれも申し込み不要、入場無料）や、屋外で
飲食や買い物が楽しめるマルシェなど、さま
ざまなイベントを実施します。
また、今後も下表の通りイベントを開催し
ます。いずれも事前申し込みが必要です。詳
しくはお問い合わせください。
iともてらす早良 a812-3312 f400-0086
開催日

内容

11/21㈰

ともてらす寄席

11/28㈰

バギーコンサート

12/11㈯

津軽三味線コンサート

１/10（月・祝）

声楽アンサンブル

※新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、内容の変更や中止となる場合があります。

d ＝日時 l ＝場所 i ＝問い合わせ a ＝電話番号 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 o ＝開館時間 x ＝休館日

令和３（2021）年 10 月 15 日

予約制

マイナちゃん

定員制

公民館で簡単に
マイナンバーカードの申請ができます

区内の公民
館 で、 マ イ ナ
ンバーカード
の申請受け付
けや申請用の
写真撮影、マイナポイント申し込み（令和3
年４月末までに申請したマイナンバーカード
を持っている人のみ）
のサポートを行います。
区役所に行かずに手続きができ、マイナン
バーカードは後日、郵送で自宅に届きます。
詳しくは、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）にも掲載
しています。
dl右表の通り。住んでいる校区を問わず、
どの公民館でも申請可。
t区内に住む人
y無料
ie市マイナンバーカード申請予約センター
（毎日午前９時～午後６時）※定員になり次
第、予約受け付けを終了します。
a050-3538-2830 f050-3538-3158

保健福祉センターだより

子育て交流サロン「もちもち」

11/11㈭ 9:30～16:30 早良 10/28～11/8

コミュニケーションを取るのが苦手、落ち
着きがないなど、発達が気になる就学前の子
どもと保護者のための交流サロンです。入退
室は自由です。気軽にご参加ください。
d10月27日㈬、11月24日㈬、午前10時～正午
lももち福祉プラザ（百道浜一丁目４-１）
i区地域保健福祉課
a833-4363 f833-4349
c各日先着16人 y無料
e開催日の７日前の午前９時から、電話か
ファクスで、参加者全員の氏名と代表者の連
絡先を同課へ。

11/16㈫ 9:30～16:30 百道 11/2～11/11

個人市県民税 納期のお知らせ

日時

公民館 予約受付期間

10/22㈮ 9:30～16:30 飯原 10/8～10/19

10/28㈭ 9:30～16:30 四箇田 10/14～10/25
10/29㈮ 9:30～16:30 入部 10/15～10/26
11/2㈫ 13:30～16:30 野芥 10/19～10/28
11/5㈮ 9:30～16:30

賀茂 10/22～11/1

11/9㈫ 9:30～16:30

西新 10/26～11/4

11/10㈬ 9:30～12:30 大原 10/27～11/5

11/17㈬ 9:30～16:30 有住 11/3～11/12
11/24㈬ 9:30～16:30 飯倉中央 11/10～11/18
11/25㈭ 9:30〜12:30 小田部 11/11〜11/19
11/26㈮ 13:30〜16:30 飯原 11/12〜11/22
12/2㈭ 9:30～16:30

高取 11/18～11/29

12/3㈮ 9:30～16:30

原西 11/19～11/30

12/7㈫ 9:30～12:30

飯倉 11/23～12/2

12/9㈭ 9:30～12:30

小田部 11/25～12/6

11月１日㈪は個人市県民税（普通徴収）
第３期の納期限です。市税は、金融機関、コ
ンビニエンスストアの窓口やLINE Pay（ラ
インペイ）、PayPay（ペイペイ）などによる
納付書での納付のほか、インターネットから
クレジットカードでも納付できます。便利な
口座振替もご利用ください。
i区納税課
a833-4317 f841-2185

【問い合わせ先・申し込み先】
③健康課健康・感染症対策係 ☎851-6012 f822-5733
①集団健診予約センター ☎0120-985-902 f0120-931-869 ④健康課母子保健係
☎851-6622 f822-5733
②エイズ相談専用電話
☎846-8391
f822-5733
⑤健康課精神保健福祉係 ☎851-6015 f822-5733

保健福祉センター（保健所）で実施する検査・教室・相談
※健
（検）
診を受診希望の人は、実施日から土・日曜・祝休日を除く10日前までに必ず予約を
（受付時間は平日午前９時～午後５時）
。
内容

実施日
10 月

11 月

b＝受付時間
g＝実施時間

よかドック
（特定健診）

受け付け ・9㈫ ★ b8:30〜10:30
終了
予約は
胃がん
10／25㈪
◇下記コードか
まで
らも予約できま
子宮頸
（けい）
がん
す。
・16㈫
が 乳がん
予約は
ん
11／1㈪
検 大腸がん
まで
診
・30㈫
肺がん
予約は
11／15㈪
結核・肺がん
まで

予
約

対象者・料金・その他
【費用の記載がないものは無料】

e
i

校区献血
場所

実施日

受付時間

10/15㈮

10:00～13:00
14:00～15:30

t40〜74歳の市国民健康保険の被保険者
y500円 j健康保険証と受診券

四箇田公民館

t40〜69歳

脇山多目的集会所 10/15㈮ 13:30～15:30

t20歳以上

y600円

ミスターマックス
10:00～12:30
10/23㈯
野芥店
13:30～15:30

y400円

原公民館

10/27㈬ ９:30～11:30

t40歳以上

室見公民館

10/27㈬ 13:30～16:00

t40〜64歳 喀痰（かくたん）細胞診検 ①
y500円
査は50歳以上でハイリスク ※
と判定された人が受診可
t65歳以上 y700円

有住公民館

10/30㈯

百道公民館

11/３ 10:00～12:00
（水・祝） 13:00～15:00

胃がんリスク検査

t35歳・40歳

イオン原店

11/６㈯

骨粗しょう症検査

t40歳以上（骨粗しょう症で治療中また
は経過観察中でない人） y500円

小田部公民館
がん検診

10㈬
17㈬

20㈬

b9:00〜11:00

y1,000円

匿名での検査。

②

20㈬

17㈬

b9:00〜11:00

栄養相談

27㈬

5㈮
29㈪

g10:00〜14:45

生活習慣病予防や離乳食などに関する栄養 ③
相談。

－

15㈪

g13:30〜14:30

心の健康相談

平日
25㈪

g9:00〜17:00
15㈪
22㈪

－

4㈭

18㈪

15㈪

g10:00〜14:00
g9:30〜11:30
g13:30〜15:30

t市内に住む妊婦 j妊娠届出書、マイナ
ンバーが分かるものと本人確認書類

c各回４人 j母子健康手帳 ▷11月の
予約は10/20㈬ ９時半から受け付け

④

要

マタニティ個別相談

t４〜８カ月児の保護者（４カ月健診後）
－

教室・相談

母子健康手帳交付

要

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査

t20歳以上（肝炎検査を受けたことがな
い人）

離乳食教室

専門医が相談に応じます。

９:30～11:30
12:30～15:30

10:00～12:00
13:00～16:00

i区健康課 a851-6659 f822-5733

胃がん、子宮頸がん、大腸がん、肺がん、
結核・肺がんの検診
l小田部公民館 ty上記のとおり
－

エイズ・クラミジア・
梅毒検査

－

3（水・祝）
予約は
b9:00〜10:30
10／20㈬
まで

y500円

要

検査

ty40歳代1,300円、50歳以上1,000円

⑤

母子巡回健康相談
場所

実施日

受付時間

田村公民館

10/27㈬ 13:30～14:00

大原公民館

10/28㈭ 13:30～14:00

野芥公民館

10/29㈮ 13:30～14:00

原西公民館

11/８㈪

９:30～10:00

高取公民館

11/９㈫

13:30～14:00

小田部公民館

11/10㈬ 13:30～14:00

原北公民館

11/12㈮ 13:30～14:00

i区地域保健福祉課
a833-4363 f833-4349
t妊産婦および０〜６歳児とその保護者
c各日先着12組
e実施日の14日前（土・日曜・祝休日の場合は
翌営業日の平日）の午前９時から受け付け開始

▷子宮頸がん・乳がん検診は、２年度に１回受診できます（令和２年４月以降に受診した人は受診できません）
。
▷よかドックの結果票は、受診日の約１カ月後に保健福祉センター（保健所）で行われる結果説明会で交付します。
▷満70歳以上および市県民税非課税世帯等は、健（検）診料金が免除されます（証明書等が必要）
。詳細は③にお問い合わせください。
★11/９㈫は無料託児付き健（検）診を実施します（事前予約必要）
。健（検）診を予約後に③へ申し込んでください。託児対象は６カ月～未就学児です。
〇新型コロナウイルス感染症の影響により、日程は変更となる場合があります。各問い合わせ先・申し込み先へお問い合わせください。

