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令和４（2022）年２月15日

西区役所 代表電話 a881-2131
〒819-8501  西区内浜一丁目4-1

西部出張所 a806-0004
〒819-0367  西区西都二丁目１-1

【公式】インスタグラム

 @f_nishistagram
【公式】フェイスブック
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） 人　口 212,157人	 （前月比76人増）  男100,759人 女111,398人

世帯数 96,873世帯	（前月比56世帯増）	※令和４年１月１日現在推計

決行、バスダイヤの影響による時間
変更ありlJR九大学研都市駅北口
集合、今津バス停解散t市内に住む
人c抽選で25人y300円（バス代が
別途必要） ※申し込みは３月14日㈪必着。抽
選結果は３月18日㈮までに発送。

《1.2の申し込み方法および問い合わせ先》
　はがき、ファクスまたはメールにイベント
名、住所、参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を書いて西区まるごと博物館推進会
事務局（〒819-8501住所不要、区企画振興
課内 a895-7032 f885-0467mshinko.
event24@city.fukuoka.lg.jp）へ。または区
ホームページ（１は「西区自然観察申込」、２は

「西区毘沙門山登山」で検索）の申込フォーム
からも申し込み可。

1.自然観察ウォーキング in 室見川
　水辺の野鳥や植物などを観察しながら室見
川沿いを歩きます。
　d３月20日㈰午前９
時45分〜午後３時※小
雨決行l集合・解散は地
下鉄室見駅t市内に住む
人（小学３年生以下は保
護者同伴）c抽選で20人
y300円 ※申し込みは３月９日㈬
必着。抽選結果は３月15日㈫までに
発送。
2.今津・毘沙門山登山と史跡巡り
　毘沙門（びしゃもん）山に登り、今津周辺の
史跡を巡ります。
　d３月25日㈮午前９時〜午後４時 ※小雨

春の室見川河畔を歩き
ながら楽しみます

スマホは
こちらから

スマホは
こちらから

　新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、一部行事等が中止・延期となる場合があ
ります。事前に各問い合わせ先へご確認く
ださい。講座等に参加の際はマスクの着用
をお願いします。
　※掲載している情報は、１月27日時点の
ものです。

イベント・行事等についてのお知らせ

町界町名変更と
住居表示実施のお知らせ

　福岡市北原・田尻土地区画整理事業の施行
等に伴い、７月19日㈫から大字田尻と大字徳
永、大字太郎丸および周船寺三丁目の各一部
において、町名や住所の表し方が変わります。
　該当の地域にお住まいの人を対象に、６月
以降に説明会を行います。
　i市区政課 a711-4074 f733-5595

証明書を市内34の郵便局で取得できます（代理人請求は不可）。区内
は6郵便局（北崎、玄界島、元岡、周船寺、福岡壱岐、福岡能古）です。住民票や印鑑証明書などを郵便局で取得できます i区市民課 a895-7010

f883-2940

　個人市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市
計画税、固定資産税（償却資産）、軽自動車税の
納税は、口座振替が便利です。利用には対象の
地方銀行の普通預金口座（個人名義に限る）が
必要です。
　納税通知書に同封のはがき、または区納税
課や金融機関窓口に備え付け
の口座振替依頼書でお申し込
みください。また、自宅のパソ
コンやスマートフォンでイン
ターネットを利用した申し込
みも可能です。
　詳しくは市ホームページ（「福岡市市税イン
ターネット口座振替受付サービス」で検索）を
ご覧下さい。登録に約１カ月半ほどかかりま
すので、ご希望の人は早めに手続きをお願い
します。
　i市税収納管理センター a711-4490 
f711-4219

納税は便利な口座振替で

スマホは
こちらから

　３月６日㈰午前11時〜午後３時半に西市
民センターで「西区環境フェスタ」が開催され
ます。
　今回は、「誰一人取り残さない持続可能な社
会」を目指す、SDGs（エス・ディー・ジーズ）
17の国際目標の中から、環境に関連の深い５
個の目標をテーマに実施します。大人も子ど
もも楽しみながら、地球環境の未来のために、
今自分ができることを見つけてみませんか。

◆かえっこバザール
　使わなくなったおもちゃを会場に持ってく
るか、フェスタ会場内の一部のコーナーに参
加するとポイントがもらえます。ポイントを
バザールの中で気に入ったおもちゃと交換で
きます。
◆BOOKBOOK本市
　古本市を無料で開催
します。気に入った本
は自由に持ち帰れま
す。「誰かに読んでほし
い」といった本の引き
取りも行います。
◆フードドライブ
　家庭で使い切れない未開封の食品の寄付を
募ります。 ※常温保存可能で、賞味期限が１
カ月以上あるものに限る。
　集まった食品は、必要とする団体に無償で
提供します。
◆展示・体験コーナー
　カブトガニの展示や地球温暖化がテーマと
なるアニメ上映のほか、VR（仮想現実）ゴーグ

地球に優しい取り組み

読んでしまった本を
有効活用しませんか

　親子で楽しめるイベントを西市民センターで開催

　西区環境フェスタ2022 入場無料

ルを使って地球温暖化がもたらす危機を疑似
体験できます。
◆ワークショップ
　事前予約制で次のワークショップを実施し
ます。

講座名（所要時間） 費用 開始時間 抽選
マイクロプラスチッ
ク万華鏡づくり

（50分）
無料

①10:00 各回
30人②11:15 

牛乳パックで貯金箱
づくり（30分）

100〜
300円

①13:00 各回
6人②14:00

新聞でコサージュづ
くり（30分） 200円 ①13:00 各回

6人②14:00
ロール芯でペン立て
づくり（30分） 無料 ①13:00 各回

6人②14:00
浴衣であずま袋づく
り（30分） 300円 ①13:00 各回

4人②14:00
　eメール（mseikatsukankyo.NWO@
city. fukuoka.lg.jp）または、往復はがき

（〒819-8501住所不要）に講座
名と希望時間（第４希望まで）、住
所、参加者全員の氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を書いて、２月22
日㈫までに区生活環境課へ。右記
コードからも申し込み可。
　　　◇　　　　　◇　　　　　◇　　　　
　詳細は区ホームページ（「西区環境フェス
タ」で検索）で確認するか、２月16日以降に区
役所などで配布するチラシをご覧ください。
　当日はマイバッグを持参してお越しくださ
い。全てのイベントは新型コロナウイルス感
染対策を行った上で実施します。消毒やマス
ク着用、検温などにご協力ください。
　i区生活環境課 a895-7054 f882-
2137

スマホは
こちらから
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西区まるごと博物館推進会のイベント
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検査・相談等
内　容 b＝受付時間

g＝実施時間
予
約 対象・料金・その他 e

i

エイズ・クラミジア抗体検査
21㈪

７㈪
14㈪

b9:00〜11:00 －

匿名検査(心配な出来事から３カ月
たって受診してください)

②

梅毒検査 匿名で検査可
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査 14㈪ t20歳以上で過去に受検したこと

がない市民

栄養相談 25㈮ ７㈪
24㈭

b13:00〜
b14:00〜
b15:00〜

要

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

離乳食教室 28㈪ 28㈪ g10:30〜11:20
g13:30〜14:20

離乳食の進め方の紹介｡ 乳児の同
伴可｡ 試食はなしt生後４〜６カ
月頃の乳児の保護者

心の健康相談
－ ９㈬ g9:30〜11:30 精神科医が相談に応じますc各回

３人｡ 必ず電話で予約を ③16㈬ 16㈬ g15:00〜17:00
※新型コロナウイルス感染症ワクチン集団接種会場となるため、当面の間さいとぴあでの健診と離乳食教室は中止。
※マタニティ個別相談は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、中止。

実施日
２月 ３月

場所 実施日 受付時間 i

イオンマリナタウ
ン店西側駐車場 ３/12㈯ 10:00〜12:00

④

13:00〜16:00
視力障害センター ３/14㈪ 9:30〜11:30
シーサイド病院 ３/14㈪ 13:30〜16:00
献血ルームおっ
しょい博多 ３/15㈫ 能古島を9:00

発の船で出発

※予約不要校区献血

場所 実施日 受付時間 i

玄洋公民館 ２/28㈪ 13:30〜14:00

⑤
姪北公民館 ３/４㈮
福重公民館 ３/７㈪ 9:45〜10:30

壱岐南公民館 ３/７㈪ 13:30〜14:00今宿公民館 ３/15㈫

j母子健康手帳母子巡回健康相談

　毎月各校区で献血を実施しています｡血液製
剤の安定供給のために献血にご協力ください｡
　お住まいの校区以外の会場でも献血できま
す。日程等は、毎月このページの右下にある校
区献血の表でお知らせしていますのでご確認
ください｡
　t男性17〜69歳､女性18〜69歳｡ ※65歳
以上は60〜64歳に献血経験がある人｡ 体重
は男女ともに50㌔以上｡
　i区健康課 a895-7071 f891-9894

献血にご協力ください

　消防音楽隊による演奏や消防車両の展示､
消防伝統技術披露､スモークマシンを使った
火災体験など､さまざまな体験ができます｡
　d３月５日㈯午前10時〜午後１時lマリノア
シティ福岡３棟前広場(小戸二丁目)などy無
料i西消防署予防課 a806-0642 f806-
6462 ※雨天､災害出動時は内容を変更しま
す｡

西消防署 春の体験イベント

　自転車利用者等は自転車保
険(自転車損害賠償保険等)へ
の加入が義務付けられていま
す｡万が一の事故に備え､自転
車保険に加入しましょう｡
　詳細は､市ホームページ（｢福岡市　自転車
保険｣ で検索)でご確認ください｡
　i市防犯･交通安全課 a711-4061 f711-
4059

自転車保険に加入しましょう

　テーマに沿って､ エクササイズやトレーニ
ングを行います｡
　d毎週金曜日①午後１〜２時②午後２〜３
時､ 毎週火曜日③午前10〜11時(休館日･祝
日 を 除 く )li 西 体 育 館 a 8 8 2 - 5 1 4 4 
f882-5244c①②各14人③20人t18歳
以上y350円e開始10分前までに受付へ｡
申し込み多数の場合は抽選｡

西体育館 西ササイズ

　 公 民 館 で マ イ ナ ン バ ー
カードを申請すると､ カー
ドは後日郵送で届きます。区
役所の窓口に受け取りに行く
手間が省け､大変便利です｡
　申請受け付けのほか､ 申
請用写真撮影､ マイナポイント申込みのサ
ポート(マイナンバーカードを持っている人
のみ)も行っています｡
　区内に住んでいる人であれば､ 区内全ての
会場で申請できます｡詳細は、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）でも確認できます。
　dl下表の通りei市マイナンバーカード
申請予約センター(a050-3538-2830 
f050-3538-3158 午前９時〜午後６時)
へ｡j本人確認ができるもの(運転免許証､パ
スポートなどの原本)､マイナンバー通知カー
ド､住民基本台帳カード(持っている人)
公民館 実施日 時間 予約期間
福重 ２/25㈮ 17:00〜20:00 ２/8〜2/19
西都 ２/26㈯ 13:30〜16:30 ２/12〜2/23
玄洋 ３/９㈬ 9:30〜12:30 ２/21〜3/4

周船寺 ３/12㈯
13:30〜16:30

２/26〜3/9
今津 ３/19㈯ 3/5〜3/16

壱岐南 ３/20㈰ 3/6〜3/17
城原 ３/23㈬ 9:30〜12:30 3/6〜3/17
壱岐

３/26㈯ 13:30〜16:30 3/12〜3/23下山門
姪北

公民館でマイナンバーカードの
申請ができます

健（検）診等
内　容 b＝受付時間 予

約 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できます） e
i

　　 西体育館健診 ３㈭ b9:30〜12:00

要

下記のよかドック、がん検診と同じ内容を西体育館（拾六町一丁目13-35）で実施。 申
し
込
み
は
①
、問
い
合
わ
せ
は
②

　　 よかドック（特定健診）

２㈬ b8:30〜10:30

t40〜74歳の市国民健康保険被保険者y500円j保険証、よかドック受診券

骨粗しょう症検査 t40歳以上y500円

がん検診

胃 が ん、子 宮 頸
（けい）がん、乳が
ん、大腸がん

【胃がん】t40歳以上（70歳以上は委託の医療機関等で実施）y600円【子宮頸（けい）がん】２年度
に１回受診可t20歳以上y400円【乳がん】２年度に１回受診可t40歳以上y40歳代1,300円、50
歳以上1,000円【大腸がん】t40歳以上y500円

肺がん t40〜64歳y500円 喫煙者など一定の条件に該当する50歳以上で喀痰（かくたん）細
胞診検査の希望者は別途700円結核・肺がん t65歳以上

※健(検)診等は70歳以上と市県民税非課税世帯の人などは料金が免除されます(証明書が必要)｡
※健(検)診等の予約は､ 実施日より土日祝日を除く10日前までに集団健診予約センター(①)、または「けんしんナビ」=右上コード=で受け付け｡

実施日
３月

保健
だより

【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 （受け付けは平日9:00〜17:00）
②健康・感染症対策係 a895-7073　③精神保健福祉係 a895-7074
④企画管理係 a895-7071　⑤地域保健福祉課 a895-7080 f891-9894（②〜⑤共通）
※場所の記載のないものは保健福祉センター（保健所・内浜一丁目４－７）で実施。料金の記載のないものは無料。

　親子遊びや同世代のママとの交流会です。
「アラフォーサークルにこにこ」の見学もでき
ます｡
　d３月11日㈮午前10時〜正午l姪浜駅南
集会所(姪浜駅南３丁目７－８)t区在住の
37歳以上の母親と未就園児の子ど
もc抽選で10組y無料ei３月４
日㈮までに電話または右コードか
ら 区 地 域 保 健 福 祉 課 (a 8 9 5 -
7080 f891-9894)へ｡

アラフォーママの子育て教室

スマホは
こちらから

健診の詳細は
こちらから

　区内には九つの分団があり､
消火･水防活動の他､防災パト
ロールや各家庭への防火訪問な
どを行っています｡ 団員は自営
業者､会社員､学生などさまざま
で､女性も活躍しています｡
　t区内に住むか通勤･通学する18〜65歳
の人｡分団長による面接があります｡i西消防
署警備課 a806-0642 f806-6462

西消防団　団員募集

ファイ太くん

マイナちゃん


