TEL 559‐5017

令和４（2022）年４月15日

FAX 562‐3824
帆足 紗衣さん
（小学４年生）
作

すてきな似顔絵
ありがとう♪

〒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）

※年齢・学年は応募時
のものです

266,626 人（−35）

男123,344人 女143,282人

130,237 世帯（−5）

応募方法は区ホーム 区の広報担当キャラクター
「ため蔵」くん
ページを見てね。

令和４年３月１日現在推計
（前月比）

で支えていこうと、自治

らしの高齢者を地域全体

東若久校区は、１人暮

るなど、活動の幅を広げ

子・父子家庭も対象とす

出 て い ま す。 今 で は 母

た事例があるなど成果が

な連携で一命を取り留め

ど別のイベントへ誘い合っ

ました。校区のサロンな

など、地域の仲が深まり

さつを交わすようになる

良くなり、普段からあい

かけで大人も子どもも仲

い

怡土弘之さんは「長年の

と

世代を超えて住民同士で楽しく交流
（令和元年11月23日撮影）

博多どんたく南区演舞台の
中止について
５ 月 ３ 日（火・祝）
、４日
（水・祝）
に開催を予定していた博多どん
たく南区演舞台は中止します。詳
スマホは
細は、区ホームページ（「どんた こちらから
く南区演舞台」で検索）でご確認ください。
i区企画振興課 a559-5064 f562-3824

春は蜂が活発に活動します

蜂に注意しましょう

お知
らせ

暖 か く な る と、 ス
ズメバチやアシナガ
バチなど蜂の活動が
活 発 に な り、 巣 も 大
き く な り ま す。 次 の
ポイントをご確認く
スズメバチの巣
ださい。
・庭 木 の 剪 定（せ ん
てい）などを行い、
巣がないか定期的
に確かめる。
・敷地内に巣を見つけ
たら専門業者に依頼
（有料）するなどし
早めに駆除する。
・蜂 が 飛 来 し て も 慌
て ず、 刺 激 し な い
ようにその場を離
れる。
i区生活環境課 a559-5101 f561-5360

※市では民有地にある蜂の巣
等の駆除は行っていません。

認知症予防に効果的
な有酸素運動や認知症
の基礎知識などを学び
ます。
d７月11日㈪、20日
㈬、27日㈬の３回。午
前10時～11時半l区保
健福祉センター講堂i区地域保健福祉課
a559-5133 f512-8811t65歳以上で運
動に支障がなく、全日程参加可能な人。その
他詳細は問い合わせをc抽選15人
y無料e４月28日㈭午後５時まで
に電話かファクスに本紙14面の応
スマホは
募事項を書いて同課へ。
こちらから

見守り活動の中で、迅速

参加
募集

地域で 見 守 る

認知症予防教室

ネッ ト ワ ー ク

20年後の私！を自分で作る

地域コミュニティの輪

協議会、民生委員・児童

ています。地域の皆さん

て参加する人も出てき

地域の皆さんが健康な毎
日を過ごせるよう、食を通
じたボランティア活動を行
うヘルスメイト（食生活改
善推進員）
になりませんか。
d５月24日〜７月26日の毎週火曜日。全
10回。午前10時～正午（調理実習の日は午
後１時まで）l区保健福祉センター講堂i区
健康課 a559-5116 f541-9914
t区内に住む人c先着20人y無料
e電話かファクスに本紙14面の応
スマホは
募事項を書いて同課へ。
こちらから

区内の各校区で、自治協議会や自治会等が住みよい

委員、社会福祉協議会、

の協力で見守りが続けら

て、良いつながりができ

参加
募集

地域づくりのために日々活動を行っています。東若久

シニアクラブ、健康推進

れます」と話しました。

ヘルスメイト
養成教室

東若久
校区

校区と筑紫丘校区の事例を紹介します。

連合会の５団体が連携し

新型コロナワクチン
３回目接種情報

9:30〜12:00
13:00〜15:30

ています。これからも感

5月17日㈫

て「ふれあいネットワー

サニー
野間店

染症対策などを徹底しな

若久

地域カフェで

各校区で年１回、献血を実施
しています。どの会場でも献血
することができます。希望者に
は献血後２週間程度で日本赤十
字社から検査結果が届きます。
けんけつちゃん
５月の日程は下表の通りです。
t体重50㌔以上。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。
i区健康課 a559-5114 f541-9914
校区 会場
日時
曰佐
9:30〜12:30
曰佐
5月11日㈬
公民館
13:30〜15:00

ク」を立ち上げ、平成

お知
らせ

筑紫丘
校区

がら、続けていきたいで

献血にご協力ください

◇

アカウント名：ため蔵＠福岡市南区【公式】
アカウントID：@tamezoh_fminami
フォローをお待ちしています。

23

顔見知りに

は、
毎月第四土曜日に
「大

これらの活動は、皆さ

スマホは
こちら

区の公式 Twitter でも情報発信中！

年から見守り活動を続け

校区独自の「活動マニュ

橋カフェ１・４」をファ

んの自治会・町内会費が

転入時に必要な手続きや、お役
立ち情報をまとめてホームページ
に掲載しています。区ホームペー
スマホは
ジ（「南区へ転入してこられた方 こちらから
へ」で検索）でご確認ください。
i区総務課a559-5005 f561-2130

す」
と笑顔で話しました。

アル」や「見守りマップ」

ミール大橋グランヒルズ

支えています。同会費は

～転入者へのご案内～

大橋一・四丁目自治会

＝左図＝を作成し、町内

の会議室で開催していま

その他にも、防犯灯の設

24火～

5／

ています。

単位で見守りを行います。

す。自治会のカフェスタッ

ようこそ南区へ

◇

個人情報の取り扱いは、

置や防災用品の購入な

地域の自治会・町内会活

フのほか、校区社会福祉

子ども連れでも参加し

動に参加してみませんか。

弁護士のアドバイスを基

やすいようにキッズス

※本紙４面「地域コミュ

ど、さまざまな用途で使

ペースを設け、学生考案

ニティを次の世代へ」も

協議会や地域の学生など

のクイズや、花の苗がも

併せてご覧ください。

あなたも、お住まいの

らえるじゃんけん大会を

【問い合わせ先】

営に携わっています。

実施するなど、誰もが楽

a５５９・５０７

区地域支援課

ひ ろい し と

f ５６２・３８２４

しく交流できる場です。

こ

同カフェ店長の広石寿

み

美子さんは「カフェがきっ

1

にマニュアルに明記して

誰が誰を見守るのか等が一目で分か
る、校区独自のアイデアです

われています。

▲▲▲-▲▲▲▲
主・花田

もボランティアとして運

対象者の電話番号と見守る人の名前
対象者の
-□
□□
住所
佐藤
氏名

いるため、安心して活動

避難行動要支援者

取り扱い注意

が進められています。

校区自治協議会会長の

（見守りマップ例）若久●丁目●区

～広がり・つながり・支え合う～

d＝日時、
開催日、
期間 l＝場所 i＝問い合わせ 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 h＝ホームページ

市内設置の集団接種会場のうち、南区会場は南体育館です（４月18、19日は工事のため休館）
。金曜は午後
９時まで延長（４月のみ）
、月〜土曜は正午〜午後３時で予約なしの接種も可能です。詳細は本紙４面で確認を。

TEL 559‐5017
d＝日時、開催日、期間

l＝場所

i＝問い合わせ

f＝ファクス

香蘭女子短期大学とコラボ♪

♪待ち時間も子どもが楽しめる椅子

乳幼児健診
や手続き等で
来所した子ど
もが、楽しみ
ながら待ち時
間を過ごせる かわいいイラストで楽しい時間を
よう、保健福祉センターの椅子に間違い探
しや迷路などのイラストを描きました。
デザインに携わった学生は「子ども向け
に、色合いやイラストの線などを工夫しま
した。何回でも見て、楽しい待ち時間を過
ごしてもらいたいです」と話しました。

♪記念撮影スポットで思い出づくり

本館１階に、
婚姻届や出生
届 の 提 出、 南
区での新生活
の始まりなど、
記念日にぴっ
たりな撮影ス
ポットを設置
しました。
デ ザ イ ン に 学生考案で「SNS映え」もばっちり
携わった学生は
「背景には暖かい色味で
『桧
原桜』をイメージして描き、
ハートのバルー
ンは立体感が出るように試行錯誤しまし
た。さまざまな記念日を彩れるとうれしい
です」と話しました。
i区総務課 a559-5005 f561-2130

がん検診

胃がん
（胃透視）
、
大腸がん
子宮頸
（けい）
がん、
乳がん

４月

22

肺がん・結核

n＝託児

ボランティアの立ち上げを支援

南区市民ふれあい奨励金

お知
らせ

m＝メール

h＝ホームページ

南市民プールの教室

参加
募集

区内の地域福祉活動の支援や
ボランティア活動の促進を目的
とする「南区市民ふれあい奨励
金」の申請団体を募集しています。
新規事業実施に必要な初期費用が助成の対
象で、助成金額は１事業当たり上限20万円
です。詳細は問い合わせ先へ確認を。i区社
会福祉協議会 a554-1039 f557-4068e
６月30日㈭午後５時までに同会へ電話を。

参加
募集

◆小学生水泳教室（小学1～3年生）
d５月15日～６月26日の
毎週日曜日（６月５日を除く）。
①9:15～10:15②10:30～
11:30③11:45～12:45t25
㍍泳げない小学１～３年生c各回抽選15人
y4,620円e往復はがきに本紙14面の応募
事項と希望時間帯（第２希望まで）
、保護者
氏名を書いて４月25日㈪必着で同プールへ。
◆ウォーターキッズ教室
d５月15日～６月26日の毎週
日曜日（５月29日を除く）
。午
後２～３時t４～６歳c抽選８
人y3,300円e往復はがきに本
紙14面の応募事項と保護者氏名を書いて４
月25日㈪必着で同プールへ。
◆ナイトアクアビクス教室
d５月25日～６月22日
の毎週水曜日、全５回。午
後７時～午後８時t18歳以
上（高校生不可）c先着10人y4,000円e
５月１日㈰午前９時から電話で同プールへ。
◇
◇
詳細はホームページ（「福岡市南
市民プール」で検索）でご確認く
ださい。li南市民プール a561-
スマホは
6011 f561-3993
こちらから

イベントに関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大
を防ぐため、一部イベントが中止・延期に
なる場合があります。イベントの実施につ
いては各問い合わせ先へご確認ください。

【問い合わせ・申込先】※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため中止・延期になる場合があります
①予約センター a0120-985-902 f0120-931-869 ②健康課健康・感染症対策係 a559-5116
③健康課母子保健係 a559-5119 ④健康課精神保健福祉係 a559-5118 ②～④共通 f541-9914
⑤地域保健福祉課 a559-5133 f512-8811
実施日

５月

６月

b＝受付時間
g＝実施時間

対象者・料金・場所等
費用の記載がないものは無料、場所の記載のないものは保健福祉センターで実施

要 t40～74歳の市国民健康保険被保険者y500円j国民健康保険証、受診券

【胃がん】t40～69歳y600円【大腸がん】t40歳以上y500円
【子宮頸がん】t20歳以上y400円【乳がん】t40歳以上女性y40歳代1,300円、
３
２、13 10 ★ b８:30～10:30 要 50歳以上は1,000円
29
ty40～64歳500円、65歳以上無料。喀痰（かくたん）細胞診検査は別途700
円 ※喫煙者など一定の条件に該当する50歳以上のハイリスクの人

骨粗しょう症検査

要 t40歳以上y500円 ※骨粗しょう症で治療中または経過観察中の人を除く

栄養相談

20

離乳食教室

15

離乳食相談

27

親子で参加! 運動教室

―

11

肝炎検査（Ｂ型・Ｃ型）

―

未定

未定 g９:00〜11:00 － t20歳以上で検査を受けたことがない人

エイズ・クラミジア・梅毒検査

―

未定

未定 g９:00〜11:00 － 匿名での検査

マタニティ個別相談

―

10

22

g13:30〜15:00 要 t市内に住む妊婦

27

25

22

g９:30〜11:00

―

12

9

g13:30〜15:30

精神保健家族講座

―

未定

発達が気になる子どもと親の
ためのサロン「みなみん」

ー

18

10、18 7、22 g10:00〜14:45 要 乳幼児や高齢者、生活習慣病予防などの食生活についての個別相談
20

17

g13:00〜15:00 要 t生後４〜６カ月の赤ちゃんとその保護者

17、2514、28 g10:00〜14:45 要 離乳食についての個別相談
―

②

g10:00〜11:30 要 t生後４カ月〜１歳半頃の赤ちゃんとその保護者。保護者の運動が中心

④

要 精神科医が対応

③

心の健康相談

e＝申し込み

e →①・i →②

よかドック（特定健診）

カヌー教室

j＝持参

ie

類

y＝料金、費用

那珂川で遊ぼう

予約

種

c＝定員

カヌーに乗って、
那珂川の自然を満
喫しませんか。福
岡市カヌー協会の
インストラクター
が初心者にも丁寧
カヌーに乗ると、見慣れた
に指導します。
景色も違って見えます
実施日
時間帯
５月８日㈰ ６月12日㈰ ▷午前の部:午前
10時～正午
７月10日㈰ ８月７日㈰
▷午後の部:午後
９月18日㈰ 10月２日㈰ １～３時
※天候等により延期または中止になる場
合があります。
l那珂川および老司河畔公園 ※公共交通
機関でお越しくださいi福岡市カヌー協会  
mfc-info@fccanoe.sakura.ne.jpまたは区
企画振興課 a559-5016 f562-3824c各
回先着15人y各回1,000円（保険料込み）
e小学４年生以上が対象で、電子
メ ー ル で 申 し 込 み を。 詳 細 は 区
ホームページ（
「福岡市南区 カ
スマホは
ヌー教室」で検索）で確認を。
こちらから

区は、香蘭女子短期大学と共働で区庁舎
の装飾を行いました。装飾には、学生が考
案したイラストが採用されています。

保健福祉センター
だより

t＝対象

5／ 日他
8

新装飾でぬくもりを演出

令和４（2022）年４月15日

FAX 562‐3824

未定 g13:30〜15:30 － t心の病を抱える人とその支援者
g10:00〜11:30 要

t市内に住む、発達が気になるまたは発達障がいのある就学前の子どもとその保
護者

⑤

15

※予約センターへの予約（9:00～17:00）は、健（検）診の10日前（土・日曜・祝休日を除く）までにしてください。予約なしの当日受診はできません。
※胃がん検診は前日午後９時以降の飲食はできません。70歳以上の人はバリウムの誤嚥
（ごえん）
や、
透視台からの転倒等のリスクがあるため内視鏡検査をお勧めします。
※子宮頸がん、乳がん検診は２年度に１回受診可（令和３年４月以降の受診者は利用できません）。
※70歳以上および市県民税非課税世帯等の人は料金が免除されます（証明書等が必要）。詳しくは②健康課健康・感染症対策係へお問い合わせを。

★子育て応援！
６月10日㈮の健診は託児を無料で利用できます。健診の予約後に託児の予約をしてください（託児予約は区健康課）。
【託児対象】BCG接種
無料託児あります 済みの生後６カ月～就学前の乳幼児【定員】先着15人【料金】無料  ※健診料は有料【問い合わせ先】区健康課 a559-5116 f541-9914

