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令和４（2022）年５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

人　口 211,463人	 （前月比615人減）  男100,221人 女111,242人
世帯数 96,906世帯	（前月比20世帯減）	※令和４年４月１日現在推計

【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
　集団接種会場は、福岡市役所１階ロ
ビー、中央体育館、ももち体育館です。詳
しくは市ホームページ（「福岡市コロナワ
クチン」で検索）で確認を。

新型コロナワクチン接種

　井戸水は見た目がきれいでも、飲み水に適
しているかは分かりません。安心して飲用する
ために、年に一度は水質検査を受けましょう。
　水質検査（有料）を希望する人は、事前に採
水容器を区保健福祉センター（保健所）１階受
付または西部出張所で受け取り、検査当日に
汲んだ水を、保健所１階受付に提出してくだ
さい。受け付けは月曜日と水曜日の午前中で
す。 ※西部出張所は採水容器の受け取りの
み。提出はできません。
　窓口で「井戸水の衛生管理」のパンフレット
を配布しています。井戸水の管理にご活用く
ださい。
　i区衛生課 a895-7094 f891-9894

井戸水の衛生について
〜日頃の管理が大切です〜

　運動をメインに、認知症
の基礎知識や予防のポイ
ントを学びます。
　d６月16日㈭、23日㈭、
７月７日㈭午前10時〜正
午。全３回l西体育館（拾
六町一丁目13-35）２階武道場t介護保険
サービスを利用していない区在住の65歳以
上で、全３回参加できる人c抽選で20人y無
料ei電話で区地域保健福祉課（a895-
7080 f891-9894）へ。５月16日㈪午前９
時半から５月31日㈫午後５時まで受け付け。
※申込時に問診あり。

運動から始める認知症予防教室

　「唐津街道と姪浜
宿」について、西区
まるごと博物館推
進会会員が解説し
ます。
　d６月25日㈯午
後２〜４時（１時半受付）l西市民センター視
聴覚室c抽選で35人y無料eiはがき、ファ
クスまたはメールにイベント名、住所、氏名

（ふりがな）、年齢、電話番号を書いて、６月10
日㈮必着で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 f885-0467 mshinko.
event24@city.fukuoka.lg.jp）
へ。区ホームページ（「西区歴史講
座申込」で検索）の申込フォーム
からも申し込み可。抽選結果は６
月16日㈭までに発送。

知ってとくする！西区歴史講座

納期限までに納めましょう。コンビニエンスストアでも納付できます。
（バーコード印刷がない納付書、金額が訂正された納付書は対象外） i区納税課 a895-7014 

f883-8565
軽自動車税（種別割）の納期限は
５月31日㈫です

市 税
ＮＥＷＳ

　d毎週火曜日午前９時〜10時（休館日・祝日
を除く）li西体育館 a882-5144 f882-
5244c先着で20人t65歳以上y200円e

電話で開催日前週の金曜日午前９時〜午後７
時に受け付け。

65歳からの健康教室西体育館

　d６月16日㈭午前10時半〜午後12時半
li同センター（今宿上ノ原217-２）c先着
で20人y500円e電話で同センター（a806-
3114 f806-3115）へ。ホームページから
も申し込み可。５月17日㈫から受け付け。

今宿の四季をたのしむ
〜第２回植物編〜

今宿野外活
動センター スマホは

こちらから

区の歴史を楽しく学びます

　市民団体やNPO法人の皆さん
が自ら企画し、自主的に取り組
む環境活動に対し、補助金を交
付します。
　対象は、３人以上で組織された団体が行う
▷地球温暖化対策▷ごみ減量・３R▷自然環
境保護▷環境美化▷環境教育・SDGsの普及
啓発ーのいずれかに関する来場見込み15人
以上のイベントです。対象経費の５分の４以
内（上限額10万円）を補助します。申請期限は
来年１月31日㈫です。詳細は、ホームページ

（「未来へつなげる環境活動支援事業」で検索）
で確認するか、問い合わせ先へ。
　i区生活環境課 a895-7054 f882-2137

未来へつなげる環境活動支援事業
（環境イベント支援コース）

エ
コ
ッ
パ

　感染拡大防止のため、催しが中止になる場
合があります。事前にお問い合わせ下さい。

　壱岐南エリアで実証
運行中のＡＩ（人工知
能）を活用したオンデマ
ンドバス「のるーと」の
運行期間を来年５月まで延長します。
　利用者が乗りたいときにス
マートフォンのアプリや電話
で予約できます。毎日午前８時
半から午後６時半まで運行し
ています。
　i▷配車の予約＝専用コールセンター 
a737-0566▷記事に関すること＝市交
通計画課 a711-4393 f733-5590

スマホは
こちらから

壱岐南「のるーと」を利用しませんか

　民生委員・児童委員は、地域から推薦さ
れ、厚生労働大臣の委嘱を受けたボラン
ティアです。区内では約300人が活動し、福
祉や子育てなどの支援を行っています。
　〔主な活動内容〕
　■住民の見守り活動
　１人暮らしの高齢者、障がいのある人へ
の声掛けや見守りなどを行います。
　■住民の相談役
　福祉、子育て、医療など、日常生活の悩み
や心配事に関する相談に応じます。
　■住民への情報提供
　福祉制度の内容や利用方法などの情報を
提供し、必要なサービスを受けられるよう行
政機関や福祉関係団体への橋渡しをします。
　　　　　◇　　　◇　　　◇
　このほか、地域・行政が行う事業への協力
や、地域独自の取り組みも行っています。現
在、新型コロナウイルス感染症予防のため、
訪問活動を控え、電話対応等を中心に活動
しています。
　i区地域保健福祉課 a895-7077 f 

891-9894

ご存じですか　民生委員・児童委員いきいきセンターふくおかに相談してみませんか？

名称 住所 担当小学校区 電話 ファクス
西 第 １ 姪の浜４丁目８-２（えき

マチ１丁目姪浜２階）
愛宕、愛宕浜、小呂、能古、
姪北 881-8011 881-8021

西 第 ２ 内浜１丁目３-31 内浜、玄界、福重、姪浜 885-8911 885-8913
西 第 ３ 拾六町５丁目16-12-102 城原、西陵 882-7080 882-7088
西 第 ４ 壱岐団地135-13 壱岐南、金武 892-2121 892-2122
西 第 ５ 今宿１丁目５-27 今宿、今津、北崎、玄洋 807-6811 807-6831

西第５（支所）大字宮浦1963-３ 805-2611 805-2612
西 第 ６ 石丸３丁目１-10 石丸、下山門 834-2280 834-2358
西 第 ７ 壱岐団地76-１ 壱岐、壱岐東 812-5711 812-5712
西 第 ８ 周船寺２丁目１-25 西都、周船寺、元岡 834-8547 834-8504

b月〜土曜日 午前９時〜午後５時（祝日・年末年始を除く）
区内の地域包括支援センター（いきいきセンターふくおか）

※電話のかけ間違いが発生しています。番号をよく確認の上、おかけください。

　地域包括支援センター（いきいきセンター
ふくおか）は、高齢者が住み慣れた地域で安心
して暮らすための相談窓口です。
　健康づくりや介護保険、高齢者の生活の困
り事などの相談に、保健師や社会福祉士、ケア
マネージャーらが応じ、解決に向けた支援を

行います。本人以外の家族や友人、知人、隣人
等からの相談も無料です。
　心配事や気になることがあったら、一人で
抱え込まず、気軽にご相談ください。
　i区地域保健福祉課 a895-7078 f891- 
9894

高齢者の
相談窓口



令和４（2022）年５月15日 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 
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場所 実施日 受付時間 i

石丸公民館 ５/18㈬ 13:30〜14:00

⑥

今宿公民館 ５/24㈫
姪浜公民館 ５/25㈬ 13:30〜14:15
壱岐公民館 ５/26㈭ 13:30〜14:00周船寺公民館 ５/27㈮
姪北公民館 ５/30㈪ ９:45〜10:30
城原公民館 13:30〜14:00
さいとぴあ ６/２㈭ 13:30〜14:15

下山門公民館 ６/３㈮ 13:30〜14:00
西陵公民館 ６/６㈪ ９:30〜10:15
玄洋公民館 ６/６㈪ 13:30〜14:00壱岐南公民館 ６/８㈬

j母子健康手帳母子巡回健康相談

c先着で15人y無料 ※託児あり（１歳〜
未就学児）。先着で10人、要予約。ei電話
で区子育て支援課（a895-7098 
f881-5874）へ。ホームページ

（「西区子育て教室」で検索）から
も申し込み可。５月16日㈪から
受け付け。

「 パパ向け講座「西区パパニティ」 
　「産後の夫婦コミュニケーション」や育児
について、WEB会議サービスZoomで受講
できる講座です。
　d６月25日㈯午前10時〜11時半t妻

（パートナー）が妊娠中または生後６か月ま
での子どもがいる市在住の父親c先着で
50人y無料eホームページ（「西
区パパニティ」で検索）で詳細を
確認し、申込フォームから申し込
み。５月16日㈪から受け付け。i

区地域保健福祉課a895-7080 f891-
9894

「 ほやほやママの子育て教室
　初めて母親になった人のための教室です。
　d６月27日㈪午前10時〜11時半l区保
健福祉センター（保健所）講堂t今年３〜４
月生まれの第１子とその母親c抽選で18
組y無料ei６月17日㈮午後５
時までに電話で区地域保健福祉
課（a895-7080 f891-9894）
へ。ホームページ（「西区ほやほや
ママ」で検索）からも申し込み可。

WEB

「 子育てサロン 「のびのび」
　子どもたちの遊ぶ様子を見守りながら、
気軽に相談ができます。
　d６月10日㈮午前10時〜11時半l区保
健福祉センター（保健所）講堂t発達が気に
なるか、発達障がいのある就学前の子とそ
の保護者c抽選で20人y無料ei５月31
日㈫までに電話で区地域保健福祉
課（a895-7080 f891-9894）
へ。ホームページ（「西区のびの
び」で検索）からも申し込み可。

「 きらきら広場
　育児相談や家庭での遊びを紹介します。
　d６月10日㈮午後２時20分〜、午後３
時10分〜 ※各回40分l西部療育センター

（内浜一丁目5-54）t区内に住む０〜２歳児
とその保護者c先着で各回１組y無料ei

電話で同センター（a883-7161 f883-
7163）へ。５月16日㈪から受け付け。

「 子育て教室
　「自分を好きになる自分育て・子育て」を
テーマに、子どもと楽しく関わる方法を学
びます。
　d６月23日㈭午前10時〜正午l西市民
センター（内浜一丁目）第１会議室t区内に
住む３歳〜小学校低学年の子どもの保護者

子育て
情報

パパ・ママ
向け講座

　dl下表の通りei下表の
予約期間に市マイナンバー
カード出張サポート受付セン
ター（a260-3590 f272-
2312）へ。毎日午前９時〜午後
６時受け付け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
いる人のみ）
公民館 実施日 時間 予約期間
周船寺 ６/１㈬ 13:30〜16:30 ５/13〜27
姪北 ６/２㈭ ５/16〜30
元岡 ６/５㈰ 13:30〜16:30 ５/19〜６/２西都 ６/７㈫ 9:30〜12:30
北崎 ６/８㈬ 13:30〜16:30 ５/20〜６/３

壱岐南 ６/10㈮ ９:30〜12:30 ５/24〜６/７
金武 ６/11㈯ 11:00〜16:00 ５/25〜６/８下山門
西陵 ６/12㈰ 13:30〜16:30 ５/26〜６/９今津 ６/14㈫
玄洋 ６/15㈬

９:30〜12:30
５/27〜６/10

石丸 ６/29㈬ ６/10〜24
内浜 ７/５㈫ ６/16〜30
西陵 ７/６㈬ 13:30〜16:30 ６/17〜７/１
愛宕 ７/12㈫ 9:30〜16:30 ６/23〜７/７
能古 ７/14㈭ 13:30〜16:30 ６/27〜７/11
福重 ７/17㈰ 11:00〜16:00 ６/30〜７/14
玄界 ７/19㈫ 13:30〜16:30 ６/29〜７/13

下山門 ７/28㈭ 9:30〜16:30 ７/11〜25
今宿 ７/29㈮ 13:30〜16:30 ７/12〜26

公民館でマイナンバーカード
の申請ができます

スマホはこちら

スマホはこちら

スマホはこちら

スマホはこちら

マイナちゃん

保健
だより

【問い合わせ・申し込み先】
①集団健診予約センター a0120-985-902 f0120-931-869（受付は平日9:00〜17:00）
②健康・感染症対策係 a895-7073　③母子保健係 a895-7055　④精神保健福祉係 a895-7074
⑤企画管理係 a895-7071　⑥地域保健福祉課 a895-7080 f891-9894（②〜⑥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。

健（検）診等

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

16㈪ 20㈪ b9:00〜11:00 －

匿名検査（心配な出来事から３カ月
たってから受診してください）。

②

梅毒検査 匿名で検査可。

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査 t20歳以上で過去に受検したこと
がない市民。

栄養相談 23㈪ ６㈪
20㈪

b13:00〜
b14:00〜

要

管理栄養士・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 23㈪ 27㈪ g10:30〜11:20
g13:30〜14:20

離乳食の進め方を紹介。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。

マタニティ個別相談 23㈪ ６㈪
20㈪

b①13:30〜
b②14:30〜

t妊婦とその家族c各回２組。30
分程度j母子健康手帳、筆記用具 ③

心の健康相談 － ８㈬ 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。 ④18㈬ 15㈬ g14:00〜16:00

精神保健家族講座 － ７㈫ g13:30〜15:30 統合失調症の理解〜症状や治療に
ついて〜

実施日
５月 ６月

場所 実施日 受付時間 i

石丸公民館 ５/27㈮ ９:30〜11:30

⑤
姪北公民館 ６/７㈫

マックスバリュ周船寺西店 ６/７㈫ 13:30〜16:00
JA福岡市北崎支店 ６/15㈬ ９:30〜11:30
マルショク今宿店 13:30〜16:00

※予約不要校区献血

内　容 受付時間 予
約対象・料金・その他（令和５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 24㈮ ５㈫ 9:30〜12:00

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）

★９㈭
30㈭

★６㈬
20㈬ 8:30〜10:30

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

※70歳以上と市県民税非課税世帯の人などは健（検）診等の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・日曜、祝休日を除く10日前までに①、または「けんしんナビ」で予約を。
※★６月９日・７月６日は無料託児付き健診（生後６カ月〜未就学児）。健診予約後、②へ申し込みを（先着順）。

実施日
６月 ７月

健診の詳細、予
約はこちらから


