
令和４（2022）年５月15日

さわら
男 104,089 人　女 117,694 人

102,397世帯（前月比334世帯増）（令和４年４月１日現在推計）
221,783人（前月比230人減） ●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

☎

☎

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

区ホームページ

16

センダンの花（室見川河畔）

　漫画「サザエさん」発案の地・百道浜から
賑わう商店街まで、当時の街並みやエピソー
ドを紹介しながら、市観光案内ボランティア
ガイドが案内します。
d５月22日㈰　午前10時〜午後０時半
l市総合図書館前　
i福岡観光コンベンションビューロー
　a733-5050 f733-5055
c先着16人
y中学生以上1,000円　小学生以下300円
　小学生以下は保護者同伴。
e５月16日㈪午前10時から、メール（event- 
bora@welcome-fukuoka.or.jp）または
ファクスに、参加者全員の氏名（ふりがな）、
年齢（学年）、性別、代表者の電話番号、郵
便番号、住所、メールアドレスまたはファク
ス番号を記入し申し込みを。

福岡・博多“深”発見まち歩き
「サザエさんぽまち歩き」

　親・子・孫の３世代で暮らすサザエさん一家。
家族の形態の変遷や家族の問題など、家族の
ことを考えるきっかけになる本を集めて展示
します。郷土・特別資料室にはサザエさんに
関連する本を通年で展示しています。
d企画展示は５月29日㈰まで　※月曜は休館
　午前10時〜午後８時（日曜・祝休日は午
後７時まで）
li市総合図書館 a852-0600 f852-0609

市総合図書館企画展示「家族」②

　「サザエさん通り」の命名を
記念し、３日間限定でサザエ
さんの顔のイルミネーション
が点灯します。
d５月25日㈬〜27日㈮
　午後７時半〜11時
li福岡タワー
　a823-0234 f822-4656

サザエさんイルミネーション①

■区役所
　旧早良郡西新町が福岡市に編入されて今年
で100年。これを記念し、地域が主体となっ
て実施する「西新町100年記念事業」協賛金
の返礼品として、サザエさんの
博多人形が制作されました。地
域の人に親しんでもらおうと、
同事業実行委員会から区に寄贈
されました。この他、銅像（上
地図③④写真）制作時に作られ
た模型を展示しています。

　サザエさん通り以外にも、区役所や商店
街でサザエさんに出会えます。お立ち寄り
の際は、探してみてください。
i区企画課 a833-4306 f846-2864

■商店街
　サザエさん通りの南側、５つの商店街（オ
レンジ通り、西新中央、中西、高取、藤崎通
り）をつなぐ通りが、通称「サザエさん商店
街通り」です。その中の１つ、西新中央商店
街では、「祝　西新100年記念」という文字と
ともに、磯野広場の
銅像のモチーフにも
なったイラストが描
かれた連続旗が掲げ
られています＝写真。

５月31日㈫は軽自動車税（種別割）の納期限です。LINE Pay・PayPay・auPAY・ｄ払い・Ｊ-Coin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納付ができます。便利な口座振替もご利用ください。 i区納税課 a833-4317 f841-2185

サザエさん
博多人形

サザエさん
ここにも

　サザエさん発案の地である磯野広場
に、サザエさん、カツオくん、ワカメちゃ
んのシルエットが色鮮やかなベンチを設
置しました。サザエさん通りの散策の休
憩にもご利用ください。
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磯野広場のベンチ
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樋
　
井
　
川通り沿いには案内のサイ

ンと、サザエさんなどの
シルエット像が設置され
ています

　銅像「サザエさん、カツオ
くん、ワカメちゃん」やサザ
エさん発案の地の記念碑があ
ります

銅像「町子先生とサザエ
さん」。長谷川町子さんが
モデルとなった銅像は全
国で初めて制作されました

　脇山口交差点からシーサイドももち海浜公
園までの約1.6㌔が「サザエさん通り」です

（下地図）。現在の西新三丁目に住んでいた漫
画「サザエさん」の作者・長谷川町子さんが、
百道の海岸を散歩しながら登場人物を発案し
たことから、平成24年５月に名付けられました。
　これを記念し、毎年５月27日を含む１週

間を「サザエさん通りウィーク」として、さ
まざまなイベントが開催されます。
　通り沿いには、記念碑やサザエさんをモ
チーフにした銅像、案内のサインなどが設置
されています。さまざまな表情のサザエさん
を探しながら散策しませんか。
i区企画課 a833-4306 f846-2864

今年は５月21日㈯～27日㈮！

©長谷川町子
　美術館

③

③

④

①

②

百道小学校



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４（2022）年５月 15日

　田植えや稲刈りな
ど、１年を通して家族
で農業体験ができま
す。詳しくは、ホーム
ページ（「脇山あぐり
倶楽部」で検索）で確認の上、５月31日㈫
までに申し込みを。
i子どもグリーンツーリズムinわきやま　
実行委員会事務局・馬場 a090-3017-1981
t市内に住む小学生と保護者　c10組40人

子どもグリーンツーリズムinわきやま
１家族 各項目1,000円

　東西の人気噺家（はなしか）
が笑いの花を咲かせます。第
２回は大阪から桂春蝶さん

（右写真）が登場します。創
作落語をお楽しみください。
d５月22日㈰ 午後２時
liともてらす早良 
　a812-3312 f400-0086
c先着300人
y一般3,000円、65歳以上・障がい者2,700
円（65歳以上、障がい者割引はともてらす
早良の窓口販売のみ）、高校生以下1,500円
e来館し直接申し込むか、各種販売サイトで
申し込みを。詳しくはお問い合わせください。

第２回ともてらす寄席
「桂春蝶落語会」

　市早良南地域交流セン
ター「ともてらす早良」
の多目的ホール（右写真）
の利用方法などを学んだ
り、普段は見ることができない部屋を見学し
たりします。
d５月28日㈯ 午後２時〜４時
liともてらす早良 
　a812-3312 f400-0086
c先着20人　y無料　
e同センターの館内に設置している申込用紙
を窓口に提出するか、電話かメールで申し込
みを。詳しくはお問い合わせください。

ともてらす早良
バックステージツアー

　ヒップホップ系のダンスに必要な技術を楽
しみながら習得します。
d７月１日〜７月29日の毎週金曜日、全５
回、午後５時〜６時半
li早良市民プール
　a841-1080 f846-6528
t小学生　
c抽選12人　
y3,800円
e往復はがき（〒814-0004 曙一丁目３
-15）に教室名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を書いて６月19日㈰必着で
同プールへ。

ジュニアヒップホップダンス
体験教室

　勇気と友情、思いやりの大切さを分かりや
すく描いた心温まるミュージカルです。
d６月12日㈰
　【午前の部】午前11時〜正午
　【午後の部】午後２時〜３時
li早良市民センター
　a831-2321 f831-2355
c先着各500人　
y無料
e電話または窓口で直接申し込むか、ファク
ス、メール（sawaracivic@hotmail.co.jp）
に代表者氏名、住所、電話番号、人数、午前
の部・午後の部を書いて６月11日㈯までに
同センターへ。

親子で楽しむミュージカル
「ピノキオ」
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保健福祉センターだより
③健康課健康・感染症対策係	☎851-6012	 f822-5733
④健康課母子保健係	 ☎851-6622	 f822-5733
⑤健康課精神保健福祉係	☎851-6015	 f822-5733

【問い合わせ先・申込先】
①集団健診予約センター	 ☎0120-985-902	 f0120-931-869
②エイズ相談専用電話	 ☎846-8391	 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 b＝受付時間

g＝実施時間
予
約

対象者・料金・その他 
【料金の記載がないものは無料】

e
i５月 ６月

検
査

よかドック
（特定健診）

受け付け
終了

・７㈫
予約締切
５/24㈫

・14㈫
予約締切
５/31㈫

・23㈭ ★
予約締切
６/９㈭

b8:30〜10:30

下記コードから
予約を。 要

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

①
※

が
ん
検
診

胃がん t40歳〜69歳　y600円
子宮頸（けい）がん t20歳以上　y400円
乳がん ty40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

喀痰（かくたん）細胞診検
査は、50歳以上でハイリス
クと判定された人が受診可　
y700円結核・肺がん t65歳以上

胃がんリスク検査 t35歳・40歳　y1,000円

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

エイズ・クラミジア・
梅毒検査 18㈬ １㈬、15㈬

b9:00〜11:00 －
匿名での検査 ②

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 18㈬ 15㈬ t20歳以上（肝炎検査を受けたことがな
い人）

③

教
室
・
相
談

栄養相談 30㈪ 13㈪、27㈪ g10:00〜14:45

要

生活習慣病予防や離乳食などに関する栄養
相談

離乳食教室 16㈪ 20㈪ g13:30〜14:30 t４〜８カ月児の保護者（４ヵ月健診後）

妊婦個別相談 30㈪ ６㈪、27㈪ g10:00〜14:30 c各回４組　j母子健康手帳　
▷６月分は、５/18㈬ 9:30から予約開始

④
母子健康手帳交付 平日 g9:00〜17:00 －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

心の健康相談
－ ２㈭ g9:30〜11:30

要専門医が相談に応じます ⑤
16㈪ 20㈪ g13:30〜15:30

▷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３年４月以降の受診者は受診できません）。
▷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。
★６/23㈭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。

母子巡回健康相談

場所 実施日 受付時間

大原公民館 ６/９㈭
13:30〜14:00

飯原公民館 ６/10㈮

i区地域保健福祉課
　a833-4363 f833-4349
t妊婦および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

　新型コロナウイルス感染症の影響
により、日程が変更となる場合があ
ります。各問い合わせ先・申込先へ
お問い合わせください。

校区献血

場所 実施日 受付時間

レガネット飯倉店 ５/30㈪ 10:00〜12:30
13:30〜16:00

有田公民館 ６/10㈮ 10:00〜15:00

i区健康課 a851-6659 f822-5733

区の魅力を発信
よかとこ情報探検隊
　「よかとこ情報探検隊」は、区内の名
所や行事などを市民の視点で取材するボ
ランティアです。隊員が取材した記事や
写真は、区ホームページ（「よ
かとこ情報探検隊」で検索する
か、スマホは右コードから）や
区フェイスブック「早良区情報玉手箱」
で見ることができます。また、隊員が撮
影した四季折々の風景写真は本紙16面
右上でも紹介しています。

i区企画課 a833-4307 f846-2864
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