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小倉南区人口 21万2170人、世帯数8万8777世帯（平成28年7月1日現在。この数値は、国勢調査の速報値に基づき、人口・世帯数を推計したものです）

お糸まつり
　お糸池での水神祭に始まり、お糸
供養踊りや花火大会など。8月27日㈯
14～21時30分、大泉寺・呼野公園で。
（雨天時は花火大会だけ28日㈰）♥
東谷出張所☎451・0001へ。

献血にご協力を!
　 ▼曽根出張所＝8月
29日㈪14～16時　 ▼

小倉南生涯学習セン 
ター（小倉南区役所横）
＝8月31日 ㈬10～12
時と13～16時。♦対象は男性17～
69歳と女性18～69歳（65歳以上は60
～64歳に献血経験があること）。献血
カードか本人確認できるものが必要。
♥小倉南区役所コミュニティ支援課
☎951・4111内線462へ。

障害（児）者 
ふれあいバスハイク
　山口県宇部市・ときわ動物園な
ど。10月15日㈯8時、小倉南区役所
に集合。17時、同所で解散。対象は障
害（児）者と家族。先着50人。参加費
2000円（小学生以下は1000円）。ボラ
ンティアが同行。＃8月17日から小倉
南区社会福祉協議会☎951・5388へ。

気象教室
　藤田哲也博士記念会事務局長・橋
本昭雄さんと気象庁気象研究所室
長・楠研一さんによる講演「竜巻研究
の歴史と最前線」。8月27日㈯14～16
時30分、九州工業大学戸畑キャンパス
（戸畑区仙水町）で。♥日本気象学会
九州支部事務局☎〈092〉725・3614
へ。＊小倉南区役所総務企画課☎
951・4111内線276。

地域交流センターの講座
❶徳力（〒802-0974徳力六丁目3-1、
☎961・0175）　 ▼ヨガ＝9月9日～11
月25日の毎週金曜日（全12回）13時30
分～15時。定員12人。参加費無料

▼知って役立つむくみ取り～顔・手＝
9月16日㈮・23日㈮（全2回）の18時30
分～20時。定員10人。資料代1200円

▼CSワード3級検定＝9月20日～11月
22日の毎週火・金曜日（全19回）10～
12時。定員10人。検定料など7700円。
検定は11月25日㈮　 ▼パン作り＝10
月6日～来年3月16日のおおむね毎
月1・3木曜日（全10回）10～13時30分。
定員10人。材料費5000円。❶の♦
対象は18歳以上（高校生は除く）。
❷ 北 方（〒802-0841北 方 三 丁 目

31-1、☎931・6594）のエクセル実
践　9月23日～10月25日の毎週火・
金曜日（全10回）19～21時。対象はマ
ウス・キーボード操作とエクセルソフ
トでの文字入力ができる人。定員10
人。資料代1404円。
❸山田（〒803-0861小倉北区篠崎
五丁目9-1、☎581・4159）の職人が
教える和菓子づくり入門　10月1日
～12月17日の第１・３土曜日（全6回）
10～12時。対象は18歳以上。定員12
人。材料費3600円。
❹蜷田（〒802-0822横代東町二丁
目1-1、☎961・0964）のペン習字
10月6日～12月22日のおおむね毎週
木曜日（全10回）13～15時。対象は18
歳以上。定員20人。資料代3000円。
　♦＃往復はがき（1人だけ）に基本
事項を書いて❷❸は8月31日、❹は9月

2日、❶は9月3日までに各センターへ。

初級者テニス教室
　 ▼土曜教室（初心者向け）＝10月1
日～12月3日の毎週土曜日12～14時

▼ 火曜教室＝10月4日～12月6日の
毎週火曜日。午前の部（10～12時）と
午後の部（13～15時）あり　 ▼※水曜
ナイター教室＝10月5日～11月23日
の毎週水曜日19～21時。♦全10回
（※は全8回）。文化記念庭球場で。対
象は18歳以上（学生は除く）。定員各
教室各部30人。受講料7500円（※は
6000円）。＃往復はがき（1人だけ）に
基本事項と経験の有無を書いて9月
1日までに同庭球場（〒800-0225小倉
南区田原五丁目1、☎472・4693）へ。

食生活改善推進員養成教室
　9月15日～来年3月2日のおおむね
木曜日（全8回）9時30分～13時、小
倉南生涯学習センターで。対象は教
室修了後、地域の食生活改善のボラ
ンティア活動に参加できる人。先着
30人。資料代1728円。＃8月17日か
ら小倉南区役所保健福祉課☎951・
4111内線457へ。

社会生活基本調査に 
ご協力を
　総務省と福岡県は、5年に1回、国民
の生活時間の配分や自由時間におけ
る主な活動について調査しています。
8月下旬に県知事が任命した調査員
が無作為に選定した世帯を訪問しま
す。調査結果は、国や地方公共団体の
政策の基礎資料として活用します。♥
福岡県企画・地域振興部調査統計課
☎〈092〉643・3188へ。
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●時間は24時間表記。
●料金について記載のない催しは
　入場無料（参加無料）。
●はがき・往復はがき・電子申請の
　応募方法は6ページを参照。
＃＝申し込み　♥＝問い合わせ
♦＝共通の内容　＊＝市の担当課
£＝ネット窓口（電子申請）

 申し込み・問い合わせ先 小倉南区役所 ☎951・4111（代表） ❶内線458 ❷内線457 

種　類 対　象 料　金 定員 実 施 日 時　間 会　場 ＃・♥
特定健診注2） 40〜74歳

（国民健康保険加入者） − − ▲

8月18日㈭13時30分〜15時=沼区公民館▲

8月24日㈬13時30分〜15時
　　　　　　　　　　　=小倉南生涯学習センター▲

8月24日㈬13時30分〜15時=徳力市民センター▲

8月28日㈰9〜10時30分
　　　　　　　　　　　=小倉南生涯学習センター

❶（＃は
不要）

若者健診 18〜39歳 1000円注1） −
肝炎ウイルス検査 過去未検査者 − −

大腸がん検診 40歳以上 500円注1） −

結核・肺がん検診 40歳以上 喀
かくたん

痰検査希望者は
900円注1）

−

前立腺がん検診 50歳以上の男性 1000円注1） −
骨粗しょう症検診 18歳以上 1000円注1） − 8月28日㈰ 9〜10時30分 小倉南生涯学習センター

胃がん検診 35歳以上
35〜39歳1000円

40歳以上
900円注1）

先着 
45人 9月26日㈪ 9〜10時30分 小倉南生涯学習センター 8月17日

から❶へ

食生活に関する相談 
（介護・生活習慣病予防の

食生活に関する相談）
− − 先着 

12人 9月14日㈬ 10〜15時 小倉南生涯学習センター 8月17日
から❷へ

注１）非課税世帯の人や70歳以上の人などを対象にした無料制度があります。詳細は❶に♥を。
注２）「特定健診受診券」、「国民健康保険証」が必要。後期高齢者医療被保険者証をお持ちの人は福岡県後期高齢者医療広域
連合☎092651・3111に♥を。
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●時間は24時間表記。
●料金について記載のない催しは
　入場無料（参加無料）。
●はがき・往復はがき・電子申請の
　応募方法は6ページを参照。
＃＝申し込み　♥＝問い合わせ
♦＝共通の内容　＊＝市の担当課
£＝ネット窓口（電子申請）

【まつりみなみ】　 総踊りは
区民のパワーの結晶です。
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まつりみなみ 8月20日㈯（荒天時は21日㈰）、志井公園周辺で。
西鉄臨時バス（有料） 
の運行　片道料金は 
190円～260円。帰り
のバスもあり。

ト下曽根駅南口 バイパス津田 長野緑地 志
井
公
園
前

16 00  30 04  34 10  40
17 00  20  40 04  24  44 10  30  50
18 00  20  40 04  24  44 10  30  50
19 00  20  40 04  24  44 10  30  50

→ 　　　　　  →  　　　　  →

交通規制について　20～22時、ファミリーマート小倉企救丘駅前店付近
～志井公園入口交差点間は片道1車線の通行規制を行います。
　♦♥小倉南区役所コミュニティ支援課☎951・4111内線266へ。


