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小倉南区人口 21万1320人、世帯数8万9469世帯（平成29年7月1日現在）

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26日㈯
14～21時30分、大泉寺・呼野公園で。

（雨天時は花火大会だけ27日㈰）♥
東谷出張所☎451・0001へ。

献血にご協力を!
　 ▼ハローデイ貫店＝8月28日㈪10
～12時 ▼ 曽根出張所＝8月28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256へ。

小倉南区文化祭「小倉南美術 
協会展」の作品を募集

　作品は9月24日㈰～10月1日㈰、小
倉南生涯学習センターで展示します。
対象は日本画・洋画・書・写真・工芸。
出品料1品2000円。申し込み・搬入は

9月23日㈷10～12時。出品規程や申
込書は小倉南区役所コミュニティ支
援課、区内各市民センターで配布中。
♥小倉南区役所コミュニティ支援課
☎951・4111内線642へ。

講座・教室
健康教室　国立病院機構小倉医療セ
ンター産婦人科医師・元島成信さん
による講義「生理痛について」。8月24
日㈭11～12時、同センター（春ケ丘、
☎921・8881）で。
敬老の日のびのび教室　指体操やお
手玉遊び。9月9日㈯10時30分～12時、
小倉南体育館（日の出町二丁目）で。
対象は65歳以上。先着15人。＃8月17
日から同館☎963・2675へ。
尿もれ予防講座　泌尿器科医師等
による尿失禁に関する講義や尿もれ
予防体操など。9月16日㈯13時30分
～15時、若園市民センター（若園四
丁目）で。対象は40歳以上。定員30人。
個別相談あり。＃はがき（1人だけ）に
基本事項と個別相談希望の有無を
書いて9月6日までに認知症支援・介

護予防センター（〒802-8560小倉北
区馬借一丁目7-1、総合保健福祉セン 

ター5階、☎522・8765）へ。

地域交流センターの講座
❶北方（〒802-0841小倉南区北方
三丁目31-1、☎931・6594）のエク
セル実践　9月15日～10月17日の毎
週火・金曜日（全10回）19～21時。対
象は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。
❷蜷田（〒802-0822小倉南区横代
東町二丁目1-1、☎961・0964）　 ▼

手編み物＝かぎ棒や棒針を使って毛

糸を編みます。10月2日～12月18日
のおおむね毎週月曜日（全10回）10
～12時。対象は18歳以上。定員15人。
材料費7500円　 ▼※ワードで年賀状
作成＝10月3～24日のおおむね毎週
火・金曜日（全6回）10～12時。対象は
ワードの基本操作ができる人。定員
10人。資料代700円。
❸徳力（〒802-0974小倉南区徳力六
丁目3-1、☎961・0175）　 ▼ 建築基
礎知識＝9月14日～11月16日の毎週木
曜日（全10回）19～21時。定員18人。資
料代1000円　 ▼ ヨガ＝9月22日～12
月22日のおおむね毎週金曜日（全12
回）13時30分～15時。定員12人。❸の
♦対象は18歳以上（高校生は除く）。
　♦＃往復はがき（1人だけ）に基
本事項を書いて❶と❷の※は8月31
日、❸は9月5日、❷は9月7日までに各
センターへ。

初級者テニス教室
　 ▼ 火曜教室＝10月3日～12月5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4日～11月22
日の毎週水曜日19～21時　 ▼ 土曜
教室（初心者向け）＝10月7日～12月9
日の毎週土曜日12～14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。

 小倉南区役所総務企画課 ☎951・4111（代表）　　951・5553　編集

●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11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）

平成29年
2017158 /

 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 

北九州市人口 95万1790人（男44万8399人/女50万3391人）、世帯数42万8984世帯

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） 無料 −

▲

8月23日㈬13時30分〜15時
　　　　　　　　　　　=小倉南生涯学習センター▲

8月23日㈬13時30分〜15時=徳力市民センター▲

8月27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 無料 −

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
無料

※痰の検査は
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27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円注1）
40歳以上900円注1）

先着 
45人

9月24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9月26日㈫ 9〜10時30分 長行市民センター

元気で長生き食卓相談 
（介護・生活習慣病予防の

食生活に関する相談）
65歳以上 無料 先着 

12人 9月13日㈬ 10〜15時 小倉南生涯学習センター 8月17日
から❷へ

離乳食教室（前期） 
（離乳食の話と試食）

0歳3〜7カ月頃の
乳児の保護者

（母子健康手帳が必要）
無料 − 9月12日㈫ 13時30分〜 

14時30分 小倉南生涯学習センター ❷（＃は
不要）

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。

【まつりみなみ】　総踊りは
区民のパワーの結晶です。

まつりみなみ 8月19日㈯（荒天時は20日㈰）、志井公園で。
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　いずれも20～22時、ファミリーマート小倉企救丘駅前店
前交差点付近から上下線それぞれ片道一車線になります。 ▼徳力葛原線（志
井公園入口交差点まで）　 ▼山手企救丘1号線（上石田トンネル付近まで）。
　♦♥小倉南区役所コミュニティ支援課☎951・4111内線266へ。


