八幡西区人口 25万5897人、
世帯数11万0704世帯（平成26年4月1日現在）

5/15

●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）
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平成26年

所（コムシティ4階）で。定員5人。＃電

に行政相談委員が応じます。5月22日
㈭10～15時、八幡西区役所（黒崎駅西

安心相談センター

（交通事故相談）☎

側、コムシティ4階）で。♥同区役所総
弁護士と人権擁護委

員が応じます。6月4日㈬13時30分～

16時30分、八幡西区役所（コムシティ
ら同区役所総務企画課広報広聴係☎
642・0039へ。

交通事故相談

示談や損害賠償な

どの相談に交通事故相談員が応じま
す。5月27日㈫10～16時、八幡西区役

♦全3回。10～12時、木屋瀬地域交

生活上の悩みなどの

相談に相談員が応じます。毎週水曜日
西区役所（コムシティ6階）で。♥八幡

西区社会福祉協議会☎642・5035へ。

流センターで。定員各コース15人。材

料費1500円。＃往復はがき（1人だけ）

に基本事項を書いて

日㈭13時30分～16時30分。先着6人。

8-35、
☎617・7980）
へ。

弁 護 士 が 応じます。5月22

リズムダンスなど。6月7日㈯・14日

㈯・21日㈯の10～11時30分、八幡東

体育館（八幡東区中央三丁目）で。対
象は3歳以上の未就学児と保護者。定
員各日20組。＃5月30日までに同体
育館☎662・9000へ。

あんずの会押し花絵展
押し花絵約 100 点。5 月 18 日㈰～

6月5日までに同セン
タ ー（〒807-1262八

律相談

7月

コース＝7月3日㈭・10日㈭・24日㈭。

木屋瀬地域交流センターの人権法

22 日㈭の 10 ～16 時
（18 日は 12 時か

幡 西 区 野 面 一 丁目

ら）
、八幡市民会館
（八幡東区尾倉二
丁目、
☎ 671・6061）
で。

＃電話で21日9時から同センター☎
617・7980へ。

長崎街道黒崎宿 東構口まつり 黒

折尾まつり 「アジアの音楽と

った田町の歴史を学びます。長崎街

豊かなイベントを開催。5月31日

道のパネル展示、折尾神楽や地域劇

㈯14時30分 ～21時30分 と6月

団による踊りなど。5月18日㈰10～

1日㈰10～17時30分、折尾西公

16時、ちびっ子広場（田町二丁目）で。

園、折尾駅北口周辺などで。小

小雨決行。♥黒崎第九区自治区会☎

雨決行。♥折尾まつり実行委員

踊り」
「国際屋台村」など国際色

会☎691・1462へ。

ギラヴァンツ体感シリーズ

八幡西区民感謝デー

サッカー J2公式戦
「対 ロアッソ熊本」
に無料招待します。
6月7日㈯17時から、本城陸上競技場（御開四丁目）で。招
待席種はバックスタンドＢかＣ席。＃試合当日に八幡西区
民
（在住・在勤・在学も含む）
であることを証明できるもの
（免許証・保険証・社員証・学生証など）を持って、
チケッ
ト引換所へどうぞ。♥市民文化スポーツ局スポーツ振興
課☎582・2395へ。

健康だより

八幡西区役所 ☎642・1441
6 月の検診日
若者健診

対象は 18 ～39 歳。受診

料 1000 円。

結核・肺がん検診

対象は 40 歳以上。

前立腺がん検診

対象は 50 歳以上

かくたん

ー撥川ネットワーク☎642・1001へ。

折尾西市民センター＝12 日㈭
上津役市民センター＝18 日㈬
竹末市民センター＝19 日㈭
八児市民センター＝25 日㈬

70 歳以上の人などを対象にした無

料の制度があります。年齢の分かる

ものが必要。♥健康相談コーナー☎

の男性。受診料 1000 円。

胃がん検診

診料 500 円。

対象は 40 歳以上。受

肝炎ウイルス検査

対象は過去に検

査したことがない人。

骨粗しょう症検診
（11・25 日だけ）

対象は 18 歳以上。受診料 1000 円。
特定健診

対象は来年 3 月 31 日まで

香月・黒川ほたる祭り 5000匹以上のホタルが飛び交います。車両の通

に40 ～74 歳になる国民健康保険加

石園橋付近）
で。小雨決行。♥香月・黒川ほたる館☎618・2727へ。

診券が必要。

行規制あり。5月31日㈯、6月1日㈰の19～21時30分、黒川一帯（石坂橋～

八枝市民センター＝11 日㈬

内線 445 へ。

八児市民センター＝6 月 6 日㈮

的場池体育館＝6 月 20 日㈮。♦

▲

１５～２１時、曲里の松並木公園（岸の浦二丁目）で。荒天中止。♥ラブリバ

赤坂市民センター＝5 日㈭

▲

奏などのステージなど。お楽しみ抽選会やバザーなどもあり。5月31日㈯

▲

喀痰検査だけ 900 円。

大腸がん検診
撥川ほたる祭り 笹舟大会や小学生によるホタルの育成報告や、歌や演

くまモンがやってくるよ。
ギラヴァンツ北九州
クラブマスコット「ギラン」

♦＊八幡西区役所総務企画課
企画係☎642・1441内線261。

〈090〉6636・0385へ。

かごバッグを作ります。 6月コース

心配ごと相談

お祭りいろいろ

崎宿の東の出入り口「東構口」があ

荷造り用のクラフトテープを使って

＝6月12日㈭・19日㈭・26日㈭

（祝・休日は除く）の13～16時、八幡

6階）で。先着45組。＃3日8時30分か

親子体操教室

582・2511へ。事 前

に予約が必要。

務企画課広報広聴係☎642・0039へ。

クラフトテープで作る
かごバッグ

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

行政相談 国や県などの苦情や要望

話 で26日9～15時30分までに安 全・

621-0862

▼

無料相談

法律人権相談

八幡西区役所総務企画課 ☎642-1441（代表）

▼

編集

入者。国民健康保険証と特定健診受
♦ 13 時 30 分～15 時。

い ず れも 9 ～10 時 40 分。対 象 は 35

歳以上
（妊婦は除く）
。先着各日 45 人。
受診料 1000 円
（40 ～69 歳 900 円、
70

歳以上の人などを対象にした無料の
制度あり。事前に
♥を）
。＃ 5 月 21

日から健 康 相 談

コーナー☎内線
445 へ。
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