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2月

八幡東区人口 6万9225人、世帯数3万1904世帯（平成27年1月1日現在）

編 集 八幡東区役所総務企画課 ☎671・0801（代表）　  681・0314

暮らし
やすいまち

●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）

2月の無料相談
❶法律人権相談　弁護士や人権擁護
委員が応じます。10日㈫13時30分
～16時。先着24組。＃9日㈪8時30
分から♥先へ。
❷行政相談　行政相談委員が応じま
す。5日㈭・19日㈭の10～15時。
❸交通事故相談　交通事故相談員が
応じます。16日㈪10～16時。＃電
話で13日（9～15時30分）までに安
全・安心相談センター（交通事故相談）
☎582・2511へ。事前に予約が必要。
❹心配ごと相談　民生委員が応じま
す。毎週火曜日の13～16時（電話相
談の場合は、フリーダイヤル 0120・
947447へ）。24日㈫は、行政相談も
併せて行います。
❺高齢者・障害者あんしん法律相談
弁護士が応じます。19日㈭13～17
時。対象はおおむね65歳以上の要援
護高齢者や家族など。＃16日までに
♥先へ。
❻こころの健康相談・アルコール相談
精神科医や酒害相談員が応じます。
10日㈫13時30分～15時。＃6日ま
でに♥先へ。

❼高齢者等住宅相談　福祉・建築関
係の専門家が応じます。随時。事前の
＃が必要。
　❶～❼の♦八幡東区役所（❹は、
八幡東区社会福祉センター・区役所
南側）で。♥❶❷は八幡東区役所総務
企画課☎661・0039、❹は八幡東区社
会福祉協議会☎681・6601、❺～❼は
八幡東区役所「高齢者・障害者相談コ
ーナー」☎671・4800へ。

子育て女性就職支援センター 
の出張相談

　2月10日㈫・※24日㈫の10～15時、
子どもの館（黒崎駅西側、コムシティ
7階）で。対象は女性の求職者。定員
各日4人。＃6日（※は20日）までに福
岡県子育て女性就職支援センター☎
571・6440へ。

親子体操教室 
「コアラくらぶ」

　リズムダンスや運動遊びを親子で
体験します。2月23日㈪10時30分～11
時30分、レインボープラザで。対象は1
～3歳児と保護者。先着20組。受講料1
組300円。飲み物（水分補給）とタオル
が必要。＃2月3日から。詳細は北九州
市福祉事業団☎682・0001へ。

九州朝鮮中高級学校 
美術部展

　約30点。2月17 
日㈫～22日㈰の10 
～18時（22日 は17
時まで）、旧百三十
銀行ギャラリー（西 
本町一丁目、☎661・ 
9130）で。

図書館だより
休館日は毎週月曜日と28日㈯、3月2
日㈪。
八幡図書館☎671・1123
おひざにだっこのおはなし会　4日
㈬11～11時30分。
健康講座「白内障について」　講師は
済生会八幡総合病院眼科医員・室屋陽
子さん。7日㈯14～15時。先着40人。
＃3日から同館へ。
わくわく絵本タイム　14日㈯11～
11時30分。
おりがみ教室　14日㈯10～12時。
歴史講座「激動幕末の志士・吉田松陰
と高杉晋作」　15日㈰14～16時。先
着40人。＃3日から同館へ。
成人読書会　17日㈫10～12時。

おはなし交流会　19日㈭13～15時。
「思い」を声にのせて～はじめての朗
読講座　21日㈯10～11時30分。先
着30人。＃3日から同館へ。
人形たちのちいさなおはなし会　21
日㈯11～11時30分。
ピヨピヨおりがみ教室　21日㈯11
時30分～12時。対象は未就学児。
くろがね読書会　21日㈯13～15時。
大人のおりがみ教室「冬」　26日㈭10 
～12時。先着20人。＃3日から同館へ。
八幡東こどもと母のとしょかん
☎662・3338
わらべの日おはなし会　8日㈰11～
11時45分。
チャレンジ！ ひよこおりがみ　8日㈰
11時45分～12時。
楽しい折り紙教室　14日㈯10～12時。
バレンタイン工作講座「ハートの入れ
物作り」　14日㈯13～14時。
おはなし会　18日㈬11～11時30分。
えほんタイム「これよんで」　21日㈯
14時30分～15時。

申し込み・
問い合わせ先

八幡東区役所☎671・0801（代表）  
保健福祉課   ❶内線433 ❷内線435 ❸内線438

平成27年
201512/

種　類 対　象 料　金 定員 実 施 日 時　間 会　場 ＃・♥
若者健診 18〜39歳 1000円

− 2月26日㈭13時30分〜14時30分
八幡東区役所東別館（中央一丁目2-4）

❶ 
（＃は不要）

結核・肺がん検診 40歳以上 痰
たん

検査は
900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）

前立腺がん検診 50歳以上の男性 1000円注1）

特定健診注2） 40〜74歳 
（国民健康保険加入者） −

胃がん検診 35歳以上
（妊婦などは除く） 1000円注1） 50人 2月23日㈪ 9〜11時 高見市民センター 2月20日 

までに❶
離乳食教室（前期）

（離乳食の話と実演・試食）
0歳6カ月までの 
乳児と保護者 − − 2月18日㈬ 13時15分〜

15時 八幡東区役所東別館 ❷ 
（＃は不要）

元気で長生き食卓相談
（食事に関する相談） 65歳以上 − − 2月17日㈫ 10、11、13、

14時（各1人） 八幡東区役所東別館 2月13日 
までに❷

マタニティークラス3課 
（お産の準備と経過）

妊婦 
（母子健康手帳が必要） − − 2月27日㈮ 13時15分〜 

15時30分 八幡東区役所東別館 ❸ 
（＃は不要）

パパママ学級 新しく赤ちゃんを迎え
るパパとママ − 先着

20組 3月8日㈰ 9時10分〜 
11時40分 八幡東区役所東別館 2月18日 

から❸
注１）70歳以上（年齢のわかるものが必要）や市民税非課税世帯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。75歳以上を対象とした「後期高齢者健康診査」については福岡県後期高齢
者医療広域連合☎092651・3111に♥を。

センター 所 在 地 電 話
祝　　町 宮の町二丁目2-10 ☎651・3816
枝　　光 日の出一丁目5-11 ☎661・1034
枝 光 北 枝光二丁目8-5 ☎661・2437
枝 光 南 中央三丁目9-5 ☎682・0067
大　　蔵 大蔵二丁目1-40 ☎652・3817
尾　　倉 尾倉一丁目15-2 ☎661・0516
天神市民 
サブセンター 天神町4-24 ☎681・3231

高　　槻 中畑二丁目5-2 ☎653・2677
高　　見 高見二丁目8-20 ☎651・2101
槻　　田 松尾町19-1 ☎653・1185
平　　野 桃園四丁目1-1 ☎661・1584
前　　田 祇園一丁目5-1 ☎662・0552
八幡大谷 中央二丁目1-1 ☎661・1092

お近くの市民センターを 
ご利用ください

　市民センターは地域住民の交流や
健康講座、子育てサークル、クラブ活
動、趣味の講座などさまざまな地域
活動の拠点となる施設です。地域の
ふれあいの場として、お気軽にご利用
ください。♥八幡東区役所コミュニテ
ィ支援課☎671・0801内線264へ。


