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小倉南区人口 21万824人、世帯数8万9388世帯（平成30年2月1日現在）

蜷田地域交流センターの 
講座

　 ▼ワード基礎＝5月7日から毎週月・
木曜日　 ▼エクセル基礎＝5月8日か
ら毎週火・金曜日。♦いずれも10
～12時（全15回）。対象は初心者。定

員各10人。資料代2200円。＃4月4日
まで。応募方法など詳細は同センタ
ー☎961・0964へ。

狂犬病予防注射と 
飼い犬登録

　生後91日以上の犬は、一生に1回

の飼い犬登録と年1回の狂犬病予
防注射が必要です。注射料金は1回
3120円（未登録の犬は別に登録料
3000円が必要）。飼い犬が逃げない
ように首輪などをしっかり締めて来場
してください。雨天決行。なお、獣医

師の判断により注射ができない場合
もあります。また、狂犬病予防注射は
動物病院でも接種することができます

（金額は各動物病院へ♥を）。♥保健
所東部生活衛生課☎522・8728へ。

編 集 小倉南区役所総務企画課 ☎951・1024　　951・5553　

●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）

 申し込み・問い合わせ先 小倉南区役所保健福祉課 ☎951・4125 

北九州市人口 94万9141人（男44万7470人/女50万1671人）、世帯数42万8431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 − 3月28日㈬ 9〜 

10時30分 小倉南生涯学習センター

不要※他の検診などについては♥を。

骨粗しょう症検診 18歳以上 1000円注1） − 3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円注1）
40歳以上
900円注1）

先着 
45人 4月24日㈫ 9〜

10時30分 小倉南生涯学習センター 3月19日
から

食生活に関する相談 
（生活習慣病予防の
食生活に関する相談）

− 無料 先着
12人 4月11日㈬ 10〜15時 小倉南生涯学習センター 3月19日 

から

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 − 4月3日㈫ 13時30分〜 

15時 小倉南生涯学習センター 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♥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。

4
月 時　間 場　所

3
日
㈫

10：30〜11：00 高津尾公民館
11：30〜11：50 合馬小学校
13：10〜13：50 徳吉中央公園
14：20〜14：50 長行中公園

4
日
㈬

10：00〜10：40 湯川小学校
11：10〜11：50 若園四丁目公園
13：10〜14：10 紫川河畔公園
14：30〜15：00 城野市民センター

5
日
㈭

10：20〜10：50 朽網南公園
（スワロータウン）

11：20〜12：00 朽網中央公園
13：20〜13：50 日豊1号公園
14：20〜14：50 宗像神社

6
日
㈮

10：10〜11：00 文化記念公園
11：40〜12：00 津田南公園
13：20〜13：50 上貫西公園
1４：20〜15：00 貫中央公園

9
日
㈪

10：20〜11：00 中吉田五丁目公園
11：30〜12：00 吉田太陽の丘公園
13：20〜14：00 沼新町中央公園
14：30〜14：50 葛原東ふれあい公園

10
日
㈫

10：10〜10：50 曽根新田類似公民館
11：20〜11：50 中曽根中央公園
13：10〜13：40 下曽根中公園
14：10〜15：00 葛原公園

11
日
㈬

10：20〜11：00 志徳公園
11：20〜11：50 嵐山さくら公園
13：10〜13：50 志井市民センター
14：10〜14：30 上志井公民館

12
日
㈭

10：20〜10：50 長尾新町中央公園
11：20〜11：50 新道寺ふれあい公園
13：10〜13：40 東谷市民センター
14：10〜14：40 三菱マテリアル東谷クラブ

13
日
㈮

10：10〜10：40 蜷田地域交流センター
11：10〜11：40 葛原四丁目公園
13：10〜13：30 湯川区公民館
14：00〜14：50 安部山公園

16
日
㈪

10：10〜10：40 北方平和公園
11：10〜11：40 星和台中央公園
13：00〜13：50 横代市民センター
14：10〜15：00 舞ケ丘中央公園

小倉南区役所への直通電話をご利用ください
　昨年9月1日から小倉南区役所の各課へ電話を掛けることができる直通電話（ダイヤルイン）を導入しました。担当課
が分からない時は今までどおり代表電話を使うことができます。♥小倉南区役所総務企画課☎951・1024へ。

課 係 電話番号

総務企画課

庶務係 ☎951・4112
選挙統計係 ☎951・4113
企画ライン ☎951・4114

広報広聴ライン ☎951・1024
法律人権相談専用 ☎951・0039

コミュニティ
支援課

コミュニティ支援係 ☎951・0201
生涯学習係 ☎951・4115

地域交流・イベント担当係 ☎951・1037

市民課 市民係 ☎951・4890
戸籍係 ☎951・4891

国保年金課

年金係 ☎951・4117
保険料係 ☎951・4118

資格給付係 ☎951・4119
後期高齢者医療制度担当係 ☎951・4116

まちづくり
整備課

管理係 ☎951・4121
工務第一係 ☎951・4122
工務第二係 ☎951・4123

課 係 電話番号

保
健
福
祉
課

いのちをつなぐネットワーク係 ☎951・4124
地域保健係 ☎951・4125

地域保健係 生活衛生担当 ☎951・1030
子ども・家庭相談係

（児童扶養手当・ひとり親家庭医療等） ☎951・1029

子ども・家庭相談係
（児童手当・子どもの医療等） ☎951・1031

子ども・家庭相談係（保育所に関すること） ☎951・1032
子ども・家庭相談コーナー（教育相談） ☎951・0115

高齢者・障害者相談係 ☎951・4126
介護保険担当 ☎951・4127
保護課 ☎951・4131

保護課 相談担当 ☎951・1035
小倉南税務課 ☎951・0043

東部農政事務所 ☎951・1020
東部農業委員会 ☎951・1021

代表電話 ☎951・4111

【昭和池公園】 池の周囲の
桜はなんと1200本。
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