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令和元年7月15日

情報ステーション
★申し込みはがき
「基本事項」
の記入方法は11ページを参照

いずれもおおむね8〜12月のおおむ

ね毎週１回。▶初心者のためのフェンシ

などの配布・閲覧＝7月23日㈫〜8月19

新します。本人負担割合は、前年所得に

日㈪
（土・日曜日、祝・休日は除く）
の8時

期間は8月1日〜来年7月31日。7月下旬

備室
（商工貿易会館5階）
、建設局水環境

応じ1〜3割のいずれかとなります。適用

30分〜17時、建設局神嶽川旦過地区整

ング教室＝全 8 回。総合体育館
（八幡東

に郵送します。◎8月1日時点で有効な

課
（市 役 所11階）
、広 報 室 広 聴 課
（同 所

ニアストレッチ教室＝全 6 回。総合体育

人。詳細は住所地の区役所
「高齢者・障

市 のホームページ
（アドレスは表 紙 参

館で。◎55歳以上

▶シ

▶※レディーステ

ニス教室＝全10回。火・金曜日コースあ

り。三萩野庭球場
（小倉北区三萩野三
丁目）
か紫川河畔庭球場
（小倉南区徳力

要支援・要介護認定などを受けている
害者相談」
コーナーへ。

4・5歳児歯科無料検診
来年3月31日まで、
登録歯科医療機関

新町一丁目）で。◎18歳以上の女性

で。◎平成31年4月1日現在、4歳、
5歳の

金曜日コースあり。三萩野庭球場で。◎

で歯科検診を受けた人は除く）
。受診票

▶※ジュニアソフトテニス教室＝全12

福祉局健康推進課☎582・2018へ。

▶※ナイターテニス教室＝全10回。木・

中学生以上
（中学生は保護者同伴）

回。紫川河畔庭球場、若松庭球場
（若松

区響南町）
、香月中央庭球場
（八幡西区
香月西四丁目）
、浅生スポーツセンター

庭球場
（戸畑区浅生二丁目）
のいずれか

で。◎小学3〜6年生。♦☆15〜45人。
＄1650円〜9500円。＃7月31日
（ ※は8

月9日）
まで。日程、時間など詳細は♥を。
♥北九州市スポーツ協会☎652・5007。

はじめてのテニス講座
9月3日〜12月17日の毎週火曜日
（全

1階）
、各区役所総務企画課・出張所で。
照）
でもご覧になれます

意見の提

▼

区八王寺町）で。◎小学生以上

出＝様式自由。住所、氏名、意見を書い

て配布・閲覧期間中にEメール
（市のホ
ームページから）
、郵便、
ファクスで建設
局神嶽川旦過地区整備室
（〒802 - 0082

子ども
（ 4月以降に幼稚園・保育所など

小倉北区古船場町1 - 35、☎511・7123、

が必要。持っていない人は♥を。♥保健

「かぐめよし少年自然の家」
外壁の補修工事

「打ち水」
を行う団体に
おけとひしゃくを貸し出し
限定50セット。＃7月16日〜9月30日。

詳細は環境局温暖化対策課☎582・2286
へ。

こども文化パスポートの
ご利用を
北九州市、
中間市、
芦屋町、
水巻町、
岡

垣町、遠賀町と下関市・長門市
（いずれ

511・7120）
へ。

11月中旬〜来年3月31日、かぐめよし

があります。詳細は同施設☎451・3111

へ。

ブロック塀等の除却費用の
一部を補助

都市局空き家活用推進室☎582・2777

ンター
（小倉北区三郎丸三丁目）
で。◎

精神障害者保健福祉手帳を持つ人など。
☆12チーム
（ 1チーム12人）
。＄1チーム

3000円。＃8月17日まで。詳細は同セン

以外の学校などに通う人は、対象施設

に来場した際に配布します。各施設を巡

るスタンプラリーもあり。詳細は教育委
員会企画調整課☎582・2357へ。

ター☎922・0026へ。

日の場合は開館し翌日が休館）
。◎中学

の参加が必要）
。＄2時間一般180円
（ 65

▼

回）
。 Aコース＝おおむね毎週水曜日
Bコース＝おおむね毎週

▼

Cコース＝おおむ

ね毎週金曜日19〜21時

※ジュニア

▼

水曜日19〜21時

▼

10〜12時

コース＝おおむね毎週金曜日17時30分

〜19時。❷の♦◎中学生以上
（ ※は

小学3〜6年生）
。☆先着各コース30人。

連節バスの運行を開始
本市では、持続可能な公共交通ネット

ワークの再構築を図るため、
バス高速輸

送システムの形成に取り組んでいます。

介護サービス利用時の本人負担割合

旦過地区の再整備
（土地区画整理事

業と河川改修事業）の評価結果などに

ついて意見を募集します。 評価結果

❷夏休みオリジナル豆本作りワークシ

豆本
「北 九 州 マンガ散 歩」を

作ります。7月25日㈭・27日㈯、8月15

日㈭・24日㈯の13時30分〜15時30分。
＄400円。
♦＄入館料が必要。＃❶は必要。

布・閲覧＝７月17日㈬〜26日㈮
（土・日
済局観光課
（小倉駅北側、
AIMビル４階）
、

グリーンパーク
☎741・5545

〒808 - 0121若松区大字竹並1006 ♣
9〜17時 ♡火曜日
（祝・休日のときは
開園し翌日が休園）

氏名、意見を書いて配布・閲覧期間中に

グリーンパークの講習会

ファクスで産 業 経 済 局 観 光 課
（〒802 -

30人

Eメール
（市のホームページから）
、郵便、

旦過地区の再整備に関する
意見を募集

7月19日㈮17時30分〜19時。☆先着10

電話で7月17日から同施設へ。

ます ▶意見の提出＝様式自由。住所、

▼

介護保険負担割合証を更新

北九州市の宿泊税に関する考え方に

（アドレスは表紙参照）
でもご覧になれ

651・4600）
へ。

お知らせ

宿泊税に関する意見を募集

務企画課・出張所で。市のホームページ

北九州パレス
（小倉北区井堀五丁目、☎

❶漫画読書会あなたのおすすめ漫画を

ョップ

広報室広聴課
（市役所1階）
、各区役所総

♦＃❷は必要。電話で7月17日から

〒802-0001小倉北区浅野二丁目14-5、
あるあるCity5・6階 ♣11〜19時
（8
月3・4・10〜18・24・25日は20時まで。
入館は閉館の30分前まで） ♡火曜日
（祝・休日のときは開館し翌日が休館）
※7月17日㈬〜8月31日㈯は無休

局農林課☎582・2078へ。

意、声かけをお願いします。♥産業経済

曜日は除く）の8時30分〜17時、産業経

※は7000円）
。

漫画ミュージアム

☎512・5077

防ぐため、保護者や地域の皆さんの注

♥建築都市局都市交通政策課☎582・

＄1万2000円
（ 34歳以下は1万1000円。

◎18歳以上。☆先着12人。＄3200円。

人。

ついて意見を募集します。▶資料の配

2518へ。

スト

ボール遊びなどは大変危険で、思わぬ

その一環として、市内バス事業者と協働

で7月22日㈪から連節バスを運行します。

スオウで紫色の草木染め体験

教えてください！ 作品紹介と語り合い。

事故を招く恐れがあります。水難事故を

歳以上は無料）
、中学・高校生120円
（土

❷テニス教室 いずれも9〜11月
（全12

不用意に取り扱うと爆発するものなどが

ため池での水遊びや魚釣り、近くでの

生以上
（ 18時以降は、中学生は保護者

曜日は無料）
。

海岸に漂着する廃棄物には、注射器、

有害な液体や物質が含まれているもの、

ため池での水遊びなどは
やめましょう

時30分
（月曜日は休館、月曜日が祝・休

1人1200円。

海岸に漂着する廃棄物に
ご注意を

へ。

ルを開場します。9月7日㈯までの9〜20

2人、保護者1人まで）
。☆先着10組。＄

へ。

環境局産業廃棄物対策課☎582・2177

❶夏季プールオープン 屋外25mプー

◎小学3年生以上と保護者
（ 1組子ども

◎ブロック塀の所有者など。詳細は建築

あります。発見したときは手を触れずに

北九州パレスのスポーツ

ッグを作ります。8月13日㈫10〜13時。

♦＃電話で7月18日から同施設へ。

支援学校などで配布します。有効期間

9月7日㈯9〜16時、障害者スポーツセ

親子 de クッキング♪ くるみ入りブラ

合に費用の一部を補助します。限度額

に同施設☎601・2684へ。￡も可。

住で、3歳以上の未就園児や前記の市町

（ 1家族1点だけ）
。7月27日㈯9時30分

敷地に面する道路との間に設けられ

は12万円。先着順。事前に相談が必要。

は7月20日㈯〜9月1日㈰。対象地域在

簡単なおもちゃの修理

ールを染めます。8月24日㈯10〜13時。

る等の特典が受けられるパスポートを、

精神障害者バレーボール大会

おもちゃ病院

修は可能ですが、
活動が制限される場合

上
（中学生は除く）
。☆8人。＄1万200円

在籍する保育所・幼稚園、小・中・特別

☎663・6751

〒805-0071八 幡 東 区 東 田 二 丁目2- 6
♣9〜17時（入館は16時30分まで） ♡月
曜日（祝・休日のときは開館し翌日が休館）
※7月22日㈪〜8月19日㈪は無休

ウニー、もちっとドーナツ、アメリカンド

壁補修工事を行います。宿泊・日帰り研

た危険なブロック塀などを除却する場

（ 35歳以下は7800円）
。＃7月29日まで

環境ミュージアム

〜12時、13〜15時。☆先着5家族。

も山口県）
を対象地域とする文化施設

等への入場が無料または一部割引とな

施設の催し

少年自然の家
（小倉南区大字頂吉）
の外

16回）19〜21時、八幡西勤労青少年ホ

ーム
（八幡西区南鷹見町）
で。◎15歳以

情報ステーション
は 1 1 ページから
始まります

0001小倉北区浅野三丁目8 - 1、☎551・
8150、 551・8151）
へ。

固定資産税
（第2期）
の納期は7月17〜
31日です。

秋からの

▼

を記載した
「介護保険負担割合証」
を更

スポーツ協会のスポーツ

★時間は24時間表記

野菜の栽培と管理＝8月3日㈯。☆先着

こどもスケッチ＝8月7日㈬。

▼

★掲載の情報は市のホームページ
（アドレスは表紙参照）
でもご覧になれます

◎小学生。☆先着20人。＄500円。♦
10〜12時。＄入園料が必要。＃電話で7
月17日から同施設へ。

