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八幡西区役所総務企画課 ☎642・0039

無料相談
木屋瀬地域交流センターの人権法律
相 談 7月25日 ㈭13時30分 ～16時
30分。先着6人。＃電話で7月24日9時
から同センター☎617・7980へ。
高齢者等住宅相談 介護の必要な
高齢者や障害のある人等のための住
まいづくりや住宅改造などの相談に
応じます。随時、八幡西区役所（黒崎
駅西側、コムシティ4階）で。＃事前に
同区役所「高齢者・障害者相談」コー
ナー☎645・4800へ。

金山川アートギャラリーの
作品を募集

作 品は9月23日㈷～10月19日㈯、
金山川河岸（三ケ森）に展示します。
応募者全員に参加賞あり。サイズは
縦1.8m×横3.6m。テーマは「平成の
記憶」か自由課題。＃9月9日まで。表
彰式は10月12日㈯の金山川ふれあ
いまつりで。詳細は金山川アートギャ

八幡西区役所健康相談コーナー
☎642・1444
❶8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

喀痰検査だけ900円。

ラリー実行委員会（レストランみかど
内）
☎613・0888
（火曜日は除く）
へ。＊
八幡西区役所コミュニティ支援課☎
642・1339。

夏祭りいろいろ
洞南肆地区山笠競演会 引野・竹末・
穴生第一の各自治区会と相生商連の
山笠行事。7月21日㈰18～21時、相生
商店街周辺で。雨天中止。♥洞南肆
地区山笠競演会実行委員会☎641・
7570へ。＊ 八 幡 西 区 役 所コミュニ
ティ支援課☎642・1339。
折尾神楽「夏越祭」 神楽の披露やバ
ザー、
餅まきなど。7月27日㈯（雨天時
は28日㈰）
18～21時30分、
折尾西公園
（折尾三丁目）で。♥八幡西区役所コ
ミュニティ支援課☎642・1339へ。
本城西 七夕ランタン夏祭り 七夕ア
イデアコンテストや子ども浴衣ショー、
幼稚園・保育園児や地域団体、中国
舞術団などの演技によるステージイ
池田市民センター＝7日㈬

▲ ▲ ▲ ▲

健康だより

621・0862

楠橋市民センター＝8日㈭

香月市民センター＝22日㈭

則松市民センター＝29日㈭

❷胃がん検診

8月27日㈫9～10時40分、中尾市民

センターで。対象は35歳以上（妊婦は
除く）
。先着45人。受診料1000円（40

～69歳 は900円）
。＃7月18日から健
康相談コーナーへ。

❶❷の♦70歳以上の人などを対

の男性。受診料1000円。

象にした無料の制度があります。年齢

診料500円。

談コーナーへ。

大腸がん検診

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。

の分かるものなどが必要。♥健康相
❸赤ちゃん講座

子どもの生活リズム、事故予防など。

骨粗しょう症検診
（8・22日だけ実施）

7月26日㈮10～11時15分、八幡西区役

特定健診

健診後～7カ月頃の

対象は18歳以上。受診料1000円。

対象は来年3月31日まで

に40～74歳になる国 民健 康保険 加

入者。国民健康保険証と特定健診受
診券が必要。

❶の♦13時30分～15時。

所（コムシティ5階）で。対象は4カ月児
乳児と保護者。母子

健康手帳とバスタオ
ルが必要。♥健康相
談コーナーへ。

八幡西区マスコットキャラクター官兵衛タン

ベント。7月27日㈯（雨天時は28日㈰）
16～21時、
医生丘市民センター
（千代
ケ崎一丁目、☎691・2205）
で。
夏休み親子ワークショップフェスティ
バル 木工・絵画・手芸・習字・陶芸・
ガラス工芸などのワークショップ（一
部有料）など。7月31日㈬～8月2日㈮
の10～16時、安川電機みらい館（黒
崎城石）で。♥黒崎咲かそっちゃ事務
局☎616・6846へ。＊八幡西区役所コ
ミュニティ支援課☎642・1339。

男女共同参画地域
フォーラム

福岡県男女共同参画センターあす
ばるセンター長・神﨑智子さんによ
る講話「意識をカイカク。男女でサン
カク。社会をヘンカク。」
。7月31日㈬
10～12時、
八児市民センター
（町上津
役東一丁目、☎613・2555）
で。

子育てサポーター養成講座
子育て支援ボランティアを養成。
9月4日～10月30日の水曜日（全5回）
10～ お お む ね12時、陣 山 市 民 セン
ター（八幡東区桃園三丁目）で。定員
50人。託児（無料）あり。＃7月31日ま
でに同センター☎661・1657へ。

エクセル3級検定講座
8月23日～9月27日の毎週火・金曜
日（全11回）
14～16時、木屋瀬地域交
流センターで。定員10人。検定料など
7000円。検定は9月27日㈮。＃往復は
がき（1人だけ）に基本事項と駐車場
使用の有無を書いて8月10日までに
同センター（〒807-1262八幡西区野
面一丁目8-35、☎617・7980）
へ。

楠橋地域交流センターの
講座

❶手打うどん 手打ち体験と試食。
8月17日 ㈯9時30分 ～12時。対 象 は
18歳以上。定員20人。材料費1000円。
❷ エクセル 初 級 8月27日～10月8
日の毎週火曜日（全7回）19～21時。
対象はパソコンの基本操作ができる
人。定員10人。テキスト代1000円。
♦楠橋地域交流センターで。＃

●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）

往復はがき（1人だけ）に基本事項を
書いて❶は8月9日、❷は16日までに
同センター（〒807-1145八幡西区楠
橋西二丁目16-22、
☎617・0308）
へ。

子どものための
スポーツサマースクール

バドミントン、卓球、水泳、テニスな
どを体験します。8月2日㈮9～15時、
的場池体育館（的場町）と桃園市民
プール（八幡東区桃園三丁目）で。対
象は小学3～6年生の初心者
（初級者）
。
先着30人。参加費500円。＃7月17日
から的場池スポーツ施設管理事務所
☎631・0180へ。

若松海保
「海の事故ゼロキャンペーン」

いずれも7月20日㈯、
久岐の浜周辺
（若松駅側）で。 巡視船きくち一般
公開、制服・潜水士服の試着、パネル
展 示 な ど＝10～12時 と13～15時
巡視船などによる放水訓練＝11～
12時。♦♥若松海上保安部☎761・
4200へ。
▼

7/

北九州市人口 94万978人
（男44万3824人/女49万7154人）
、
世帯数43万1746世帯
八幡西区人口 25万768人、
世帯数11万2005世帯（令和元年6月1日現在）

▼

区役所
（出張所を除く）
の一部窓口業務は
毎週木曜日
（祝日・年末年始を除く）
の19時まで延長しています

海上保安庁図画コンクール
の作品を募集

対象は小・中学生。サイズは四つ切。
着色、画材は自由。標語など文字を入
れることは不可。入賞作品には賞状
などを進呈。テーマは「未来に残そう
青い海」で、指定する内容で作成。＃
9月6日まで。詳細は若松海上保安部
☎761・4353へ。

航空自衛隊芦屋基地の催し
❶芦屋基地納涼祭 7月24日㈬17時
30分～20時20分。雨天中止。
❷ ヘリコプター体験搭乗 の 募集
ヘリコプター
「CH-47J」
での局地飛行
（ 約20分 間）
。8月24日 ㈯8時30分 ～
14時30分。対象は小学生以上（小学
生は保護者同伴）
。定員60人程。
♦航空自衛隊芦屋基地で。＃❷
は必要。❷は、往復はがき（2人まで）
に基本事項を書いて7月31日までに
同基地（〒807-0133芦屋町大字芦屋
1455-1、☎223・0981内線344）へ。❶
の♥は内線350へ。

北九州市印刷物登録番号 1904001F
本紙は古紙パルプを
含む再生紙を使用し
ています。

