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

2019

1

令和元年

19 00 20 40

お出かけ・講座・教室
陸上自衛隊小倉駐屯地 市民との夕
べ 自衛隊員との盆踊りや音楽部に
よる演奏、太鼓演舞、打ち上げ花火な
ど。8月6日㈫17時30分～21時、小倉
駐屯地（北方五丁目、☎962・7681）で。
小雨決行。
男 女 共 同 参 画 地 域フォーラム 浄
泉寺副住職・渡邊晃司さんによる講
話「日々の暮らしをイキイキと～しあ
わせは すぐそばに」
。8月29日㈭10～
12時、両谷市民センター（徳吉南一
丁目）で。先着100人。＃8月5日から
小倉南区役所コミュニティ支援課☎
951・4115へ。
食生活改善推進員養成教室 9月19
日～来年3月12日（全8回）の9時30分

類

特定健診注2）

対 象
40〜74歳
（国民健康保険加入者）

料

金

無料

定員

実施日

−

8月7日㈬

▼

地域交流センターの講座
❶北方（〒802-0841小倉南区北方
三丁目31-1、☎931・6594）
ス
マホ入門＝9月3日㈫・10日㈫・17日
㈫（全3回）の13時30分～15時30分。
教材費200円。スマートフォンが必要
エクセル応用＝9月17日～10月18
日の毎週火・金曜日
（全10回）
19～21
時。対象はエクセルで文字入力がで
きる人。教材費1404円。
❷徳力（〒802-0974小倉南区徳力六
丁目3-1、☎961・0175）
エクセ
ル3級検定対策＝9月6日～11月1日の
おおむね毎週火・金曜日
（全16回）
9時

時 間
会 場
13時30分〜
小倉南生涯学習センター
15時

※若者健診・各種がん検診・肝炎ウイルス検査などについては♥を。

骨粗しょう症検診

18歳以上

幼児食教室
1歳6カ月頃からの
（幼児期の食生活と
幼児と保護者
歯の講話、試食など） （母子健康手帳が必要）

食生活に関する相談
（生活習慣病・介護予防の
食生活に関する相談）

−

＃
不要

1000円注1）

−

8月7日㈬

13時30分～
小倉南生涯学習センター
15時

不要

無料

−

8月20日㈫

10時30分～
小倉南生涯学習センター
12時

不要

無料

先着
8月28日㈬
12人

10 30 50

▼

～13時、小倉南生涯学習センターで。
対象は教室修了後、地域の食生活改
善のボランティア活動に参加できる人。
先着30人。＃8月5日から。詳細は小倉
南区役所保健福祉課☎951・4125へ。

申し込み・問い合わせ先 小倉南区役所保健福祉課 ☎951・4125

種

04 24 44

交通規制について いずれも20～22時、
ファミリーマート小倉企救丘駅前店
前交差点付近から上下線それぞれ片道一車線になります。 徳力葛原線（志
井公園入口交差点まで） 山手企救丘1号線
（企救丘一丁目付近まで）
。
♦♥小倉南区役所コミュニティ支援課☎951・1037へ。

▼

▼
※

▼

10月20日 ㈰13～16時30分、小 倉
南生涯学習センターで。 事前句（＃
9月14日まで）
＝雑詠2句1組1000円。
何組でも可
当日句＝席題は11時
に掲示。1人２句。投句料500円。♦
♥小倉南区役所コミュニティ支援課
☎951・4115へ。

志井公園前

掛け金は年額1口500円（1人2口以
内）
。1口最高120万円の共済金を受

小倉南区文化祭
「俳句大会」
の作品を募集
▲

交通共済の加入者を募集

西鉄臨時バス
（有料）
下曽根駅南口 →バイパス津田 → 長野緑地 →
04 34
10 40
の運行 片道料金は 16 00 30
17
00
20
40
04
24
44
10 30 50
190円～260円。帰り
18 00 20 40 04 24 44
10 30 50
のバスもあり。

▲

❶行政相談 8日㈭10～15時、小倉
南区役所で。♥小倉南区役所総務企
画課☎951・0039へ。
❷地域交流センターの人権法律相談
貴船（小倉北区東篠崎一丁目、☎
921・5303）
＝8日㈭
徳力（徳力
六丁目、
☎961・0175）
＝22日㈭。❷の
♦13時30分 ～16時30分。先 着 各
日6人。＃電話で7日
（※は21日）
9時か
ら各センターへ。
❸高齢者・障害者あんしん法律相談
15日㈭13～17時、小倉南区役所で。
対象はおおむね65歳以上の高齢者や
障害のある人と家族など。＃9日まで
に小倉南区役所高齢者・障害者相談
コーナー☎952・4800へ。
❹交通事故相談 20日㈫10～16時、
小倉南区役所で。＃電話で19日までの
9～15時30分、
安全・安心相談センター
☎582・2511へ。※事前に予約が必要。
❺法律人権相談 21日㈬13時30分
～16時30分、小 倉 南 生 涯 学 習 セン
ター（小倉南区役所横）で。先着18人。
＃電話で20日8時30分から小倉南区
役所総務企画課☎951・0039へ。

まつりみなみ 8月17日㈯（荒天時は18日㈰）16〜21時、志井公園で。

けられます。共済期間は10月1日～来
年9月30日。＃9月30日までに町内会
長や校区自治会長などへ。詳細は交
通共済事務局☎663・1113へ。

ト

8月の無料相談

951・5553

▼

小倉南区役所総務企画課 ☎951・1024

4月1日で区制45周年を
迎えました。

▼

編集

●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）

10～15時

小倉南生涯学習センター

8月5日
から

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。
■個別に医療機関で受けることができる検診もあります。詳細は♥を。

30分～12時30分。検定
料など7700円。検定は
11月5日㈫
パン作
り＝9月19日～来年2月
20日のおおむね毎月第1・3木曜日（全
10回）10～13時。材料費5000円。❷の
♦対象は18歳以上
（学生は除く）
。
♦定員各講座10人。＃往復はが
き（1人だけ）に基本事項を書いて❶
は8月13日、❷ は17日までに各セン
ターへ。
▼

8/

北九州市人口 94万669人
（男44万3704人/女49万6965人）
、
世帯数43万1777世帯
小倉南区人口 20万9121人、世帯数9万324世帯（令和元年7月1日現在）

8月の図書館だより

貸し出し・
催し無料

休館日は毎週月曜日（12日は除く）と
13日㈫・31日㈯。
小倉南図書館☎952・4511
おはなし会 3日㈯・17日㈯・24日㈯
の14～15時と8日㈭10時30分～11時
と29日 ㈭11～11時30分 と13～13時
30分。
えいがの日 10日㈯14～14時30分。
おりが み の 日 10日㈯14時30分～
15時30分。
英語でおはなし会 11
日㈷10時30分～11時。
対象は2歳～小学生。
そねっと☎475・0120
（曽根出張所内）
ブックリサイクル 不要になった図
書・雑誌を無料配布。3日㈯・4日㈰の
9時30分～18時（4日は、なくなり次第
終了）
。
おはなし会 8日㈭10時30分～11時。
キッズシアター 18日㈰10時30分～
11時。
おはなしひろば 22日㈭・29日㈭の
10時30分～11時。

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。

