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
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やはた西

八幡西区役所総務企画課 ☎642・0039

無料相談
行政相談 8月8日㈭・22日㈭の10～
15時、八幡西区役所（黒崎駅西側、コ
ムシティ4階）で。♥同区役所総務企
画課広報広聴係☎642・0039へ。
法律人権相談 8月9日㈮13時30分
～16時30分、八幡西区役所（コムシ
ティ6階）
で。先着24組。＃電話で8月8
日8時30分から同区役所総務企画課
広報広聴係☎642・0039へ。
交通事故相談 8月13日㈫・※27日
㈫の10～16時、
八幡西区役所
（コムシ
ティ4階）で。定員各日5人。＃電話で
8月9日（ ※は26日）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。
高齢者・障害者あんしん法律相談
弁 護 士 が 応じます。8月15日㈭13～
17時、八幡西区役所（コムシティ4階）
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。＃8月
9日までに同区役所「高齢者・障害者
相談」
コーナー☎645・4800へ。
肢体不自由者巡回相談 補装具に

健康だより

八幡西区役所健康相談コーナー
☎642・1444

▼

▼

❶胃がん検診・乳がん検診
いずれも9月13日㈮9～10時40分、
的場池体育館（的場町）で。 胃がん
検診＝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） 乳がん検診＝対象は昨
年度受診していない40歳以上の女
性（妊婦は除く）
。先着40人。受診料
1000円。♦70歳以上の人などを対
象にした無料の制度あり。事前に♥を。
＃8月5日から健康相談コーナーへ。
❷幼児食教室
「1歳6カ月から2歳頃の食事につい
て」をテーマにした講話と試食。8月
16日 ㈮10時10分 ～11時15分、八 幡

621・0862

関する相談に応じます。8月21日㈬13
～14時、八幡西生涯学習総合センター
（黒崎駅西側、コムシティ2階）で。対象
は身体障害者など。定員15人。＃8月
20日までに八幡西区役所
「高齢者・障
害者相談」
コーナー☎642・1445へ。

市営バスのお盆ダイヤ
8月11日㈷～15日㈭は休日ダイヤ
です。♥ 交 通 局 営 業 推 進 課 ☎771・
8410へ。

交通共済の加入者を募集
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
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。

年長者作品展の作品を募集
9月17日㈫～22日㈰の9～17時
（17
日は13時から、19日は19時まで、22
日 は12時 ま で ）
、黒 崎 市 民 ギャラ
リー（黒崎駅西側、コムシティ3階）に
展示します。募集は絵画、書、手芸、陶
西区役所（コムシティ3階）で。対象は
離乳食完了の幼児（2歳11カ月頃ま
で）の保護者。先着16人。＃8月5日か
ら健康相談コーナーへ。
❸パパママ教室
もくよく
沐浴実習、妊婦体験など。8月25日
㈰9時10分～12時、八幡西区役所（コ
ムシティ3階）で。対象は初めて子ども
が誕生する夫婦（出産予定日が9月16
日～来年1月12日）
。先着24組。母子
健康手帳が必要。＃8月13日9時から
健康相談コーナーへ。
❹食生活改善推進員養成教室
9月12日～来 年3月12日のおおむ
ね毎月第２木曜日（全8回）9時30分～
13時、八幡西区役所（コムシティ3階）
で。対象は修了後に地域の食生活改
善のボランティア活動ができる人。先
着30人。＃8月5日から健康相談コー
ナーへ。

八幡西区マスコット
キャラクター
官兵衛タン
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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
八幡西区人口 25万768人、
世帯数11万2044世帯（令和元年7月1日現在）

長崎街道木屋瀬宿記念館

芸、工作、写真など1人1作品（共同の
場合は1グループ1作品）
。対象は区
内の年長者か障害のある人。表彰あ
り。＃8月26日まで。詳細は八幡西区
社会福祉協議会☎642・5035へ。

パネル展示
八幡西区制記念パネル展「八幡西区
のまつり」 夏から秋にかけて本区で
行われる祭りやイベントの写真・ポス
ターを展示します。8月5日㈪～30日㈮
（土・日曜日、祝・休日は除く）の8時
30分～17時、八幡西区役所５階で。♥
八幡西区役所総務企画課企画係☎
642・1442へ。
「北九州市都市景観賞」受賞作品等パ
ネル巡回展 美しいまちなみづくり
を推進するため、個性豊かで魅力的
なまちの景観づくりに貢献している
建物やまちなみなどを表彰する北九
州市都市景観賞。昨年度受賞作品や
八幡西区に縁のある過去受賞作品の
パネルを展示。あわせて、小倉都心地
区の魅力的な夜間景観パネルも展示。
8月9日㈮～21日㈬の9～21時（9日は
10時から、21日は17時まで）
、コムシ
ティ3階（黒崎駅西側）で。♥建築都市
局総務部都市景観課☎582・2595へ。

お盆精霊おくり
缶・瓶類のお供物、卒塔婆や位牌は
持参しないでください。8月15日㈭18
～20時、本城公園（御開四丁目、陸上
競技場横）で。荒天中止。♥八幡仏教
会☎090・9600・0512へ。＊八幡西区
役所総務企画課広報広聴係☎642・
0039へ。

折尾スポーツセンターの
スポーツ

レディー ス シェイ プ アップ 教 室
9月4日～11月20日の毎週水曜日9時
30分～11時。定員40人。室内用シュー
ズなどが必要。
折尾女性スイミング教室 9月6日～
11月22日の毎週金曜日10～12時。定
員30人。
♦全12回。対象は18歳以上の女

●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）

性。保険料など6600円。＃往復はがき
（１人だけ）に基本事項と参加経験の
有無を書いて8月19日までに折尾ス
ポーツセンター（〒807-0874八幡西
区大浦三丁目9-1、☎691・0812）
へ。
■8月26〜30日、折尾スポーツセン
ター室内プールは休業します。

8月の図書館だより
八幡西図書館☎642・1186
赤ちゃん向けおはなし会 毎週水曜
日の11～11時20分。
おはなし会 7日㈬16
～16時30分と11日㈷・
18日 ㈰ の11～11時30
分 と18日 ㈰14～15時
15分と25日㈰14～14時30分。
英 語でおはなし会 10日㈯14～14
時30分と17日㈯11～11時30分。
おりがみ教室 9月7日㈯14～15時。
対象は3歳以上。先着20人。＃8月6日
から同館へ。
折尾分館☎601・1999
赤ちゃんのおはなし会 1日㈭10時
30分～11時。
ママといっしょのおはなし会 15日
㈭10時30分～11時。
図書館員体験 カウンターなどでの
仕事体験。16日㈮10時30分～12時。
先着4人。＃6日から同館へ。
リサイクル工作「牛乳パックで車をつ
くろう」 17日㈯9時30分～12時。
紙ひこうきをつくろう 28日㈬10時
30分～13時。
八幡南分館☎618・8441
親子で楽しい!! 絵本タイム 7日㈬・
21日㈬の11～11時20分。対象は3歳
以下の幼児と保護者。
おはなし工作1・2・3 読み聞かせと
工作。9日㈮11～11時30分。対象は3歳
以下の幼児と保護者。
ロケット工作 トイレットペーパーの
芯や紙を使います。18日㈰11～12時。
先着10人。＃3日から同館へ。
お楽しみ会 24日㈯11～12時。
♦休館日は毎週月曜日（12日は
除く）
と13日㈫・31日㈯。
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