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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 八幡西区人口 25万５４４人、世帯数11万2２５８世帯（令和2年２月1日現在）

北九州市人口 93万8758人（男44万3021人/女49万5737人）、世帯数43万1934世帯

●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）八幡西区役所総務企画課 ☎642・編 集

やはた西やはた西
0862・6210039　 

無料相談
保育園（所）などへの就職相談会　 
コーディネーターなどが応じます。 
3月26日 ㈭10～12時、13～16時、八
幡西区役所（黒崎駅西側、コムシティ
6階）で。対象は保育士の資格などを
持つ人。定員15人。＃
3月25日までに保 育
士・保育所支援セン
ター☎551・0095へ。
木屋瀬地域交流センターの人権法
律相談　弁護士が応じます。3月26
日㈭13時30分～16時30分。先着6人。
＃電話で3月25日9時から同施設☎
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などのための住
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（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。

筑鉄沿線魅力再発掘展
　本区の中央を南北に走る筑豊電気
鉄道の沿線地域を九州共立大学の学

生が取材し、学生が感じた魅力を紹
介するパネル展示、筑豊電気鉄道沿
線の開業当時の新聞記事や航空写
真などの展示。3月27日㈮（土・日曜
日、祝日は除く）までの9～17時、八幡
西区役所（コムシティ5階）で。♥八幡
西区役所総務企画課企画係☎642・
1442へ。

地域交流センターの講座
❶木屋瀬（〒807-1262八幡西区野
面一丁目8-35、☎617・7980）

▼ 親子ビクス＝
4月1日 ～９月2
日のおおむね第 
1水曜日（全6回）
10時30分～12時。 
対象は2歳以上
の未就学児と保護者。定員15組

▼ 親子リトミック＝4月21日～9月15
日のおおむね第1・3火曜日（全10回）
10時30分～11時30分。対象は1～2
歳6カ月の幼児と保護者。定員15組　

▼健康料理教室＝4月22日～9月30日
のおおむね毎月第4水曜日（全6回）10
～13時。定員20人。材料費3000円。

❷楠橋（〒807-1145八幡西区楠橋
西二丁目16-22、☎617・0308）　

▼ワード初級＝
4月15日～6月10 
日 の お お む ね
毎週水曜日（全
7回）19～21時。
対象はパソコン
の基本操作ができる人。テキスト代
1300円　 ▼シニア向けスマホ入門＝
4月17日～5月8日の毎週金曜日（全4
回）14～16時。対象はスマートフォン
を持っている人。教材費300円。❷の
♦定員各10人。
　♦＃往復はがき（1人だけ、親子
ビクスと親子リトミックは1組だけ）に
基本事項と❶は駐車場使用の有無
を書いて❶は3月28日（親子リトミッ

クは4月10日、健康料理教室は11日）、
❷は4月6日（シニア向けスマホ入門
は7日）までに各施設へ。

ストレッチ＆リズムダンス 
教室

　4月20日～6月29日のおおむね毎
週月曜日（全10回）10～11時30分、八
幡東体育館（八幡東区中央三丁目）で。
対象は健康管理ができる40歳以上。
定員100人。参加費5500円。＃往復
はがき（1人だけ）に基本事項と受講
経験の有無を
書いて3月29日
までに同施設 

（〒805-0019
八幡東区中央
三 丁 目9-6、☎
662・9000）へ。
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●4月からの親と子のためのカレンダー
❶妊娠したら　

▲

母子健康手帳交付
＝毎週月～金曜日（祝・休日は除く）
の8時30分～17時（木曜日だけ19時
まで）　

▲

マタニティクラス＝6・9・12
月、来年3月の各月第1～3水曜日13
時15分～15時30分　

▲

パパママ教
室（予約制）＝水曜日（4・7・10月、来年
1月の毎月1回）13時10分
～16時と日曜日（5・8・11
月、来年2月の毎月1回）9
時10分～12時。
❷赤ちゃんが生まれたら　

▲

赤ちゃ
ん講座（おおむね4～7カ月の乳児）＝
奇数月のおおむね第4金曜日の10～
11時15分　

▲

離乳食教室（5・6カ月
児）＝おおむね毎月第1火曜日の13時
15分～15時　

▲

離乳食教室（7・8カ
月児）＝おおむね毎月第4火曜日の13
時15分～15時　

▲

幼児食教室（予約
制）＝5・8・11月、来年2月の第3金曜日
の10時10分～11時15分　 ▼ふたご・

みつごの子育て交流会（予約制）＝11
月30日㈪9時30分～12時頃。
❸心配事があったら　

▲

すこやか相
談（予約制）＝おおむね毎月第1・3火
曜日の9時20分、10時20分（各1時間
程度）　

▲

わいわい子育て相談（予約
制）＝毎月第1・3木曜日の13時15分～
15時。
●4月からの成人保健カレンダー
　

▲

エイズ検査＝おおむね毎週水曜
日の9～11時　

▲

食生活相談（予約
制）＝おおむね毎月第1金曜日の10～
15時　

▲

元気で長生き食卓相談（予
約制）＝奇数月第4水曜日の10～15時

▼精神保健福祉相談・アルコールに
関する相談（予約制）＝おおむね毎月
第1火曜日13時30分～15時30分。
両親学級 パパママ教室
　沐

もくよく
浴実習、妊婦・育児体験など。4月

8日㈬13時10分～16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4月30日～8
月26日）。先 着15組。母
子健康手帳が必要。＃3
月27日9時から健康相談
コーナーへ。

　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頭3200円

（未登録の犬は別に3000円
が必要）。通知はがきの問診
欄に当日の健康状態を記入
の上、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。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。荒天中止。
♥西 部 生 活 衛 生 課 ☎642・
1818へ。※4月9日以降の日
程は4月1日号に掲載。

4月 時　間 場　所

２
日
㈭

9：５0〜10：２0 永犬丸中央公園
10：４0〜11：２0 松寿山公園
1２：５0〜13：１0 五郎丸東公園
1３：３0〜14：０0 折尾西小学校
１４：２０〜１４：４０ 日吉２号公園

３
日
㈮

９：５0〜10：２0 池田小学校
10：４0〜11：１0 馬場山大谷公園
1２：５0〜13：１0 深田公民館
13：３0〜14：１0 星ケ丘中央公園

６
日
㈪

９：50〜10：２0 大平台ひまわり公園
1０：４0〜11：１0 船越北公園
1２：５0〜13：１0 塔野南公園
1３：３0〜14：０0 春日台公園
１４：２０〜１４：４０ 永犬丸南町一丁目公園

７
日
㈫

9：50〜10：20 茶屋の原公園
10：40〜11：10 楠橋上方公民館
12：50〜13：20 黒川公園
13：40〜14：00 楠橋地域交流センター

８
日
㈬

9：50〜10：30 千代東公園
10：50〜11：10 小嶺台南1号公園
12：50〜13：20 上津役公園
13：40〜14：10 町上津役公民館

健康だより
八幡西区役所健康相談コーナー

☎642・1444

狂犬病予防注射と
飼い犬登録を


