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
若松区マスコットキャラクター

8/1

北九州市人口 93万3991人
（男44万415人/女49万3576人）
、
世帯数 43万6638世帯
若松区人口 7万9687人、世帯数3万3664世帯（令和3年7月1日現在。この数値は、国勢調査の速報値に基づき、人口・世帯数を推計したものです。）
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令和3年

編集

掲載の催しなどは、新型コロナ
ウイルスの感染拡大の状況な
どによっては、変更・中止とな
る場合があります。

8月の無料相談
❶交通事故相談 13日㈮10～16時。
❷法律相談 弁護士が応じます。
20日
㈮13時30分～16時30分。先着12組。
❸人権相談 人権擁護委員が応じま
す。20日㈮13時30分～16時30分。先
着6組。
♦若松区役所で。＃❶は12日ま
での9～15時30分に安全・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。❷❸は19
日8時30分から若松区役所総務企画
課☎761・0039へ。

8月の保健福祉無料相談
❶精神保健福祉相談、アルコール相
談 精神科医や酒害相談員が応じま
す。13日㈮・※27日㈮（アルコール相
談 は ※ だけ ）の13時30分 ～15時30
分。定員各日2組。
❷高齢者・障害者あんしん法律相談
弁護士が応じます。19日㈭13～17

健康だより
♥若松区役所健康相談コーナー
☎761・5327
❶特定健診 対象は40～74歳の国民
健康保険加入者。
受診無料。
国民健康
保険証と特定健診受診券が必要。
注）
❷若者健診 対象は18～39歳。受診
料1000円。
❸肝炎ウイルス検査 対象は過去に
検査を受けた事がない人。受診無料。
❹結核・肺がん検診 対象は40歳以
たん
上。
受診無料
（痰の検査は900円）
。
❺大腸がん検診 対象は40歳以上。

若松区役所総務企画課 ☎761・0039
時。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。
❸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。随時。
事前に＃が必要。
♦若松区役所で。＃❶は10日まで
（※は24日）
、❷は16日まで、❸は随
時、若松区役所
「高齢者・障害者相談」
コーナー☎751・4800へ。

子育て女性就職支援センター
の出張相談

働きたい女性の相談に、専門コー
ディネーターが応じます。8月24日㈫
10時10分 ～15時10分、子ども の 館
（黒崎駅西側、
コムシティ7階）
で。対象
は女性の求職者。定員4人。＃8月20
日までに福岡県子育て女性就職支援
センター☎533・6637へ。

女性スイミング教室
9月3日～11月19日の 毎 週 金 曜日
（全12回）10～12時、折尾スポーツセ
ンターで。対象は18歳以上の女性。
定員20人。参加費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17日までに同
施設（〒807-0874八幡西区大浦三丁
目9-1、
☎691・0812）
へ。
受診料500円。
❻前立腺がん検診 対象は50歳以
上の男性。受診料1000円。
❼骨粗しょう症検診 対象は18歳以
上。受診料1000円。
▶ＪＡ北九若松支店（大字払川）
＝9月
15日㈬。先着60人。
▶若松中央市民センター＝9月22日
㈬。先着65人。
❶～❼の♦13時30分～15時。
❽胃がん検診 胃部エックス線撮影
による検診。
▶若松中央市民センター＝9月2日㈭
9時30分～11時。対象は35歳以上。先

751・6274

北九州市スポーツ協会若松
管理事務所のスポーツ

レディース健康シェイプアップ 有酸
素運動や筋力トレーニングなど。9月6
日～11月29日のおおむね毎週月曜日
14時15分～15時45分。対象は18歳以
上の女性。定員20人。参加費6600円。
すこやか太極拳 初級太極拳と24式
太極拳。9月14日～12月7日のおおむ
ね毎週火曜日10～11時30分。対象は
18歳以上。定員20人。参加費5500円。
年長者健康教室 9月16日～12月9
日のおおむね毎週木曜日14時15分
～15時45分。対象は65歳以上（80歳
以上の初参加者は要相談）
。定員30
人。参加費3300円。
♦全12回。若松武道場（古前一
丁目）で。＃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16日までに同事務所（〒808-0062
古前一丁目1-1、☎761・1983）
へ。

●時間は24時間表記。
●時間は24時間表記。
●料金について記載のない催しは
●料金について記載のない催しは
入場無料
（参加無料）
。
入場無料
（参加無料）
。
●はがき・往復はがき・電子申請の
●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。
応募方法は11ページを参照。
＝申し込み ♥
＝問い合わせ
＃
＃＝申し込み
♥＝問い合わせ
＝共通の内容 ＊
＝市の担当課
♦
♦＝共通の内容
＊＝市の担当課
（電子申請）
＝ネット窓口
（電子申請）
￡
￡＝ネット窓口

市営バスのお盆ダイヤ
8月13日㈮～15日㈰は休日ダイヤ
です。♥ 交 通 局 営 業 推 進 課 ☎771・
8410へ。

8月の図書館だより

掛け金は年額1口500円（1人3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日までに自治会
へ。詳 細は交 通 共 済 事 務 局 ☎663・
1113へ。

休館日は毎週月曜日（9日を除く）と
10日㈫、
31日㈫。
若松図書館☎761・2942
健康促進講座「セルフリンパマッサー
ジ」 13日㈮・27日㈮の10～12時。各
日先着15人。
無料経営相談会 15日㈰・29日㈰の
10～17時。各日先着3人。
朗 読 教 室 21日 ㈯10～11時。先 着
15人。
大人のための読む・聴く・楽しむ朗
読教室 22日㈰10～12時。
先着20人。
科学実験教室 22日㈰14～16時。先
着15組。
こどものつどい 9月12日㈰14～15
時。先着10組。
島郷分館☎701・3991
子どもと母の読書会 5日㈭10～12
時。先着10人。
成人読書会 19日㈭10～12時。先着
10人。
♦＃3日から各施設へ。

着32人。受診料1000円（40歳以上は
900円）
。
❾乳がん検診 マンモグラフィ
（乳房
エックス線撮影）
による検診。
▶島郷出張所＝9月8日㈬。
▶青葉市民センター＝9月16日㈭。
▶若松中央市民センター＝9月27日㈪。
❾の♦13時30分～16時30分。対
象は40歳以上の女性で昨年度受診し
て い な い 人。先 着 各50人。受 診 料
1000円。
❶～❾の♦＃3日9時から集団検
診予約センター☎0570・783・077へ。
￡も可。

元気で長生き食卓相談 健康を考え
た食生活の相談に管理栄養士が応じ
ます。希望者には体組成測定あり。8
月19日 ㈭10、11、13、14時（ 各1人）
、
若松区役所で。対象は65歳以上。定
員4人。＃8月17日までに♥先へ。
子育て教室 子どもの事故と応急手
当と事故予防の話。9月9日㈭9時50
分 ～11時、若 松 区 役 所
で。対象は乳幼児と保護
者。母 子 健 康 手 帳 が 必
要。定員8人。＃8月17～
31日に♥先へ。右記から ▲申し込み
も申し込みができます。 はコチラ

交通共済の加入者を募集

注） 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。

北九州市印刷物登録番号 2105001F
広告の申し込みは㈱ホープ ☎〈092〉716・1404まで。 ※広告内容と北九州市とは直接関係ありません。

本紙は古紙パルプを
含む再生紙を使用し
ています。

