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2015（平成27）年3月15日申し込み方法（応募事項）は14面に募　集 催　し 講座・教室 講演会情報BOX

福岡市 検 索検 索
w＝日時、開催日、期間　t＝場所　e＝問い合わせ　☎＝電話　q＝ファクス　a＝対象　o＝定員　y＝料金、費用　s＝託児　p＝申し込み
n＝メール　m＝ホームページ　i＝開館時間　r＝休館日　　　　福岡市ホームページ http：//www.city.fukuoka.lg.jp/

夜間・休日急患診療 察471-0099q415-3113県救急医療情報センターは、
２４時間無休で病院を紹介しています。

　急患診療は、急病患者に対して応急処置を行うものですので、後日かかりつけの医療機関などで受診してください。曜日・時間帯によって、休日加算、時間外加算、深夜加算があります。

　※医療機関によっては、診療時に保険が利かない費用（特定療
養費など）が掛かる場合がありますので、各医療機関に問い合わ
せを。 ■「福岡市の救急医療」mhttp://kyu-kyu.city.fukuoka.lg.jp/

　※内科・小児科の受け付けについて、待ち人数などの診
療状況がホームページ（www.city.fukuoka.med.or.j 
p/Facilities/Facilities_００１.html）で確認できます。

察847－1099
内科、小児科空午後7時半～翌朝6時半平　日
内科、小児科空午後7時～翌朝7時半土曜日
内科、小児科、外科、産婦人科
　　　　　　　　空午前9時～翌朝7時半
眼科、耳鼻咽喉科空午前9時～午後１１時半

日・祝日

急患診療センター（早良区百道浜一丁目） 3月２１日祝 
福岡輝栄会病院（東区千早五丁目１１崖5） ☎681－3115
木村病院（博多区千代二丁目１３崖１９） ☎641－1966
千鳥橋病院（博多区千代五丁目１８崖1） ☎641－2761
広瀬病院（中央区渡辺通一丁目１２崖１１） ☎731－2345
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目6崖２５） ☎721－5252
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目５５崖１２） ☎883－2525
3月２２日日 
福岡山田病院（東区箱崎三丁目9崖２６） ☎641－1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目2崖７５） ☎608－0001
佐田病院（中央区渡辺通二丁目4崖２８） ☎781－6381
那珂川病院（南区向新町二丁目１７崖１７） ☎565－3531
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目6崖４５） ☎832－1100
西福岡病院（西区生の松原三丁目１８崖8） ☎881－1331
3月２９日日 
原三信病院（博多区大博町1崖8） ☎291－3434
友田病院（博多区諸岡四丁目２８崖２４） ☎591－8088
安藤病院（城南区別府一丁目2崖1） ☎831－6911
福岡記念病院（早良区西新一丁目1崖３５） ☎821－4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目１４崖１７） ☎891－1234
昭和病院（西区徳永大町９１１崖1） ☎807－8811

急患診療所（保健福祉センター）〈内科・小児科〉
　日・祝日の急患診療を次の各区保健福祉センター（保健
所）内の急患診療所で午前9時～午後4時半に行います。

　※乳幼児は、検査機器などが比較的充実した急患診療
センターでの受診をお願いします。

東区  察651－3835
博多区  察441－0020
南区  察541－3299

城南区  察831－7979
西区  察882－3145

　子どもの急な病気やけがなどについて、午後7時～翌
朝7時に、夜間電話相談を行っています。

小児救急医療電話相談
察♯8000 または 661－0771

　日・祝日の急患診療を歯科急患診療所（中央区大名一
丁目、県歯科医師会館内察・q752崖0648）で午前9時
～午後4時半に行います。

歯科急患診療所

3月１５日日 
貝塚病院（東区箱崎七丁目7崖２７） ☎632－3333
八木病院（東区馬出二丁目２１崖２５） ☎651－0022
木村病院（博多区千代二丁目１３崖１９） ☎641－1966
吉村病院（早良区西新三丁目１１崖２７） ☎841－0835
福西会病院（早良区野芥一丁目2崖３６） ☎861－2780
白十字病院（西区石丸三丁目2崖1） ☎891－2511

外科当番医（3月後半の日・祝日）

　※カレンダーの日程は、原則イベント開催日ですが、応募締め切り日などの場合もあります。ご注意ください。

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。 電話以外で申し込む場合は次の
●催し名など（コースも）
●氏名（ふりがな）
●電話番号  
●郵便番号・住所
●年齢
●小中学生は学校名・学年  

を書いてください。応募事項

●だれでも参加（申し込み）可
●応募多数のときは抽選

※往復はがきの場合は、返信用はがきに
　返送先を書いてください。!ボックス ※ご記入いただい

た個人情報は適切
に管理し、目的外
には使用しません。

申し込み方法
（応募事項）

講座・催しなどで、特に記載がないものは

内　容項　目期日

　①中級②初級。 $w$ ①午前１０時～正午②午後1
時～3時 $te$ 同ゴルフ場（博多区月隈3）☎・ $q$ 
５０４崖５３３３ $a$ 中学生以上（１８歳未満は保護者同
伴）。①は初級を１２回以上受講した人 $o$ 各先着２０
人 $y$ １,０００円 $p$ 電話かファクスで同ゴルフ場へ。

月隈パークゴルフ
場「はじめての人
のバラ育て方講
座」
 講座・教室 
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　福岡城の当時の姿をデジタル技術を用いて再
現したものをタブレット端末で見ながら、ガイ
ドと一緒に散策します。簡単なクイズで福岡の
歴史も学びます。 $w$ 午前１０時～正午 $t$ 集合は福
岡城むかし探訪館（中央区城内） $e$ 福岡観光コン
ベンションビューロー☎７３３崖５０５０ $q$ ７３３崖５０５５ $a$ 
小学生と保護者 $o$ 先着２０組４０人 $y$ 大人５００円、小
学生２００円 $p$ ファクスかメール（event崖bora@ 
welcome崖fukuoka.or.jp）に参加者全員の応募
事項と代表者名を書いて3月１９日までに問い合
わせ先へ。

親子で学ぶ福岡城
のひみつ！
 催　し 

　金星、木星と冬から春の星座を観察。実施の有
無については当日午後5時以降に電話で問い合
わせを。 $w$ 午後7時～9時 $te$ 背振少年自然の
家（早良区板屋）☎８０４崖６７７１ $q$ ８０４崖６７７２ $y$ 無料 $p$
 不要

せふり天文台　ス
ターウオッチング
 催　し 

　健康運動指導士 上野誠也氏の解説の下、スロ
ージョギングRを楽しみます。 $w$ 午前9時半～１１
時 $t$ アイランドシティ外周緑地（東区香椎照葉
1）他 $e$ 同会・中村☎０９０崖７７１５崖２４８７ $y$ 無料 $p$ 初
めて参加する人は電話で同会へ連絡を。

アイランドシティ
スロージョギング
を楽しむ会
 催　し 
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　自分らしい老後のため、大切にすべきことに
ついて話します。講師はケアマネジャーや理学
療法士など医療・介護・福祉の現場で働く専門
家、聞き手はフリーアナウンサーの上野敏子氏。 
$w$ 午後1時１５分～3時 $t$ 福岡国際会議場（博多区
石城町） $e$ 地域包括ケア推進課☎７１１崖４３７３ $q$ ７３３
崖５５８７ $o$ 先着１００人 $y$ 無料 $p$ 不要

地域包括ケアセミ
ナー「はばたく私
の再点検～医療介
護の専門家が伝え
るセカンドライフ
“わたし流”～」
 講座・教室 

デジタル技術で再現
された天守閣

内　容項　目期日

　リアルクローズ（日常着用できる実用的な服）
をテーマに、福岡発ブランドなどを発表するフ
ァッションイベント＝写真＝です。人気ゲスト
モデルが多数出演します。詳細はホームページ
（www.fukuoka崖asia崖collection.com/）に掲
載。 $w$ 午後1時から $t$ 福岡国際センター（博多区
築港本町） $e$ 同事務局☎８４４崖８８３７ $q$ ８４４崖８８３５ $y$ 
３,８００円から $p$ チケットぴあ、ローソンチケット
などでチケット発売中。売り切れの場合があり
ます。

福岡アジアコレク
ション（FACo）
２０１５ SPRING/ 
SUMMER
 催　し 
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　志賀島の農水産物（ワカメやヒジキ、魚の干
物、イチゴなど）を販売。 $w$ 午前9時半～午後3時
（商品が無くなり次第終了） $t$ 東区役所正面玄関
横（東区箱崎2） $e$ 志賀公民館☎６０３崖６７０６ $q$ ６０３崖
６１７２ $y$ 入場無料 $p$ 不要

東区役所で志賀島
ミニ産直市
 催　し  

3
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　着物の生地（古布）を使って端午の節句の「ミ
ニお飾り」を作ります。 $w$ 午前１１時、午後1時半
から（各1時間半） $te$ ボートレース福岡（中央
区那の津1）☎７７１崖６０６１ $q$ ７３２崖５４０５ $a$ 女性 $o$ 各
先着１０人 $y$ 無料（入場料別） $s$ あり、詳細は問い
合わせを $p$ 電話で問い合わせ先へ。

端午の節句・ミニ
お飾り作り
 講座・教室  

3
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　フランス料理店「プロヴァンス」（中央区赤坂
1）のランチコースと着物レンタルがセットにな
ったプログラム。舞鶴公園（中央区城内）で開催
中の「福岡城さくらまつり」を和装姿で楽しめま
す。男性用の着物もあり。 $w$ 3月２７日蝅～4月5
日蝀（3月３０日を除く）。ランチは午前１１時４５分～
午後1時半 $te$ 着物レンタルまゆの会（中央区
天神3）☎７３５崖１７５８ $q$ ７３５崖１７５９ $a$ 小学生以上 $o$ 
各日先着２０人 $y$ ６,５００円 $p$ 電話かファクスで希
望日の1週間前までに同会へ。2人から受け付
け。

福岡発着の体験・
まち歩きプログラ
ム「福たび」のツア
ー　「着物レンタ
ル&絶品フレンチ
ランチの贅沢（ぜ
いたく）時間」
 催　し 
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催　し はかた伝統工芸館の催し

　①「協和織工場 創業１００年展」。博多織の帯・小物の展示・販売②「～博多人形師 緒
方恵子作品展～『色とかたち、つなぐ想い』」。伝統的な美人ものや干支（えと）もの
などの作品を展示・販売③「博多人形師育成塾 発表会」。次世代を担う博多人形師の
育成を目的とした同塾の修了生たちが1年間かけて制作した作品を展示。 $w$ ①3月
１９日蝄～２２日蝀②3月２３日蝁～３０日蝁③3月３１日蝂～4月7日蝂いずれも午前１０時
～午後6時（入館は午後5時半まで、最終日は午後5時まで。水曜日休館） $te$ はか
た伝統工芸館（博多区上川端町）☎４０９崖５４５０ $q$ ４０９崖５４６０ $y$ 入場無料 $p$ 不要

講座・教室 南障がい者フレンドホームの教室

　休講日など詳細は問い合わせを。 $te$ 同ホーム（南区清水1）☎５４１崖５８５８ $q$ ５４１崖
５８５６ $a$ 市内に住む障がい者 $o$ ①②5人③１０人 $y$ ①月４００円程度②月３００円程度③無
料 $p$ 電話かファクス、来所で3月１５日～２８日に同ホームへ。

日時教室名
4／6～平成２９年3月の月曜日１０：００～１２：００①絵画
4／１４～平成２９年3月の第2・4火曜日１０：００～１２：００②陶芸
4／１８～来年3月１９日の第3土曜日１０：００～１２：００③川柳
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募　集 催　し 講座・教室 講演会

内　容項　目期日

　フリースクール・箱崎自由学舎えすぺらんさ
の設立１０周年記念イベント。パネリストは北九
州市立貴船小学校教諭の菊池省三氏、立花高等
学校校長の齋藤眞人氏、同学舎代表の小田哲也
氏。 $w$ 午後2時～3時半 $t$ ホテルセントラーザ博
多（博多区博多駅中央街） $e$ 箱崎自由学舎えすぺ
らんさ☎６４３崖８６１５ $q$ ６４３崖８６２５ $o$ 先着２００人 $y$ 無
料 $p$ 電話かファクス、メール（info@esperanza 
hp.jp）で3月２７日までに問い合わせ先へ。

設立１０周年記念企
画 パネルディスカ
ッション～未来へ
つなぐチカラ～
 催　し 
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 $w$ 3月２８日蝆、２９日蝀午前１０時～正午、午後1時
～3時 $t$ 貝塚公園（東区箱崎7） $e$ 東区維持管理
課☎６４５崖１０５８ $q$ ６３２崖８９９９ $o$ なし（整列者多数の
場合は受け付けを早めに締め切る場合あり） $y$ 
無料 $p$ 不要

貝塚公園内ブルー
トレイン・SL車両
の内部公開
 催　し 

 $w$ 3月２８日蝆午後4時～5時、３１日蝂午後2時～
3時、4月1日水午後7時～8時、3日金午前１１時
～正午、２２日水午後7時～8時、２４日金午後2時～
3時、２５日蝆午後4時半～5時半 $te$ アンスティ
チュ・フランセ九州（中央区大名2）☎７１２崖０９０４ $q$
 ７１２崖０９１６ $y$ 無料 $p$ 電話かメール（kyushu@ins 
titutfrancais.jp）に応募事項と希望日を書いて
問い合わせ先へ。

アンスティチュ・
フランセ九州 フラ
ンス語春季講座体
験レッスン
 講座・教室 

　①歴史散策と桜の名所巡り②着物で唐津街道
の町並みをそぞろ歩き（着付け・レンタルあり）。 
$w$ ①午前１０時～午後0時半②午後2時～4時 $t$ 
集合は①姪浜住吉神社②宮の前公会堂（いずれ
も西区姪の浜3） $e$ 唐津街道姪浜まちづくり協
議会事務局・大塚☎０９０崖７９２９崖７７５８ $q$ ８８２崖３８３１ $o$ 
先着①４０人②２０人 $y$ ①５００円②３,０００円（着物を着
て来る場合は１,０００円） $p$ はがき（〒８１９崖００１３ 西
区愛宕浜2崖3崖2崖６０１）、ファクス、メール（ottu崖
masa@iwk.bbiq.jp）で3月２５日（必着）までに同
事務局へ。

唐津街道姪浜 景観
歴史発掘ガイドツ
アー
 催　し 

　じゃんけん大会、バルーンアート作り実演（無
料）の他、ヒツジ・ヤギ・ウサギと触れ合うことも
できます。フリーマーケット（先着１５区画、使用
料５００円）、農産物などの販売もあり。 $w$ 午前１０時
～午後3時 $te$ 同農園（博多区立花寺2）☎５８７崖
０８８１ $q$ ５８７崖０８８３ $y$ 入場無料 $p$ フリーマーケット
の出店申し込みは電話で3月１５日午前１０時以降
に同農園へ。

立花寺緑地リフレ
ッシュ農園「桜ま
つり」
 催　し 
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　健康運動指導士によるウオーキングの基本講
座、実技など。小雨中止。 $w$ 午前１０時～正午 $te$ 
同公園（西区飯盛）☎８１１崖５６２５ $q$ ８１１崖０５４９ $o$ 先着
３０人 $y$ 無料 $p$ 電話か来所で同公園へ。

西部運動公園「1日
ウオーキング教
室」
 講座・教室 

　JR博多駅から「福岡城さくらまつり」「おおほ
りまつり」を巡り、桜と福岡の文化を楽しみなが
ら地下鉄大濠公園駅まで歩きます。 $w$ 午前8時
半～午後3時 $t$ 出発はJR博多駅博多口 $e$ JR博
多駅☎４３１崖０２０２ $q$ ４５１崖８９４２ $y$ 無料 $p$ 不要

駅長おすすめの
JR九州ウオーキ
ング「さくら三昧 
博多まち歩き」
 催　し 

光福寺

内　容項　目期日

　キッチン用品など身近なもので打楽器を作
り、リズムを楽しみます。指導は九州交響楽団の
森洋太氏。同氏の演奏も聴けます。 $w$ 午前１０時半
から $t$ 九州大学大橋キャンパス（南区塩原4） $e$ 
九州大学大学院芸術工学府HME育成プログラ
ム・青野☎０８０崖５５９７崖２５５５ $a$ 4～9歳と保護者 $y$ 
無料 $p$ 電話かメール（hme.kitchen@gmail. 
com）に参加者全員の応募事項とメールアドレ
スを書いて問い合わせ先へ。

キッチンパーカッ
ションvol.2～つ
くってたたいてお
とあそび～
 催　し 

 
3
29
擾

　テーマは「最期まで家で生きる 地域で支える
在宅ホスピス」。在宅医療に関する講演や相談対
応など。 $w$ 午後1時～4時半 $t$ アクロス福岡2階
（中央区天神1） $e$ 緩和ケア支援センターコミュ
ニティ☎８３４崖６７４１ $y$ 無料 $p$ 不要

在宅ホスピスフェ
スタ
 催　し 

　生ごみ堆肥の作り方と堆肥を使った菜園作り
①里芋とショウガの植え付け、ニンジンの間引
きと肥料のやり方②大根とゴボウの手入れ、白
瓜とカボチャの植え付けなどを学びます。 $w$ 4
月①4日蝆午後1時半～3時半②１６日蝄午前１０時
～１１時４０分 $t$ クリーンパーク・東部敷地内（東区
蒲田1） $e$ 循環生活研究所☎４０５崖５２１７ $q$ ４０５崖
５９５１ $a$ 市内に住む人 $o$ 各３０人 $y$ 無料 $p$ 電話か
はがき（〒８１１崖０２０１東区三苫4崖4崖２７）、ファクス
に応募事項と希望日を書いて①3月２８日②4月9
日（いずれも必着）までに同研究所へ。

生ごみ堆肥を使っ
た菜園講座
 講座・教室  

4
4
穣

　①障がいのある人も参加しやすいユニバーサ
ル茶会②（新）茶道講座（表千家・初級）。 $w$ ①4月
4日蝆午後2時～3時半②4月１２日、5月１０日、6
月１４日、7月１２日、8月9日の日曜日（全5回）午後
3時半～5時半 $te$ 同園（中央区平尾3）☎・ $q$ 
５２４崖８２６４ $a$ ①不問②初心者 $o$ 先着①１５人②１０人 
$y$ ①１,５００円②1万円 $p$ 電話で同園へ。

松風園の催し
 催　し 

　①若年性認知症の人と介護家族の交流や情報
交換②認知症介護家族の交流や情報交換。 $w$ 4月
①4日蝆午前１０時～午後0時半②8日水午後1時
～4時 $t$ ふくふくプラザ（中央区荒戸3） $e$ 認知
症の人と家族の会☎・ $q$ ７７１崖８５９５ $y$ 無料 $p$ 電話か
ファクスに応募事項と希望日を書いて同会へ。

若年性認知症の人
と介護家族のつど
い・認知症介護者
のつどい
 催　し 

間引き作業

催　し 全国健康福祉祭（ねんりんピック）福岡市予選会

　１０月１７日蝆～２０日蝂に山口県で開催される同大会のゴルフ部門に参加するため
の予選会。 $w$ 4月１４日蝂午前9時から $t$ セブンミリオンカントリークラブ（早良区
小笠木） $e$ 渇ねんりんピックについて＝全国健康福祉祭参加事業福岡市実行委員
会☎７１３崖１３４０ $q$ ７１３崖０１５７渇予選会について＝同カントリークラブ☎８０４崖７０００ $q$ 
８０４崖５１５１ $a$ 市内に住む６０歳以上 $y$ 1万１,９８３円（キャディー・昼食・土産付き） $p$ 電話
で4月4日までに同カントリークラブへ。

講座・教室 市民体育館の教室

 $te$ 同体育館（博多区東公園）☎６４１崖９１３５ $q$ ６４１崖９１３９ $p$ 往復はがき（〒８１２崖００４５博
多区東公園8崖2）に応募事項と性別、希望教室（スイミングは希望時間も記入）を書
いて3月１５日～３１日（必着）に同体育館へ。来所の場合は返信用はがきを持参の上、
同体育館へ。　【からだキレイ　ピラティス（前期）】 $w$ 4月２１日～7月7日の火曜日
（5月5日、１９日を除く。全１０回）午後1時半～3時 $a$ １８歳以上 $o$ ２５人 $y$ ６,３００円【放課
後スイミング①・②】クロールが苦手な小学生を対象に指導します。 $w$ 4月２１日～
7月7日の火曜日（5月5日、１９日を除く。全１０回）①午後5時～6時②午後6時～7時 
$a$ クロールで２５㍍を泳げない新小学2～6年生 $o$ 各１８人 $y$ ６,０００円

講座・教室 雁の巣レクリエーションセンターの教室

 $te$ 同センター（東区奈多）☎６０６崖３４５８ $q$ ６０７崖９０５７　【雁の巣レクリエーションセ
ンターテニス教室】 $w$ 4月１４日～5月２６日の火曜日（5月5日を除く。全6回）午前１０
時～正午 $a$ 初心者 $o$ １６人 $y$ ３,０００円 $p$ 往復はがき（〒８１１崖０２０４東区奈多１３０２崖５３）か
ファクスで4月6日（必着）までに同センターへ【ホークスキッズベースボールスク
ール】福岡ソフトバンクホークス公認コーチが指導します。 $w$ 4月6日～来年3月
２８日の月曜日（祝日、１２月２８日を除く。全４４回）①午後4時～5時②午後5時１０分～6
時４０分 $a$ ①4歳～未就学児②小学1～3年生 $o$ 各先着２０人 $y$ ①月５,４００円②月６,４８０
円 $p$ 電話（☎８４７崖８９５１。平日午前１０時～午後3時）かファクス（ $q$ ８４７崖８９４８）、メール
（kids崖school@hawks崖npo.jp）でホークスジュニアアカデミーへ。
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申し込み方法（応募事項）は14面に募　集 催　し 講座・教室 講演会

内　容項　目期日

　桧原桜のエピソードを題材にした作品。 $w$ 4
月4日蝆、5日蝀午後1時、6時から（5日は午後1
時の回のみ） $t$ 南市民センター（南区塩原2） $e$ 
博多よかたい☎０９０崖１９２９崖８６６１ $q$ ４８３崖５２８０ $o$ 各
先着８００人 $y$ 前売り３,０００円、当日３,８００円、団体割
引（2人以上）３,３００円 $p$ 電話で問い合わせ先へ。

博多よかたいプレ
ゼンツ「ひばるの
桜」演劇公演
 催　し 

 
4
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 $w$ ①午前１０時～１０時４５分②１１時～１１時４５分③正
午～午後1時④午後1時１５分～2時１５分 $t$ リバ
ティスカッシュコート（博多区石城町） $e$ 市スカ
ッシュ協会☎２８２崖９３３６ $q$ ２６３崖６４０１ $a$ 市内に住む
①②小学生③④中学生～１８歳 $o$ 各先着8人 $y$ 無
料 $p$ ファクスかメール（info@sq崖liberty.jp）で
3月２７日までに同協会へ。

ジュニア・スカッ
シュ体験教室
 講座・教室  

4
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　犬の手入れやしつけ相談、犬猫の譲渡相談、犬
との触れ合い体験など。犬の同伴可。雨天の場合
は内容変更あり。 $w$ 午前１０時～午後2時 $te$ ふ
くおか動物相談室（西区内浜1）☎８９１崖１２３１ $q$ ８９１
崖１２５９ $y$ 無料 $p$ 不要

わんにゃんよかイ
ベント in ふくお
か動物相談室
 催　し 

　①はじめてコース②初中級コース③中級会話
コース。休講日など詳細は問い合わせを。 $w$ 4月
6日月～6月３０日蝂の①原則毎週火曜日（全１２
回）②原則毎週月曜日（全１２回）③木曜日（毎月2
回で全6回）①②午後6時半～8時③午後7時～
8時半 $t$ グリーンビル（博多区博多駅前4） $e$ 同
協会事務局☎４７６崖２１５３ $q$ ４７６崖２６３４ $o$ 各先着１０人 
$y$ 1万８,０００円（①②はテキスト代別） $p$ 電話で同
協会事務局へ。

福岡日伊協会 春季
イタリア語教室
 講座・教室  

4
7
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　マンションを管理するための総会の実演、弁
護士の熊谷靖夫氏による「総会運営を巡る判例
の解説」。 $w$ 午後1時半～4時半 $t$ 天神ビル１１階
（中央区天神2） $e$ 福岡マンション管理組合連合
会☎７５２崖１５５５ $q$ ７５２崖３６９９ $a$ マンション管理組合
役員、区分所有者など $o$ 先着１８０人 $y$ 無料 $p$ 電
話かファクス、メール（fukukan＠fukukan. 
net）で同連合会へ。

福管連・総会の正
しい開き方セミナ
ー
 講座・教室 
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内　容項　目期日

　花の産地である北崎地区の花を使ったフラワ
ーアレンジメント教室。 $w$ 午前１０時半、１１時半、
午後1時から（各1時間程度） $t$ 警固公園（中央区
天神2） $e$ 福博花しるべ実行委員会事務局（みど
り推進課内）☎７１１崖４４２４ $q$ ７３３崖５５９０ $a$ 小学生以
上 $o$ 各先着１０人 $y$ １,５００円 $p$ ファクスかメール
（midorisuishin.HUPB@city.fukuoka.lg.jp）
に応募事項（ファクス番号・メールアドレスも記
入）と希望時間を書いて3月２３日正午までに同事
務局へ。

お花の学校北崎キ
ャンパス～福博花
しるべガーデニン
グショー分校～
 講座・教室 

 
4
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　「さくらさくら」「花」「春の小川」などのコーラ
ス。 $w$ 午後2時～3時 $te$ 友泉亭公園（城南区友
泉亭）☎・ $q$ ７１１崖０４１５ $o$ 先着３０人程度 $y$ 無料（入
園料別） $p$ 不要

女声合唱コンサー
ト「いちごハーモ
ニー」
 催　し 
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　①基礎クラス②会話クラス。 $w$ ①4月１３日～7
月6日の月曜日（5月4日を除く。全１２回）午後7
時１５分～8時４５分②4月１６日～7月2日の木曜日
（全１２回）午後6時２０分～7時５０分 $t$ ①九州学士
会（中央区天神2 天神ビル8階）②カフェWATA 
SI（中央区天神4 天神4丁目ビル2階） $e$ 同協会・
原田☎８２１崖５０８８ $q$ ７３４崖１１８６ $o$ 各先着３０人 $y$ 1万
５,０００円、学生1万４,０００円（①はテキスト代別） 
 $p$ 電話で同協会へ。開講日に各会場でも受け付
け。

福岡日仏協会 フラ
ンス語講習会
 講座・教室  

4
13
条

花
の
プ
ー
ド
ル

講座・教室 城南障がい者フレンドホームの教室

 $te$ 同ホーム（城南区南片江2）☎８６１崖１１８０ $q$ ８６１崖１１２３ $a$ 市内に住む障がい者 $p$ 電
話かファクス、来所で3月２４日までに同ホームへ。

費用定員日時教室名

１,０８０円１６人4／4～来年3／１９の第1・3土曜日
（8／１５、来年1／2を除く。全２２回）１４：３０～１５：３０華道

無料３０人4／5～来年3／２７の日曜日（第5日曜日、6／２８、 
来年3／２０を除く。全４６回）１０：３０～１２：００音楽

月３００円各9人

4／8～来年3／２３の第2・4水曜日
（9／２３、１２／２３を除く。全２２回）１０：００～１２：００

陶芸
4／１５～来年3／１６の第1・3水曜日
（5／6を除く。全２２回）１０：００～１２：００

月４００円１２人4／9～来年3／２４の第2・4木曜日
（8／１３、来年2／１１を除く。全２２回）１０：００～１２：００はがき絵

１,０００円１０人4／１０～来年3／２５の第2・4金曜日
（8／１４、１０／２３を除く。全２２回）１０：００～１２：００基礎からイラスト

実費１０人4／１６～来年3／１７の第1・3木曜日
（全２３回）１０：００～１１：３０書道

実費１５人4／１６～来年3／１７の第1・3木曜日
（全２３回）１３：００～１４：３０ペン習字

２,４００円１２人4／１７～来年3／１８の第1・3金曜日
（来年1／1を除く。全２２回）１３：００～１５：００

デジカメ&パソコ
ンアート

講座・教室 早良障がい者フレンドホームの教室

 $te$ 同ホーム（早良区百道浜1）☎８４７崖２７６１ $q$ ８４７崖２７６３ $y$ 無料 $p$ 電話か来所で3月
１５日～３１日に同ホームへ。

対象・定員日時教室名
市内に住む中途の脳損傷
による障がい者、１５人

4／２１～来年3／１５の第1・3火曜日（5／5、１１
／3を除く。全２１回）１０：００～１１：００フィットネス

市内に住む股関節障がい
者、１５人

4／２１～来年3／１５の第1・3火曜日（5／5、１１
／3を除く。全２１回）１１：００～１２：００ピラティス

市内に住む中途の脳損傷
による障がい者、２１人

4／１６～来年3／１７の木曜日（月3～4回で全
４０回）１０：００～１２：３０

リハビリ（卓球
・パソコン）

催　し 4月の中央児童会館事業

 $e$ 同会館☎・ $q$ ７４１崖３５５１　一部の催しで持参物（③上履き⑥バスタオルなど床に敷
けるもの）が必要。 $t$ ①②コミセンわじろ（東区和白丘1）③渇9日＝中央体育館（中
央区赤坂2）渇１６日＝南体育館（南区塩原2）渇２３日＝博多体育館（博多区山王1）渇
２８日＝コミセンわじろ渇３０日＝城南体育館（城南区別府6）④東市民センター（東区
香住ケ丘1）⑤アミカス（南区高宮3）⑥早良体育館（早良区四箇6）⑦中央市民セン
ター（中央区赤坂2） $y$ ①②③④⑥⑦無料⑤１００円（部品代別） $p$ ①②③⑥不要④⑤
⑦4月1日以降に電話で同会館へ（④⑦は当日会場でも受け付け）。

対象・定員日時催し名

幼児と保護者・各先着２０組程度4／7蝂１０：３０～１１：１０、
１１：２０～１２：００①出前じどうかん

幼児と保護者・定員なし4／7蝂１０：３０～１２：００②じどうかいかん　お手玉あ
そび

2歳以上の幼児と保護者・定員
なし

4／9蝄、１６蝄、２３蝄、２８
蝂、３０蝄１０：００～１２：００

③じどうかんがやってくる
（館外活動）

幼児と保護者・先着２０組程度4／１７金１０：３０～１１：３０④ミニミニじどうかん（人形
劇など）

おもちゃの修理を希望する幼
児と保護者、小学生・先着１５人
程度（1人1個）

4／１９蝀１０：００～１４：００⑤じどうかいかんのおもちゃ
の病院

1人で歩けない赤ちゃんと保
護者・定員なし4／２１蝂１０：３０～１１：３０⑥あかちゃんといっしょ

幼児と保護者・先着２０組程度4／２２水１０：００～１２：００⑦木育（もくいく）おもちゃの
ひろば
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募　集 催　し 講座・教室 講演会

内　容項　目期日

 $w$ 4月１５日～１２月9日の水曜日（月1回で全9回）
午後2時～4時 $t$ ふくふくプラザ（中央区荒戸
3） $e$ 市障がい者スポーツ協会☎７８１崖０５６１ $q$ ７８１
崖０５６５ $a$ 市内に住む障がいのある１８歳以上 $o$ ３０
人 $y$ ５００円 $p$ 3月１３日からホームページ（www. 
suporeku崖fuku.com/）に掲載、さん・さんプラ
ザ（南区清水1）、情報プラザ（市役所1階）などで
配布する申込書を郵送かファクス、メール、持参
で3月１８日～4月8日（必着）に同協会へ。ファク
ス・メールは送信後に電話連絡が必要。

障がい者ダーツ教
室
 講座・教室  

4
15
浄

　①禅寺と能楽殿（住吉神社）を巡り、こだわり
の酒屋で旨酒（うまさけ）の飲み比べ②ぐるっと
巡る博多のスイーツどころ（試食あり）。 $w$ ①4
月１５日蝃、１６日蝄、１７日蝅②4月１７日蝅、１８日土、
１９日蝀、２０日蝁、２１日蝂いずれも午後1時半～3
時半 $t$ 集合は①JR博多駅博多口1階大時計下②
櫛田神社手水舎横待合所（博多区上川端町） $e$ 博
多区地域振興課☎４１９崖１０１２ $q$ ４３４崖００５３ $o$ いずれ
も各日先着１０人 $y$ 各１,５００円 $p$ 電話で同課へ。

博多ガイドの会　
おいしい春まち歩
き
 催　し 

　①シニア卓球教室②初級バドミントン教室。 
$w$ 4月１６日～6月１８日の原則毎週木曜日（6月第
1週のみ水曜日。いずれも全１０回）①午後1時半
～3時②午後6時半～8時半 $te$ 同体育館（中央
区薬院4）☎５２４崖３９０６ $q$ ５２４崖３９１１ $a$ ①４５歳以上②
１８歳以上の初級者 $o$ ①２０人②３０人 $y$ 各７,０００円 
$p$ 往復はがき（〒８１０崖００２２中央区薬院4崖１４崖1）
に応募事項と希望教室を書いて3月３１日（必着）
までに同体育館へ。

九電記念体育館の
教室
 講座・教室  

4
16
状

博
多
ガ
イ
ド

の
会
ロ
ゴ
マ

ー
ク

内　容項　目期日

 $w$ 4月１８日～１０月１０日の土曜日（月1回で全7
回）9時半～正午 $t$ 西南杜（もり）の湖畔公園（城
南区七隈6） $e$ 市障がい者スポーツ協会☎７８１崖
０５６１ $q$ ７８１崖０５６５ $a$ 市内か近郊に住む知的障がい
のある中学生以上（チームでの参加も可） $o$ ３０人 
$y$ 1人５００円 $p$ 3月１３日からホームページ
（www.suporeku崖fuku.com/）に掲載、さん・さ
んプラザ（南区清水1）、情報プラザ（市役所1階）
などで配布する申込書を郵送かファクス、メー
ル、持参で3月１８日～4月8日（必着）に同協会へ。
ファクス・メールは送信後に電話連絡が必要。

障がい者ソフトボ
ール教室
 講座・教室  

4
18
穣

　ホスピスに対する理解を深め、カウンセリン
グスキルを身に付けます。募集要項など詳細は
問い合わせを。 $w$ 4月１８日土～来年3月１２日土の
間（全１２回）午前9時４５分～午後0時４５分 $t$ あい
あいセンター（中央区長浜1） $e$ 市民ホスピス・
福岡☎・ $q$ ５７３崖１８４８（電話は月・水・金曜日午後1
時～5時） $o$ 先着１００人 $y$ 3万５,０００円 $p$ 電話で申
込書を請求の上、郵送かファクス、メールで4月
7日（消印有効）までに問い合わせ先へ。

市民ホスピス・カ
ウンセリング講座
・基礎講座
 講座・教室 

　①興徳寺、小戸大神宮＝写真、脇地区の元寇防
塁など②九大伊都キャンパス内遺跡、八坂神社、
瓜尾貝塚などを巡ります。 $w$ 4月①１８日土②１９
日蝀午前9時半～午後3時 $t$ 集合は①地下鉄姪
浜駅南口②JR九大学研都市駅 $e$ 西区歴史よか
とこ案内人事務局・中川☎０９０崖５４７２崖５５０７ $q$ ８８４崖
３２３２ $y$ ３００円 $p$ はがき（〒８１９崖００１３西区愛宕浜2
崖1崖6崖７０２）で希望日の4日前（必着）までに同事
務局へ。

西区の史跡案内
 催　し 

 $w$ 4月２３日～7月３０日の木曜日（全１５回）午後0
時４０分～1時４０分 $te$ 同体育館（早良区百道2）
☎８５１崖４５５０ $q$ ８５１崖５５５１ $a$ 1～3歳児と保護者 $o$ 
２０組 $y$ 1組７,３００円 $p$ 往復はがき（〒８１４崖０００６早
良区百道2崖3崖１５）に参加者全員の応募事項を書
いて3月１５日～３１日（必着）に同体育館へ。来所の
場合は返信用はがきを持参。

ももち体育館「親
子ヨガ教室Ⅰ期」
 講座・教室  

4
23
状

　参加者は6月２１日蝀開催の福岡都市圏障がい
者ボウリング大会と来年2月２０日土、２１日蝀開催
予定の全国障がい者ボウリング大会に出場しま
す。 $w$ 4月２５日～来年3月5日の土曜日（月1回で
全１２回）午後2時～4時 $t$ 博多スターレーン（博
多区博多駅東1） $e$ 市障がい者スポーツ協会☎
７８１崖０５６１ $q$ ７８１崖０５６５ $a$ 市内に住む障がいのある
中学生以上 $o$ ２０人 $y$ ６,０００円（大会参加費別） $p$ 
3月１３日からホームページ（www.suporeku崖
fuku.com/）に掲載、さん・さんプラザ（南区清水
1）、情報プラザ（市役所1階）などで配布する申
込書を郵送かファクス、メール、持参で3月１８日
～4月8日（必着）に同協会へ。ファクス・メール
は送信後に電話連絡が必要。

障がい者ボウリン
グ教室
 講座・教室  

4
25
穣

講座・教室 西障がい者フレンドホームの教室

 $te$ 同ホーム（西区内浜1）☎８８３崖７０１７ $q$ ８８３崖７０３７ $p$ 電話かファクス、来所で3月３０
日までに同ホームへ。

費用対象・定員日時教室名

実費市内に住む脳損傷による
障がい者、各5人

4／１５蝃、２２蝃、5／１３～来年3／
１６の第1～3水曜日（全３４回）
①②１０：００～１２：００③１３：００～ 
１５：００

リハビリ　①失語
症のコミュニケー
ション②マクラメ
（手芸）③パソコン

月２００円市内に住む障がい者で陶
芸初心者、5人

4／１７～来年3／１８の金曜日（第
5週、8／１４、来年1／1を除く。
全４３回）１０：００～１２：００

陶芸

無料市内に住む小学4年～中
学生の障がい児、１２人

4／１８～来年3／１９の第3土曜日
（全１２回）１０：１５～１１：３０

シュタイナー教育
に基づくこども絵
画創作

実費市内に住む脳損傷による
障がい者、5人

4／２３～来年3／２４の第4木曜日
（8／２７を除く。全１１回）
１０：００～１２：３０

作業療法士と作る
ヘルシー料理教室

月２００円市内に住む障がい者、7人
4／２４～来年3／１１の第2・4金
曜日（8月を除く。全２０回）
１３：３０～１５：３０

水墨画

無料
市内に住む障がい児（①5
歳児②小学1・2年生③小
学3～6年生）、各１０人

4／２５～来年3／１２の第2・4土
曜日（全２２回）
①１１：００～１２：００②１３：００～１４：００
③１４：００～１５：００

こどもダンス

無料市内に住む脳損傷による
障がい者、１０人

4／２８～来年3／２２の第2・4火
曜日（9／２２を除く。全２２回）
１０：００～１１：３０

健康マット体操

無料市内に住む脳損傷による
障がい者、１０人

4／３０蝄、5／１４～来年3／１０の
第2木曜日（8／１３、来年2／１１を
除く。全１０回）１０：００～１２：００

理学療法士による
体力づくり教室

無料
市内に住む①脳損傷によ
る障がい者②障がい者、各
１０人

5／7～来年3／１７の第1・3木曜
日（全２２回）①１０：００～１２：００②
１３：３０～１５：００

ヨガストレッチ

北九州の情報をお知らせします
福北連携コーナー

国指定重要文化財 旧松本家住宅 春の特別公開
　アール・ヌーボー様式のデザインが特徴の旧松本家住宅を特別公開。普段は公
開していない建物内部と国内外から集められた家具・調度品を見ることができ
ます。ミニコンサートも開催。 $w$ 4月２６日蝀午前１０時～午後5時（入館は午後4時
まで） $t$ 旧松本家住宅（北九州市戸畑区一枝） $e$ 戸畑区総務企画課☎０９３崖８７１崖
１５０１ $q$ ０９３崖８７１崖４８０７ $o$ １,０００人 $y$ 無料 $p$ 往復はがき（〒８０４崖８５１０戸畑区千防1崖1
崖1）に代表者の応募事項と参加人数を書いて3月３１日（必着）までに同課へ。 
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募　集 催　し 講座・教室 講演会
お知らせ 申し込み方法（応募事項）は14面に

ホストファミリー登録説明会 
　外国人に日本の生活を体験する機
会を提供するボランティア家庭の登
録説明会。 $w$ 4月１９日蝀午後2時～3
時 $te$ レインボープラザ（中央区天
神1 イムズ8階）☎７３３崖２２２０ $q$ ７３３崖
２２１５ $a$ 福岡都市圏に住む日本人家
庭 $o$ ２０人 $p$ 電話かファクス、メール
（hostfamily@rainbowfia.or.jp）で
4月１２日までに同プラザへ。
新青果市場の関連事業者（飲食 
店など）を公募します 
　平成２８年2月上旬に開場予定の市
中央卸売市場新青果市場に入居する
関連事業者を公募します。詳細は3
月１６日から青果市場（博多区那珂
6）、情報プラザ（市役所1階）などで
配布する募集要項か市ホームページ
で確認を。 $e$ 新青果市場担当☎４１１崖
３６５９ $q$ ４１１崖３６５７

専修学校などの奨励生を募集 
　平成２６年度中に中学校・高校を卒
業するか高校を退学し、今年4月に
専修学校（高等課程、一般課程、修業
年限2年未満の専門課程）か各種学
校（1年以上の課程）に入学した人
（県指定の対象校・学科に限る）に、月
額3万円（専門課程は5万３,０００円）と
入校支度金１０万円を貸し付けます
（返還が必要）。申し込み方法など詳
細は問い合わせを。【対象】市内に住
む人（所得要件あり）。連帯保証人が
必要【受付期間】4月1日蝃～１７日蝅。
 $e$ 地域施策課☎７１１崖４２５３ $q$ ７３３崖
５８６３
福岡アジア美術館ミュージアム 
ショップの運営事業者を募集 
 $e$ 同館管理課☎２６３崖１１００ $q$ ２６３崖
１１０５　店舗の規模は５９.９１平方洲。営
業時間は午前１０時～午後8時。応募
には説明会への参加が必要です。詳
細は応募要項で確認するか問い合わ
せを。【応募要項の配布】3月１０日～5
月7日に同課（博多区下川端町）で
【説明会】5月１２日蝂午後2時から。参
加希望者は応募要項を確認の上、フ
ァクスかメールで5月8日午後5時
までに同課へ申し込みを。

固定資産税の縦覧 
　納税者が所有する土地・家屋の評
価額を同一区内の他の土地・家屋の
評価額と比較することができます。
納税者本人であることが確認できる
ものを持参してください。代理人の
場合は委任状が必要です。 $w$ 4月1
日蝃～３０日蝄午前8時４５分～午後5
時１５分 $te$ 資産所在地の各区課税
課

福祉・高齢者乗車券交通用福祉 
ＩＣカードは大切に保管を 
 $e$ 各区福祉・介護保険課　これまで
に交付したＩＣカードは繰り返し使
います。残高が無くなっても大切に
保管してください。ＩＣカードを紛
失した場合は、作成費用の一部負担
金として、助成額から５００円減額にな
りますのでご注意を。なお、平成２６年
度の乗車券は9月３０日まで交付して
います。対象は市に住民登録がある
満７０歳以上（誕生日の前日から申請
可）で、福祉乗車券は次のいずれかの
手帳を持つ人渇身体障害者手帳渇療
育手帳渇精神障害者保健福祉手帳渇
戦傷病者手帳渇被爆者健康手帳。高
齢者乗車券は平成２６年度介護保険料
所得段階区分が1～6の人。4月から
の申請は交付額が減額になります。
まだ申請をしていない人は本人の印
鑑、本人を確認できるもの（手帳な
ど）、ＩＣカード（これまで交付を受
けた人）を持参して、住所地の各区同
課へ。
大規模小売店舗立地法による 
届け出と縦覧 
　縦覧期間中は、市に意見書を提出
できます。【縦覧期間】6月9日蝂ま
で【縦覧場所・問い合わせ先】渇3月
３１日まで＝経済観光文化局政策調整
課（市役所１４階）☎７１１崖４２６５ $q$ ７３３崖
５５９３、県中小企業振興課（県庁7階）。
渇4月1日から＝経営支援課（博多
区博多駅前2 福岡商工会議所2階）
☎４４１崖２０２７ $q$ ４４１崖３２１１、県中小企業
振興課（県庁7階）

市奉仕銀行配分金の受け取り 
団体を募集 
　【配分限度額】渇備品購入＝上限２５
万円渇事業費＝上限5万円（新規事
業のみ）。対象事業に係る経費の1割
以上は自己負担。 $e$ 市社会福祉協議
会総務課☎７５１崖１１２１ $q$ ７５１崖１５０９ $a$ 
市内に活動拠点を有し社会福祉分野
に携わる当事者団体等で次の全ての
要件を満たす団体など。渇活動実績
が1年以上ある渇法人格を持たない
団体など。またはNPO法人渇構成員
および利用者の3分の2以上が福岡
都市圏に住む渇平成２４～２６年度に本
事業の配分を受けておらず、平成２５
～２７年度に共同募金の配分を受けて
いない（受ける予定がない） $p$ ホー
ムページ（www.fukuoka崖shakyo. 
or.jp/）に掲載、同課（中央区荒戸3）
で配布する申込書を4月３０日までに
同課へ持参。

届出日内容名称（所在地）

1月6日変更ボックスタウン箱崎
（東区箱崎四丁目）

内　容項　目期日

　参加者は１０月4日蝀開催の市障がい者スポー
ツ大会に出場します。 $w$ 4月２５日～来年2月１３日
の土曜日（8月を除く月1回で全１０回）午前１０時
～正午 $t$ 平和台陸上競技場（中央区城内） $e$ 市障
がい者スポーツ協会☎７８１崖０５６１ $q$ ７８１崖０５６５ $a$ 市
内に住む障がいのある中学生以上 $o$ ３０人 $y$ ５００
円 $p$ 3月１３日からホームページ（www.supore 
ku崖fuku.com/）に掲載、さん・さんプラザ（南区
清水1）、情報プラザ（市役所1階）などで配布す
る申込書を郵送かファクス、メール、持参で3月
１８日～4月8日（必着）に同協会へ。ファクス・メ
ールは送信後に電話連絡が必要。

障がい者ランニン
グ教室
 講座・教室  

4
25
穣

　五ケ山ダムの見学やタケノコ掘り体験＝写
真、露天風呂入浴など。集合・解散は市水道局（博
多区博多駅前1）。 $w$ 午前8時４０分～午後5時 $t$ 
佐賀県吉野ケ里町 $e$ 流域連携課☎４８３崖３１９４ $q$ 
４８３崖３２５２ $a$ 市内に住む小・中学生と保護者 $o$ ４０
人 $y$ 大人１,０００円、中学生以下５００円 $p$ はがき（〒
８１２崖００１１博多区博多駅前1崖２８崖１５）かファクス、
メール（ryuiki.WB@city.fukuoka.lg.jp）に参加
者全員の応募事項を書いて4月5日（必着）まで
に同課へ。

吉野ケ里でタケノ
コ掘り隊！～五ケ
山ダム水源地を訪
ねて～
 催　し 

 $w$ 午前１０時半～正午 $t$ エルガーラ大ホール（中
央区天神1） $e$ 家庭倫理の会福岡市・坂井☎０９０崖
３４１４崖８８２７ $q$ ４１８崖３５３９ $o$ 先着５００人 $y$ １,０００円 $s$ 
あり、無料（要事前申し込み） $p$ 電話かファクス
で問い合わせ先へ。

家庭倫理講演会
「生きぬく力」
 講演会  

4
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　クラスは①初級②中級③上級。定員や休講日
など詳細は問い合わせを。 $w$ 5月1日蝅～7月３１
日蝅の間の①月・水曜日②火・木曜日③金曜日
（いずれも全１２回）午後6時半～8時 $t$ 博多座・西
銀ビル（博多区下川端町） $e$ 同協会☎４７６崖２１５５ $q$ 
４７６崖２６３４ $y$ 2万円 $p$ 電話で同協会へ。先着順。

福岡日英協会 英会
話教室
 講座・教室  

5
1
畳

　歯の寿命を延ばし、健康で豊かな人生を送る
ことを目標としたコンクールを実施します。①
親子部門②高齢者部門で募集。 $w$ 渇審査会＝5
月１６日土午後2時から $t$  $e$ 市歯科医師会（中央
区大名1）☎７８１崖６３２１ $q$ ７８１崖６５１２ $a$ 市内に住む
①3歳児（4月1日現在）と保護者で虫歯（治療
歯）のない2人1組②７５歳以上で歯が２８本以上あ
る人 $p$ はがき（〒８１０崖００４１中央区大名1崖１２崖４３）
に参加者全員の応募事項と生年月日、性別を書
いて4月4日（必着）までに同会へ。

よい歯のコンクー
ル
 募　集  

5
16
穣

審査風景

催　し 花畑園芸公園の催し

 $te$ 同公園（南区柏原7）☎５６５崖５１１４ $q$ ５６５崖３７５４　【桜とアーモンドの花まつり】3
月２８日土、２９日蝀はステージでの大正琴やオヤジバンドなどの演奏。期間中の土・
日曜日は弁当・ビールなどの出店あり。期間中は植木販売を行います。 $w$ 3月２０日
蝅～4月5日蝀（期間中は休園日なし）午前9時～午後5時 $y$ 入場無料 $p$ 不要【園芸
講座「ナス・キュウリ・トマトなどの作り方」】 $w$ 4月7日蝂、8日蝃午後1時半～3時
半 $o$ 各先着７０人 $y$ 無料 $p$ 電話で3月３１日以降に同公園へ。

市観光案内ボランティアのま 
ち歩き参加費を改定します 
　4月1日以降の観光案内につきま
しては、参加者1人に付き５００円（た
だし1～3人の場合は２,０００円）です。 
$e$ 福岡観光コンベンションビュー
ロー☎７３３崖５０５０ $q$ ７３３崖５０５５

お知らせ
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JICAボランティア春募集「体 
験談＆説明会」 
　4月1日～5月１１日に募集を行う
青年海外協力隊、日系社会青年ボラ
ンティア、シニア海外ボランティア
の活動紹介、個別相談など。詳細はホ
ームページ（www.jica.go.jp/）で確
認を。【日時・場所】渇3月２８日蝆午後
2時から＝TKP博多駅前シティセン
ター8階（博多区博多駅前3）渇4月
8日蝃午後6時半から＝アクロス福
岡6階（中央区天神1）渇4月9日蝄
午後7時から、4月１９日蝀午前１０時、
午後2時半から＝天神ビル１１階（中
央区天神2） $e$ JICAデスク福岡（福
岡よかトピア国際交流財団内）☎７３３
崖５６３８ $q$ ７３３崖５６３５ $y$ 無料 $p$ 不要
児童扶養手当・特別児童扶養手 
当制度があります 
　【児童扶養手当】父母の離婚や死亡
などで父または母と生計を同じくし
ていない児童や、父または母に重度
の障がいがある児童について手当を

支給します。対象は１８歳に達する日
以降の最初の3月３１日までの児童
（障がい児は２０歳未満）【特別児童扶
養手当】身体または精神に障がいが
ある２０歳未満の児童（障がいを支給
事由とする公的年金を受給できる児
童、児童福祉施設などに入所してい
る児童を除く）を監護している父母
か、父母に代わって養育している人
に手当を支給します（どちらも所得
制限あり）。詳細は問い合わせを。 $e$ 
各区子育て支援課
国民健康保険・後期高齢者はりき 
ゅう受療証の更新をしてください 
 $e$ 各区保険年金課、西部出張所保険
年金係　現在利用中の受療証の有効
期限は3月３１日までです。新しい受
療証が必要な人は平成２７年度の国民
健康保険証か後期高齢者医療被保険
者証と平成２６年度はりきゅう受療証
（持っている人のみ）を持参の上、住
所地の各区同課（西部出張所同係）で
申請を。

特別支援教育支援員（臨時的任 
用職員）を募集 
 $e$ 発達教育センター☎８４５崖００１５ $q$ 
８４５崖００２５　市立の幼稚園、小・中・高
等学校で、障がいのある児童生徒に
対する学校（園）生活の支援や学習活
動のサポートを行います。任用期間
や勤務時間など詳細は募集案内で確
認を。【募集案内・申込書の配布】3月
１３日から同センター（中央区地行浜
2）、情報プラザ（市役所1階）、各区
情報コーナーなどで。市ホームペー
ジにも掲載【申し込み】募集案内か市
ホームページで募集校などを確認の
上、申込書を3月２４日までに希望す
る学校（園）へ持参。

職業訓練協会の講座 
 $t$ ①ダイキン工業 福岡研修所（粕屋
郡志免町）②③④⑤同協会（東区千早
5） $e$ 同協会☎６７１崖６８３１ $q$ ６７２崖２１３３ 
$p$ 電話で3月①②１６日③④１７日⑤１８
日午前9時以降に同協会へ。
【①エアコン点検・洗浄講習】
 $w$ 4月２６日蝀、5月9日蝆、１０日蝀（全
3回）午前9時～午後5時 $o$ 先着２５人 
$y$ 2万８,０００円

【②ファイナンシャル・プランナー
（FP）2級直前対策講習】
 $w$ 

△

学科＝5月9日蝆

△

実技＝１０日
蝀午前9時～午後5時 $a$ 2級受験予
定者（実技はFP協会での受験者の
み） $o$ 各先着２０人 $y$ 学科・実技1万
４,０００円、学科のみ８,０００円、実技のみ
７,０００円
【③パソコン「ワード」講習】
 $w$ 5月１１日蝁～２２日蝅の月～金曜日
（全１０回）午前１０時～午後0時半 $a$ パ
ソコン初心者 $o$ 先着１５人 $y$ 2万円
【④パソコン「エクセル」講習】
 $w$ 5月１１日蝁～２２日蝅の月～金曜日
（全１０回）午後1時半～4時半 $a$ 文字
入力、マウス操作ができる人 $o$ 先着
１５人 $y$ 2万３,０００円
【⑤第二種電気工事士（学科）直前講
習】
 $w$ 5月１６日蝆、１７日蝀、２４日蝀（全3
回）午前9時～午後5時 $a$ 学科試験
受験予定者 $o$ 先着２０人 $y$ 2万円（テ
キストは各自持参）

しごと

国民健康保険証を郵送します 
 $e$ 各区保険年金課、西部出張所保険
年金係　4月からの新しい国民健康
保険証を3月下旬に郵送します。保
険料の未納がある場合は住所地の各
区同課（西部出張所同係）で有効期限
が短い保険証や資格証明書を交付す
ることがあります。なお、７５歳以上の
人が加入する後期高齢者医療制度の
保険証は7月下旬に郵送します。
自己搬入ごみの全数検査と不 
適物搬入への不利益処分開始 
 $e$ 環境局管理課☎７１１崖４３１６ $q$ ７３３崖
５５９９　処理施設にごみを自己搬入す
る際の搬入物検査を4月1日から、
原則として全ての搬入者に対して実
施します。搬入時は職員が誘導・案内
をしますので、協力をお願いします。
また、7月1日からは自己搬入時の
不適物搬入に対して期間を定めた受
け入れ拒否処分などを行います。不
適物搬入が度重なると処分の対象と
なることがありますのでご注意くだ
さい。内容・手続きなど詳細は市ホー
ムページで確認を。
母子（父子）家庭に修学資金を 
貸し付けます 
　母子（父子）家庭の児童（寡婦が扶
養する子どもなどを含む）が高校な
どに進学する際、学費などの支払い
が困難な場合に修学資金を貸し付け
ます（所得制限あり）。貸付限度額は
高校・高専・大学など学校の種類によ
り異なります。詳細は問い合わせを。
 $e$ 各区子育て支援課家庭児童相談
室 $p$ 4月1日～３０日に同相談室へ必
要書類を持参。
筑後川流域などで環境保全活 
動を行う団体を支援します 
 $e$ 福岡都市圏広域行政事業組合事
務局☎７３３崖５００４ $q$ ７３３崖５００５　筑後川
流域（有明海を含む）での環境保全活
動を支援します。【対象】所在地が福
岡都市圏にある非営利活動団体【補
助限度額】渇森林の育成や保全活動
および森林に関する環境教育活動
=４０万円渇河川や海等の清掃活動、
環境教育活動、水質保全活動など＝
３０万円 $p$ 同事務局に電話で請求し
た申請書を郵送か持参で4月２０日
（必着）までに同事務局へ。

市メールマガジンに登録しま 
せんか 
　市では、イベントやごみ収集日、国
際交流、NPO・ボランティア、防災情
報など、役に立つさまざまな情報を
メールでお知らせするサービスを提
供しています。詳細は市ホームペー
ジ（「福岡市 メールマガジン一覧」で
検索）へ。 $e$ 広報課☎７１１崖４０１６ $q$ ７３２
崖１３５８
就学困難な児童・生徒を援助し 
ます 
　経済的な理由で、国・県・市立の小・
中学校への就学が困難な児童・生徒
の保護者に、給食費・学用品費・修学
旅行費などを援助します。対象は生
活保護に準ずる程度に困窮している
と認められる、次のいずれかの条件
に該当する人渇生活保護の廃止、停
止を受けたが、なお経済的に困窮し
ている渇市民税が非課税または減免
の適用を受けている渇国民年金また
は国民健康保険の保険料の全額減免
を受けている渇職業安定所登録の日
雇い労働者である。または、生活福祉
資金貸付制度による貸し付けを受け
ている渇一人親家庭などで児童扶養
手当法に基づく児童扶養手当を支給
されている渇市民税所得割額が本市
で定める基準以下である渇その他の
特別な事情により、前年に比べて収
入が減少し、基準以下の状態にある
と認められる。詳細は問い合わせを。
 $e$ 各学校、教育支援課☎７１１崖４６９３ $q$ 
７３３崖５７８０
高等学校等就学支援金制度が 
あります 
　昨年4月以降の高校等への入学者
を対象に就学支援金を支給します。
国公私立を問いません。市町村民税
所得割額が３０万４,２００円（年収９１０万
円程度）未満の世帯＜保護者（親権
者）の合算＞が対象です。制度の概要
はホームページ（www.mext.go.j 
p/）で確認を。【支給申請に必要なも
の】渇申請書渇市民税所得割額が確
認できる書類（特別徴収税額の決定・
変更通知書、納税通知書、課税証明書
などのいずれか）。課税証明書の発行
については、手数料、本人確認・委任
状なども必要になります。また、年度
当初は窓口が混雑します。課税証明
書は郵送での請求も可能です（市税
証明郵送請求センター）。 $e$ 渇制度
について＝県財務課☎６４３崖３８６６ $q$ 
６４３崖３９２７、県私学振興課☎６４３崖３１３０ 
$q$ ６４３崖３１３５渇課税証明書などについ
て＝各区課税課渇課税証明書の郵送
請求について＝市税証明郵送請求セ
ンター☎７１１崖４４９１

お知らせ
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施設の情報相談しごと

全国一斉特設電話相談「シニア 
の悩み１１０番」 
　年金や遺産、相続、介護など高齢者
が抱える悩みや問題について、シニ
アライフアドバイザーが電話で相談
に応じます。【相談電話】☎７３８崖４８３２
または７３８崖０６１６。 $w$ 3月２８日蝆、２９日
蝀午前１０時～午後5時 $e$ 九州シニア
ライフアドバイザー・末積（すえず
み）☎０９０崖２０８５崖０５８７ $y$ 無料 $p$ 不要

母子訪問指導・乳幼児健診に従事 
する助産師または保健師を募集 
 $e$ こども発達支援課☎７１１崖４１７８ $q$ 
７３３崖５５３４　資格や募集人数など詳細
は問い合わせを。【申し込み】電話で
詳細を確認の上、必要書類を郵送か
持参で同課へ。

市直営工事作業嘱託員を募集 
 $e$ 道路下水道局総務課☎７１１崖４５０３ 
$q$ ７３３崖５５９６　道路や下水道、河川の
維持補修業務に従事。資格や募集人
数など詳細は募集案内で確認を。【任
用期間】6月1日～平成２８年3月３１日
【募集案内・申込書の配布】3月１３日
から同課（市役所6階）、情報プラザ
（同1階）、各区情報コーナーで。市ホ
ームページにも掲載【申し込み】申込

書を郵送か持参で3月２７日（消印有
効）までに同課へ。

県警察官を募集 
　詳細は県警察本部、各警察署で配
布中の募集案内か、ホームページ（w 
ww.police.pref.fukuoka.jp/）で確
認を。【受付期間】4月1日～２０日【試
験日・会場】5月１０日蝀九州産業大学
（東区松香台2）。 $e$ 県警採用センタ
ー☎・ $q$ ６２２崖０７００
国税専門官（大学卒業程度）を 
募集 
　ホームページ（www.nta.go.jp/）
に募集内容を掲載。【インターネット
申込期間】4月1日～１３日【郵送・持参
申込期間】4月1日、2日（消印有効）。 
$e$ 福岡国税局人事第2課☎４１１崖

００３１、各税務署
留守家庭子ども会補助支援員 
の登録者を募集 
 $e$ 放課後こども育成課☎７１１崖４６６２ 
$q$ ７３３崖５７３６　市内の小学校内に設
置する同会で、入会児童の育成・支援
を行う職員の補助業務に従事。【活動
時間】原則、月～土曜日午後1時半～
7時のうち、各留守家庭子ども会運
営委員会が指定する日時（希望の期
間・時間帯がある場合は履歴書に明
記）【謝礼】1時間９５０円【申し込み】封
筒の表に「補助支援員登録希望」と朱
書きし、児童の育成指導歴や関連す
る免許の保有状況を書いた写真付き
の履歴書を同封して、郵送（〒８１０崖
８６２０住所不要、同課宛て）か持参で同
課（市役所１３階）へ。随時受け付け。

相談

休日＆ナイト健診（総合健診）
 $w$ ①～⑧4月5日蝀、１１日蝆、１２日
蝀、１５日蝃、１９日蝀、２６日蝀⑨4月２６
日蝀いずれも午前9時～１０時（水曜
日は午後6時～7時）⑩4月２６日蝀午
前１０時～１１時 $a$ 市内に住む人（①は
市国民健康保険加入者） $y$ 一部減免
あり $p$ 電話で同センターへ。

健康づくりサポートセンター（あいれふ4階）

〒８１０崖００７３ 中央区舞鶴2崖5崖1　☎751崖2806  $q$ 751崖2572
 $i$ 午前9時～午後5時  $m$ www.kenkou-support.jp/

費用対象年齢内容

５００円４０～７４歳①よかドック

５００円３０～３９歳②よかドック３０

６００円３５歳以上③胃透視検査

１,８００円４０歳以上④胃内視鏡検査

１,３００円４０～４９歳⑤乳がん検診
（女性医師が実施） １,０００円５０歳以上

４００円２０歳以上⑥子宮頸（けい）がん
検診 

５００円４０歳以上⑦大腸がん検診
５００円４０歳以上肺がん・結核検診

⑧
７００円５０歳以上喀痰（かくたん）細

胞診検査
５００円４０歳以上⑨骨粗しょう症検査
１,０００円崖⑩歯周病予防検診

　※託児は3カ月～小学3年生、５００円
（希望日の4日前までに要予約）。
　※【女性医師DAY】4月１１日蝆、１９日蝀
は①②⑤⑥の健（検）診を女性医師およ
び女性技師が行います。

「町家どんたくパレード隊」の参加者
を募集
　博多どんたく港まつりに参加する
「町家どんたくパレード隊」＝写真＝
の参加者を募集。中学生以下は保護
者同伴。スケジュールなど詳細は問
い合わせを。 $w$ 5月4日蝈午後1時～
3時に受け付け $o$ 先着１００人 $y$ 渇法
被付き＝３,５００円渇法被レンタル＝
２,０００円（いずれもしゃもじ・手拭い
付き）、中学生以下無料（じゃもじ付
き） $p$ 電話かファクス、メール（furu 
satokan@hakatamachiya.com）
に代表者の応募事項（携帯電話番号
も記入）とメールアドレスまたはフ

ァクス番号、参加者全員の氏名、希望
する料金プラン（３,５００円か２,０００円ま
たは中学生以下であることを明記）
を書いて同館へ。来所でも受け付け。

「博多町家」ふるさと館

〒８１２崖００３９ 博多区冷泉町6崖１０　☎281崖7761  $q$ 281崖7762
 $i$ 午前１０時～午後6時（入館は午後5時半まで）  $r$ １２月２９日～１２月３１日

アミカス市民グループ活動支援事業
の参加グループを募集
　男女共同参画を推進する市民グル
ープを支援。募集区分はイベント部
門（①補助金あり②補助金なし）。応
募要件など詳細は募集要項かホーム
ページで確認を。 $p$ 3月１５日からア
ミカス、情報プラザ（市役所1階）、各
区情報コーナー、各市民センターな
どで配布する募集要項内の申請書に
必要書類を添えて①4月1日～5月
３１日②4月1日～１１月３０日にアミカ
スへ持参。申請書はホームページか

アミカス（男女共同参画推進センター）

〒８１５崖００８３ 南区高宮3崖3崖1　☎526崖3755  $q$ 526崖3766
 $n$ amikas@city.fukuoka.lg.jp  $m$ http://amikas.city.fukuoka.lg.jp/
 $i$ 午前9時半～午後9時半（日・祝休日は午後5時まで）
 $r$ 毎月第2・最終火曜（祝休日のときは翌平日）

らもダウンロードできます。
アミカス日本語クラス
　日本に来たばかりの人から上級者
まで、レベルに合わせて日本語を学
べます。 $w$ 毎週月曜日午前１０時１５分
～１１時４５分 $e$ アミカス日本語クラ
ス☎・ $q$ ６７１崖１１０８ $a$ 市内に住む外国
人 $y$ 月１,０００円（入会金１,０００円） $s$ 6
カ月～就学前、無料 $p$ 電話かファク
スでアミカス日本語クラスへ。随時
受け付け。

　※以下の教室の申し込みは電話で
同施設へ。ホームページでも受け付
け。

スウィングロボ工作教室
 $w$ 3月２５日蝃、２６日蝄午前１０時１０分、
午後2時１０分から（各1時間） $a$ 新小
学生 $o$ 各先着２０人 $y$ ２,０００円
風力発電＆LEDエコライダー工作
教室
　風力発電でライダーがペダルをこ
ぎ、LED（発光ダイオード）ライトが
点灯するロボットを作ります。 $w$ 3
月２５日蝃、２６日蝄午前１１時４０分～午

ロボスクエア

〒８１４崖０００１ 早良区百道浜2崖3崖2　TNC放送会館2階　☎821崖4100  $q$ 821崖4110
 $m$ http://robosquare.city.fukuoka.lg.jp/
 $i$ 午前9時半～午後6時  $r$ 第2水曜日（1、7、8、１２月は開館）

後0時５５分 $a$ 新小学生 $o$ 各先着２０人 
$y$ １,５００円
親子電子「AMラジオ」工作教室
　ハンダ付けを練習し、ラジオを作
ります。 $w$ 3月２８日蝆午前１０時～午
後2時半 $a$ 小学3年～中学生と保護
者 $o$ 各先着２０組４０人 $y$ 1組２,０００円
巨大バトルロボットショー
　昨年のロボットバトル大会優勝の
「グレートキングカイザーZ」と準優
勝の「風神」が福岡に初登場します。 
$w$ 3月２８日蝆、２９日蝀午前１１時、午後
1時、3時から（各1時間。２８日は午後
のみ） $y$ 無料 $p$ 不要
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さくらのクイズラリー（花苗付き）
 $w$ 3月２９日蝀午後1時～3時（受け付
けは午後1時～2時半） $o$ 先着５０人 
$y$ 無料（入園料別） $p$ 不要
押し花教室受講者作品展
 $w$ 4月1日蝃～１２日蝀 $y$ 無料（入園
料別）
セントポーリア展
 $w$ 4月3日蝅～5日蝀 $y$ 無料（入園料
別）
春の茶会（①裏千家②南坊流）
 $w$ 4月①4日蝆②5日蝀午前１０時半
～午後3時 $o$ 各先着２００人 $y$ ３００円
（入園料別） $p$ 不要

植　物　園

〒８１０崖００３３ 中央区小笹5崖1崖1　☎522崖3210  $q$ 522崖3275
 $m$ http://botanical崖garden.city.fukuoka.lg.jp/
 $i$ 午前9時～午後5時（入園は午後4時半まで）  $r$ 月曜（祝休日のときは翌平日）

　※以下の申し込みは往復はがきか
ファクスで開催日の１４日前（必着）ま
でに同園へ。ホームページでも受け
付け。
園芸講座～写真基礎講座～
 $w$ 4月１５日、5月１３日、6月3日の水
曜日（全3回）午後1時半～3時半 $o$ 
３０人 $y$ ６００円程度（入園料別）
園芸講座～プチ盆栽づくり～
 $w$ 4月１６日蝄午後1時半～3時半 $o$ 
２０人 $y$ ２,５００円（入園料別）
春の野鳥観察会
 $w$ 4月１９日蝀午前１０時～午後0時半 
$o$ ５０人 $y$ 無料（入園料別）

集積　Accumulation
　現代美術の特徴の一つともいえ
る、「モノ」を寄せ集め、積み重ねた作
品を展示します。 $w$ 4月１４日蝂～6
月7日蝀 $y$ 一般
２００円、高大生１５０
円、中学生以下無
料

市美術館

〒８１０崖００５１ 中央区大濠公園1崖6
☎714崖6051  $q$ 714崖6145
 $i$ 午前9時半～午後5時半（入館は午後5
時まで）  $r$ 月曜（祝休日のときは翌平日）

草間弥生「夏1」１９８５年

林権澤監督と韓国映画
望夫石（１１）　族譜（2）1日蝃
曼陀羅（１１）　キルソドム（2）2日蝄
シバジ（１１）　開闢（2）3日蝅
酔画仙（１１）　春香伝（2）4日蝆
族譜（１１）　キルソドム（2）5日蝀
下流人生（１１）　酔画仙（2）8日蝃
望夫石（１１）　曼陀羅（2）9日蝄
荷馬車（１１）　春香伝（2）１０日蝅
シバジ（１１）　開闢（2）１１日蝆
成春香（１１）　下流人生（2）１２日蝀
帰らざる海兵（１１）　馬鹿たちの行進（2）１５日蝃
ハンネの昇天（１１）　長雨（2）１６日蝄

総合図書館映像ホール・シネラ4月上映スケジュール

　題名の横のかっこは開始時間。（１０：３０）=午前１０時半、
（１１）＝午前１１時、（１１：３０）=午前１１時半、（1）=午後1時、
（2）=午後2時、（3：３０）=午後3時半、（4）＝午後4時、（4：
３０）=午後4時半、（6）＝午後6時、（6：３０）＝午後6時半。
料金など詳細は問い合わせを。

馬鹿たちの行進（１１）　 成春香（2） １７日蝅
荷馬車（１１）　 帰らざる海兵（2）１８日蝆
ハンネの昇天（１１） 　長雨（2）１９日蝀

ぴあフィルムフェスティバル in 福岡
小さな庭園、他（1）　乱波、他（4）　
彼は月へ行った、他（6：３０）２４日蝅

還るばしょ、他（１０：３０）　ガンバレとか
うるせぇ、他（1）　ひこうき雲、他（3：
３０）　ようこそワンピース体験へ！（6）

２５日蝆

ネオ桃太郎、他（１１：３０）　流れる、他（2）
ナイアガラ、他（4：３０）２６日蝀

総合図書館

〒８１４崖０００１ 早良区百道浜3崖7崖1　☎852崖0600  $q$ 852崖0609
 $i$ 午前１０時～午後7時（日・祝休日は午後6時まで）  $r$ 月曜（祝休日のときは翌平日）、月末

　※平成２８年3月末に閉館します。

プラネタリウム一般投映春番組「ほ
しぞら動物園～小さな王と宝物～」
　春休み期間中（3月２５日～4月5
日）の月～金曜日は土曜日と同じ時
間に投映します。 $w$ 開催中～5月２４
日蝀（5月5日を除く）渇火～金曜日
＝午後3時５０分渇土曜日＝午前１１時
１０分、午後1時半、2時４０分、3時５０分
渇日・祝日＝午前１０時、１１時１０分、午
後1時半、2時４０分、3時５０分 $o$ 各先
着１１９人 $y$ 一般２００円、高校生１５０円、
中学生以下無料（要整理券） $p$ 各投

少年科学文化会館

〒８１０崖００７３ 中央区舞鶴2崖5崖２７　☎771崖8861  $q$ 771崖8863
 $m$ www.city.fukuoka.lg.jp/shobun/ $i$ 午前9時～午後5時  $r$ 月曜（祝休日
のときは翌平日）、月末（土、日、月、祝休日のときは翌平日）

映の１０分前から観
覧券および整理券
を販売・配布。

てづくり教室
　「牛乳パックひこうき」など。教材
に限りあり。 $w$ 3月２１日蝈午後1時
～3時半 $a$ 幼児と保護者、小・中学生 
$y$ 各コーナー５０～１００円程度 $p$ 不要

プラネタリウム 一般投映
春番組リーフレット

　※以下の申し込みは電話かファク
ス、来所で同センターへ。

すぐに役立つ介護1日講座
　「高齢者疑似体験」「食事について」
「車いすの介助」など。 $w$ 4月7日蝂
午前１０時～午後4時半 $o$ 先着３０人 $y$ 
無料
知っておきたい介護保険
　「介護保険制度について」「介護保
険サービスについて」「介護保険で安
心・安全な住まい」など、介護保険へ
の理解を深め、活用方法を学びます。 
$w$ 4月9日～３０日の木曜日午後2時
～4時 $o$ 各先着４０人 $y$ 無料

介護実習普及センター（ふくふくプラザ３階）

〒８１０崖００６２  中央区荒戸3崖3崖３９　☎731崖8100  $q$ 731崖5361
 $i$ 午前１０時～午後6時  $r$ 第3火曜

自助具製作教室
　眼鏡など手元にあると便利な物を
入れられる「ベッド・車いす用小物入
れ」を作ります。 $w$ 4月１１日蝆午後1
時～4時 $o$ 先着１０人 $y$ １００円
やさしい身体の動かし方
　「ベッドの上で動いてみよう」「ベ
ッドから起きあがろう」など。 $w$ 4月
１３日～２７日の月曜日午後2時～4時 
$o$ 各先着２５人 $y$ 無料
めざそう健康生活「お口の健康づく
り」
　虫歯・歯周病などの体への影響と
予防について学びます。 $w$ 4月２８日
蝂午後2時～4時 $o$ 先着３５人 $y$ 無料

4月の催し
　一部講座で材料の持参が必要。 $a$ 
市内に住むか通勤・通学する人 $o$ ①
１０人②③１５人④１２人⑤⑥⑦各先着6
人 $p$ ①～④往復はがきかファクス
で3月①②③２４日④２７日（いずれも
必着）までに同施設へ⑤⑥⑦電話か
ファクスで希望日の前日までに同施
設へ。

西部3Rステーション（リサイクルプラザ）

〒８１９崖０１６２ 西区今宿青木１０４３崖2　☎882崖3190  $q$ 882崖4580
 $i$ 午前１０時～午後5時  $r$ 月曜（祝休日のときは翌平日）

費用催し名・日時

１,０００円
①衣類のリフォーム教室　
4月1日～6月１７日の水曜日（全
１２回）１３:００～１６:００

５００円
②帯からボストンバッグ作り　
4月2日蝄、１６日蝄、３０日蝄（全3
回）１３:００～１６:００

５００円
③衣類のリフォーム（ロングベ
スト作り）　4月3日～２４日の金
曜日（全4回）１３：００～１６：００

１,５００円
④パッチワーク教室　4月１４日
～7月１４日の原則毎週火曜日
（全１２回）１３:００～１６：００

無料
⑤廃木材を利用したフォトスタ
ンド作り　毎週土曜日、１０:３０～
１１：３０の間の３０分程度

無料
⑥ボタン de スタンプ作り　
毎週土・日曜日、１０：３０～１５：３０の
間の３０分程度

無料
⑦革や布を使ったストラップ作
り　毎週日曜日と祝日、１３：３０～
１５：００の間の３０分程度

　※以下の申し込みは往復はがきに
参加者全員の応募事項と実施日を書
いて同施設へ。ホームページでも受
け付け。
春の油山　自然かんさつハイキング
 $w$ 4月１２日蝀午前１０時～午後1時 $o$ 
１００人 $y$ １００円 $p$ 4月2日（必着）まで
に同施設へ。
春の油山　ファミリー登山
 $w$ 4月１８日蝆午前9時半～午後2時 
$o$ ５０組 $y$ 1人１００円 $p$ 4月8日（必
着）までに同施設へ。
春の親子オリエンテーリング大会
　自然に親しみながら、地図を読み、
コンパスを使って行う徒歩競争＝写

油山市民の森・自然観察の森

〒８１１崖１３５５ 南区桧原８５５崖4　☎871崖6969  $q$ 871崖6909
 $i$ 午前9時～午後6時  $m$ www.shimi-mori.com/

真。 $w$ 4月１９日蝀午前9時半～午後2
時 $a$ 幼児～中学生を含む家族など
（家族連れ以外も参加可） $o$ ２００人 $y$ 
1人２００円（別途1グループ１００円が必
要） $p$ 4月１３日（必着）までに同施設
へ。

4月の催し
　定員や申し込み方法など詳細は問
い合わせを。一部講座で材料の持参
が必要。 $a$ 市内に住む人（①中学生
以下と保護者⑨販売業者を除く２０歳
以上⑪小学生以下）

臨海3Rステーション（リサイクルプラザ）

〒８１２崖００５１ 東区箱崎ふ頭4崖１３崖４２　☎642崖4641  $q$ 642崖4598
 $i$ 午前１０時～午後5時  $r$ 月曜（祝休日のときは翌平日）

５００円⑤エコクッキング　
１６日蝄１０:００～１３:００

無料⑥菜園相談会（生ごみリサイク
ル）　１６日蝄１３:３０～１５:００

１００円⑦リサイクル石けん作り　
１８日蝆１０:３０～１２:００

５００円⑧高織で裂き織り　
２２日蝃、２４日蝅１０:３０～１５:００

１,０００円⑨フリーマーケットの出店　
２６日蝀１０：３０～１３：３０

無料
⑩おもちゃの病院（子ども向け
おもちゃ対象）　
２６日蝀１０：００～１４：００

無料⑪のびのび図工教室　廃材工作
２６日蝀１０：００～１５：００

費用催し名・日時

無料
①親子体験　藍の植え付け、綿
を使って遊んでみよう　
5日蝀１０:００～１２:００

２００円②綿の糸紡ぎ講座　
8日蝃１３：００～１５：００

２００円③古布でぞうり作り　
１１日蝆１０：３０～１５：００

無料④雑紙で折り紙　折り紙こいの
ぼり　１１日蝆１３：３０～１５：００

市民防災の日イベント
　親子で消防はしご車試乗＝写真＝
（午前１０時１５分、午後1時１５分から抽
選。4～１２歳と保護者2人1組。子ど
も2人での参加も
可。各１５組）、シー
サイドももちスタ
ンプラリ崖、ミニミ
ニ消防車試乗な
ど。 $w$ 3月２２日蝀
午前9時半～午後
5時 $y$ 無料 $p$ 不要

市民防災センター

〒８１４崖０００１ 早良区百道浜1崖3崖3
☎847崖5990  $q$ 847崖5970
 $i$ 午前9時半～午後5時（入館は午
後4時半まで）  $r$ 月曜（祝休日のと
きは翌平日）、毎月最終火曜
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