
15 ふくおか市政だより2015（平成27）年５月１日 申し込み方法（応募事項）は15面に募　集 催　し 講座・教室 講演会 情報BOX
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/ 福岡市 検 索検 索

　※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

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。

5月5日祝 
福岡山田病院（東区箱崎三丁目9崖２６） ☎641－1100
友田病院（博多区諸岡四丁目２８崖２４） ☎591－8088
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目6崖２５） ☎721－5252
那珂川病院（南区向新町二丁目１７崖１７） ☎565－3531
安藤病院（城南区別府一丁目2崖1） ☎831－6911
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目１４崖１７） ☎891－1234
5月6日休 
福岡和白病院（東区和白丘二丁目2崖７５） ☎608－0001
原三信病院（博多区大博町1崖8） ☎291－3434
秋本病院（中央区警固一丁目8崖3） ☎771－6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目1崖３５） ☎821－4731
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目6崖４５） ☎832－1100
昭和病院（西区徳永大町９１１崖1） ☎807－8811
5月１０日日 
八木病院（東区馬出二丁目２１崖２５） ☎651－0022
福岡和白病院（東区和白丘二丁目2崖７５） ☎608－0001
木村病院（博多区千代二丁目１３崖１９） ☎641－1966
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目8崖5） ☎831－6031
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

5月3日祝 
八木病院（東区馬出二丁目２１崖２５） ☎651－0022
福岡和白病院（東区和白丘二丁目2崖７５） ☎608－0001
木村病院（博多区千代二丁目１３崖１９） ☎641－1966
広瀬病院（中央区渡辺通一丁目１２崖１１） ☎731－2345
福岡記念病院（早良区西新一丁目1崖３５） ☎821－4731
西福岡病院（西区生の松原三丁目１８崖8） ☎881－1331
5月4日祝 
福岡輝栄会病院（東区千早五丁目１１崖5） ☎681－3115
千鳥橋病院（博多区千代五丁目１８崖1） ☎641－2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目4崖２８） ☎781－6381
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
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目５５崖１２） ☎883－2525

外科当番医（５月前半の日・祝日）
　※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）

　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

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

■「福岡市の救急医療」mhttp://kyu-kyu.city.fukuoka.lg.jp/

内　容項　目期日

　全国のがん専門相談員によるがん相談コーナ
ーを設置します（午前１０時～午後3時）。ポスタ
ー、パネルなども設置。 $w$ 5月3日蝈、4日蝈 $t$ 警
固公園（中央区天神2）、エルガーラ・パサージュ
広場（中央区天神1） $e$ 同センター（九州がんセ
ンター内）☎５４１崖８１００ $q$ ５４１崖３３９０ $y$ 無料 $p$ 不要

がん相談支援セン
ターを市民に知っ
てもらうための啓
発活動
 催　し 

 
5
3
常

　福岡タワー＝写真＝の通常開放していない非
常階段を登ります。参加者にはドリンクサービ
スや参加賞あり。5月5日蝈は中学生以下の参加
者にクリアファイルもプレゼント。荒天時中止。 
$w$ 5月3日蝈、4日蝈、5日蝈午前9時半、１１時半、
午後2時、4時から $te$ 福岡タワー（早良区百道
浜2）☎８２３崖０２３４ $q$ ８２２崖４６５６ $o$ 各回先着３００人 $y$ 
高校生以上５００円、小・中学生３００円、4歳以上１００
円、６５歳以上３００円 $p$ 不要。当日タワー北側広場
で受け付け。

超ウルトラ階段の
ぼり大会
 催　し 

　季節の花苗を販売。 $w$ 午前9時半～午後3時 
$te$ 西南杜（もり）の湖畔公園（城南区七隈6）☎
・ $q$ ８６３崖７９２９ $y$ 入場無料 $p$ 不要

花市場
 催　し 

　①楽水園開園２０周年茶会と和太鼓演奏。お点
前による抹茶サービスの他、和太鼓団体「当仁太
鼓」の演奏（午前１１時、午後2時から）もあります。
和太鼓は雨天中止②座禅とお抹茶体験。東林寺
（博多区博多駅前3）で座禅を体験した後、同園で
抹茶をいただきます。集合・解散は同園。 $w$ 5月
①4日蝈午前9時～午後5時②１１日蝁午前9時５０
分～正午 $te$ 同園（博多区住吉2）☎・ $q$ ２６２崖
６６６５ $o$ ①なし②先着２０人 $y$ ①抹茶サービスは一
服３００円②５００円 $p$ ①不要②電話かファクスで同
園へ。

楽水園の催し
 催　し  

5
4
常

内　容項　目期日

　抽選（1人1回）で釣り具やキャラクターグッ
ズ、菓子などの景品を贈呈。時間など詳細は問い
合わせを（午前2～3回、午後1回実施予定）。 
$te$ 同公園（西区小田）☎８０９崖２６６６ $q$ ８０９崖２６６９ $a$
 中学生以下 $o$ 先着４００人 $y$ 無料（入園料など別） 
$p$ 不要

海づり公園「子ど
もの日ラッキー抽
選会」
 催　し 

 
5
5
常

　大学生によるまちづくり発表会、アーティス
トと風景のコラボレーションライブ、親子まち
歩きツアーなど、さまざまなイベントを楽しみ
ながら「美しいまちづくり」について考えます。
天神中央公園では「県内自慢の一品物産展」や
「ミニ動物ふれあいコーナー」なども実施。対象・
定員・申し込み方法など詳細はホームページ（w 
ww.b崖machi.net/report）で確認するか問い合
わせを。 $w$ 午前１０時～午後4時 $t$ アクロス福岡、
同公園（いずれも中央区天神1） $e$ 男女・子育て
環境改善研究所☎７１８崖８０１０ $q$ ７１８崖８０１１ $y$ 入場無
料 $p$ 一部のイベントで要事前申し込み。

県景観大会
 催　し  

5
6
嬢

　博多人形の展示・販売。 $w$ 5月7日蝄～１９日蝂
午前１０時～午後6時（入館は午後5時半まで、最
終日の展示は午後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

博多人形 白彫会
（はくちょうかい）
展
 催　し 

 
5
7
状

　志賀島の近海で捕れた新鮮な魚介類を販売。
初回の5月9日蝆は、空くじなしの「大漁くじ」を
楽しめます（夕市で１,０００円以上購入した人。先着
７０人。２００円）。 $w$ 5月9日～１２月２６日の第2・4土
曜日午後2時から（無くなり次第終了） $t$ 弘漁港
（東区弘） $e$ 市漁協弘支所☎６０３崖６６１１ $q$ ６０３崖２７５５ 
$y$ 入場無料 $p$ 不要

弘の夕市
 催　し  

5
9
穣

　イサキの煮付け＝写真＝を作ります。また、鮮
魚市場の一部を開放し、新鮮な魚介類を購入で
きるイベント「市民感謝デー」（午前9時～正午）
も開催。 $w$ 午前１０時～午後1時 $t$ 鮮魚市場会館
（中央区長浜3） $e$ 鮮魚市場☎７１１崖６４１４ $q$ ７１１崖
６０９９ $a$ 市内に住む小学3年～中学生と引率者 $o$ 
２５人 $y$ 1人５００円 $p$ 電話かメール（sengyo.AFF 
B@city.fukuoka.lg.jp）で5月6日までに同市場
へ。

市民感謝デー こど
もおさかな料理教
室
 講座・教室 

講座・教室 あすみんの講座

　①災害ボランティア養成講座。被災地支援活動に取り組む団体などから災害時
の現場での対応について学びます。参加者同士の意見交換会もあり②ボランティ
ア入門講座。ボランティアをやってみたい人を対象に、基礎的な知識や団体による
事例の紹介などを行います。 $w$ ①5月１９日蝂午後7時～9時半②5月２８日蝄午後7
時～9時、３１日蝀午後2時～4時 $te$ あすみん（中央区大名2）☎７２４崖４８０１ $q$ ７２４崖
４９０１ $o$ 各日先着３０人 $y$ 無料 $p$ 電話かファクス、メール（info@fnvc.jp）に希望講座
（②は希望日も記入）を書いて同施設へ。来所でも受け付け。
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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/

内　容項　目期日

　①今宿～周船寺の古墳巡り②飯盛神社・文殊
堂と遺跡巡り③能古島＝写真＝の史跡案内とウ
オーキング。 $w$ 5月①9日蝆午前9時半～午後3
時②１６日蝆午前9時半～午後3時③２３日蝆午前9
時４０分～午後4時（午前9時１５分姪浜発の船に乗
船） $t$ 集合は①JR今宿駅②野方バス停③能古島
渡船場 $e$ 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 $y$ ①②３００円③４００
円 $p$ はがき（〒８１９崖００１３西区愛宕浜2崖1崖6崖７０２）
に応募事項と希望日を書いて希望日の3日前（必
着）までに同事務局へ。

西区の史跡案内
 催　し  

5
9
穣

　犬の手入れやしつけ相談、犬との触れ合い体
験、犬猫の譲渡相談など。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 $te$ 
あにまるぽーと（東区蒲田5）☎６９１崖０１３１ $q$ ６９１崖
０１３２ $y$ 無料 $p$ 不要

わんにゃんよかイ
ベント in あにま
るぽーと
 催　し 

 
5
10
擾

　①ブドウ作り体験コース。ブドウ（巨峰）の誘
引や房摘みなどの作業、収穫までを体験します。
日程など詳細は問い合わせを②夜のホタル観賞
会。 $w$ ①5月１０日蝀～１０月１２日蝈の間の土日祝
日で１２回程度、午前9時半～正午（5月１０日は午
後3時まで）②5月３１日蝀午後7時～9時 $te$ 同
公園（西区金武）☎・ $q$ ８１１崖５１１８ $o$ ①先着３０組②
３０人 $y$ ①1組４,０００円②無料 $p$ ①電話か来所で5
月1日午前9時以降に同公園へ②はがき（〒８１９崖
００３５西区金武１３６７）に代表者の応募事項と参加
者全員の氏名・年齢を書いて5月１４日（消印有効）
までに同公園へ（1組1通）。

かなたけの里公園
の催し
 催　し 

　サンバの動きを取り入れたフィットネス運動
をします。 $w$ 午前１１時、午後1時半から（各回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１５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。

フィットネスサン
バ教室
 講座・教室  

5
15
畳

　募集区画は①地域バザー市部門１０区画（1区画
6平方洲）②パーゴラ区画部門6区画（1区画約9
平方洲）③移動販売車部門１０台④軽トラ販売部
門6台。 $w$ 5月２３日蝆午前１０時～午後5時 $t$ 千早
並木広場（東区千早駅前西側） $e$ ちはやふるかし
い２１・工藤☎０９０崖２５０６崖４２２７ $q$ ６８２崖７８１８ $y$ 出店料
①２,０００円②３,０００円③④４,０００円 $p$ ファクスかメ
ール（tihaya崖namiki@ina.bbiq.jp）で請求した
申込書を郵送かファクス、メールで5月１５日（必
着）までに問い合わせ先へ。

千早並木広場青空
市の出店者を募集
 募　集 

内　容項　目期日

　迷路のような路地が多い清川・美野島地区に
ある、隠れた名所をボランティアガイドと巡り
ます。美野島商店街でのランチ付き。小学生以下
は保護者同伴。 $w$ 午前１０時～午後0時半 $t$ 集合
は地下鉄渡辺通駅改札口前 $e$ 福岡観光コンベン
ションビューロー☎７３３崖５０５０ $q$ ７３３崖５０５５ $o$ 先着
２０人 $y$ 大人１,０００円、小学生以下５００円 $p$ ファク
スかメール（event崖bora@welcome崖fukuok 
a.or.jp）に参加者全員の応募事項と代表者名を
書いて5月１３日までに問い合わせ先へ。

市観光案内ボラン
ティアとまち歩き
「福岡・博多"深"発
見」清川・美野島コ
ース
 催　し 

 
5
16
穣

　夏果実（リンゴやナシなど）の摘果管理とブド
ウの結実対策について学びます。 $w$ 午後1時半
～3時半 $te$ 花畑園芸公園（南区柏原7）☎５６５崖
５１１４ $q$ ５６５崖３７５４ $o$ 先着６０人 $y$ 無料 $p$ 電話で5月
9日以降に同公園へ。

園芸講座「夏果実
の摘果管理とブド
ウ結実対策」
 講座・教室 

　全国から集めたフリーマガジンを紹介。数量
限定で持ち帰り可能な冊子もあり。 $w$ 5月１６日
蝆～２４日蝀（２０日を除く）午前１０時～午後8時 
$te$ 文化芸術情報館アートリエ（博多区下川端
町 リバレインセンタービル7階）☎２８１崖００８１ $q$ 
２８１崖０１１７ $y$ 無料 $p$ 不要

フリーマガジンフ
ェアvol.3～お気
に入りを見つけ
る！新しい本のか
たち～
 催　し 

 $w$ 午前１０時～正午 $te$ 立花寺緑地リフレッシ
ュ農園（博多区立花寺2）☎５８７崖０８８１ $q$ ５８７崖０８８３ 
$o$ 先着４０人 $y$ ３００円 $p$ 電話で5月1日午前１０時以
降に同農園へ。

夏秋野菜栽培講習
 講座・教室  

5
17
擾

　1歳前後の子どもに対する心肺蘇生法や異物
除去法などを学びます。 $w$ 午前１０時～１１時半、午
後1時～2時半 $te$ 市民防災センター（早良区百
道浜1）☎８４７崖５９９０ $q$ ８４７崖５９７０ $a$ 1歳未満の子ど
もや孫がいる人、子どもが生まれる予定の人 $o$ 
各先着１０組 $y$ 無料 $p$ 電話で4月２７日以降に同セ
ンターへ。

新米パパママ応急
手当て講習会
 講座・教室 

定員日時催し名

先着１０人5／2～来年2／6の原則毎月第1土曜日
１７:００～１８:００

①エンジョイスポーツ（基礎体
力づくりやゲームなど）

１０人5／9～来年3／１２の原則毎月第2土曜日
１８:３０～２０:３０

②アスリート水泳教室（２０２０年
の東京パラリンピックを目指
す選手の育成・強化）

先着１０人5／１４～１０／２２の原則毎月第2・4木曜日
１８:３０～２０:３０③シッティングバレー

１０人5／１６蝆～来年3／6蝀の原則毎月第1・3
土曜日１３:００～１５:００④フットサル教室

先着３０人5／１７蝀１０:００～１２:３０⑤ボランティア講座

先着１０人5／２０～7／8の水曜日１８:３０～２０:３０⑥水泳教室（障がいに応じた水
泳、トレーニングなど）

先着２０人5／２１～来年3／１７の原則毎月第1・3木
曜日１０:３０～１２:００

⑦リフレッシュ教室（体操、水
泳、トレーニングなど）

先着１０人5／２４～来年3／２７の日曜日１８:００～２１:００⑧アスリートバドミントン教
室（中・上級者向け）

各先着１００人渇シングルス＝6／２０蝆渇ダブルス＝6
／２１蝀いずれも9:００～１７:００

⑨福岡障がい者オープンバド
ミントン大会

１６チーム6／２４蝃9:００～１７:００⑩福岡バレーボール大会

催　し さん・さんプラザの催し

　対象など詳細は問い合わせを。 $t$ ①～⑧同プラザ（南区清水1）⑨南体育館（南区
塩原2）⑩市民体育館（博多区東公園） $e$ 同プラザ☎５１１崖１１３２ $q$ ５５２崖３４４７ $a$ 障がい
児・者（詳細は問い合わせを） $y$ ①～⑧無料（傷害保険料別）※⑨⑩は問い合わせを 
$p$ 5月1日（⑧は5月２１日、①③は配布中）から同プラザで配布する申込書を郵送か
ファクス、持参で同プラザへ。⑨は5月２４日（必着）までに申し込みを。郵送・ファク
スの場合は電話連絡が必要。

催　し アイランドシティ中央公園ぐりんぐりんの催し

　小学3年生以下は保護者同伴。 $te$ 同公園（東区香椎照葉4）☎６６１崖５９８０ $q$ ６６１崖
８０２０ $p$ ①不要②～⑤電話で同公園へ（⑤は4月３０日から受け付け）。

費用定員日時催し名

５００円先着３０人5／6㉁１３:３０～１５:３０①輪投げTREE（輪に入った観葉植
物を持ち帰りできます）

１００円先着２０人5／１７蝀１４:００～１６:００②犬のしつけ教室（犬同伴）

５００円先着３０人5／２３蝆、7／１１蝆、１０／3
蝆（全3回）１０:００～１２:００③サツマイモを育てて収穫しよう

１,０００円先着２０人5／２４蝀１０:００～１２:００④季節を楽しむ寄せ植え作り

３００円先着２０人5／３１蝀１３:３０～１５:００⑤メダカの育て方と水槽工作（ペッ
トボトルで水槽を作ります）
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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
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募　集 催　し 講座・教室 講演会

内　容項　目期日

　フリーマーケットや環境啓発ポスター展な
ど。 $w$ 午前１０時～午後3時 $te$ ももちパレス（早
良区百道2）☎８５１崖４５１１ $q$ ８５１崖４５４５ $y$ 入場無料 
$p$ 不要

ももち環境フェス
タ２０１５
 催　し  

5
17
擾

　海の中道海浜公園（東区西戸崎）を散策しま
す。 $w$ 午前9時４５分～午後3時半 $t$ 集合・解散は
ふくふくプラザ（中央区荒戸3） ※同公園での現
地集合も可 $e$ 市障がい者スポーツ協会☎７８１崖
０５６１ $q$ ７８１崖０５６５ $a$ 市内に住む障がい者と家族、
ボランティア $o$ 先着３５人 $y$ ５００円 $p$ ホームペー
ジ（www.suporeku崖fuku.com/）に掲載、同協
会（中央区荒戸3）、さん・さんプラザ（南区清水
1）、情報プラザ（市役所1階）で配布する申込書
を郵送かファクス、メール、持参で5月8日（必
着）までに同協会へ。ファクス、メールは送信後
に電話連絡が必要。

障がい者さわやか
ウオーキング（バ
スハイク）
 催　し 

 
5
19
杖

　イラクのバグダッド出身で九州大学大学院の
アヘメド・ハキさんが話します。 $w$ 午後6時半～
8時半 $te$ 福岡よかトピア国際交流財団（中央
区天神1 市役所北別館5階）☎７３３崖５６３０ $q$ ７３３崖
５６３５ $o$ 先着３５人 $y$ ５００円（外国人学生は無料） $p$ 
電話かファクス、メール（staff@attaka崖fukuo 
ka.jp）で5月２０日までに同財団へ。

外国人学生が語る
ふるさとの街と福
岡
 講座・教室 

 
5
21
状

　米のとぎ方、野菜の切り方、だしの取り方など
料理の基本を練習し、グループで調理実習をし
ます。 $w$ ①5月２２日蝅②6月5日蝅午前１０時～午
後1時 $t$ ①ふくふくプラザ（中央区荒戸3）②あ
いれふ（中央区舞鶴2） $e$ 健康増進課☎７１１崖４３７４ 
$q$ ７３３崖５５３５ $a$ 市内に住むか通勤・通学する１８歳
以上 $o$ 各２５人 $y$ 無料 $s$ ①のみあり、3カ月～未
就学児、無料 $p$ 往復はがき（〒８１０崖８６２０住所不
要、同課宛て）に応募事項と生年月日、希望日（第
2希望まで可）、①は託児の有無を書いて5月8
日（消印有効）までに同課へ。

料理教室～はじめ
てのお料理～
 講座・教室  

5
22
畳

　「福岡の食文化を再発見し、地元の人にその価
値を伝える」ことを目的とした県内の食を集め
たイベント。 $w$ 5月２２日蝅、２３日蝆、２４日蝀午前
１０時～午後8時（２２日は午前１１時から、２４日は午
後5時まで） $t$ 市役所西側ふれあい広場 $e$ 同実
行委員会事務局（福岡商工会議所内）☎４４１崖１１１９ 
$q$ ４４１崖１１４９ $y$ 入場無料 $p$ 不要

食の都ふくおか
２０１５
 催　し 

　講師は不登校サポートネット代表の長阿彌幹
生（ちょうあみ・みきお）氏。不登校を体験した人
の体験談を聞きます。 $w$ 午前9時４５分～１１時４５
分 $t$ 博多市民センター（博多区山王1） $e$ 不登校
よりそいネット事務局☎２８３崖８８１５（平日午前１０
時～午後3時） $q$ ２９２崖３２１７ $a$ 不登校や行き渋り
に悩む人、不登校支援の関係者など $o$ 先着５０人 
$y$ １,０００円 $p$ はがき（〒８１２崖００２３博多区奈良屋町
2崖１６）かファクス、メール（info@futokosien崖n 
et.main.jp）に応募事項とファクス番号を書い
て同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

不登校セミナー　
「不登校体験を語
る～体験談から学
ぶ～」
 講座・教室 

 
5
23
穣

内　容項　目期日

　プラスチック製の円盤（ディスク）を投げる競
技の基本的な投げ方などを学びます。 $w$ 5月２３
日、6月２７日、7月１８日、8月8日、9月5日、１０月１７
日、１１月２１日の土曜日（全7回）午前１０時～正午 
$t$ さん・さんプラザ（南区清水1）他 $e$ 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 $p$ 
4月２４日からホームページ（www.suporeku崖fu 
ku.com/）に掲載、同協会（中央区荒戸3）、さん・
さんプラザ、情報プラザ（市役所1階）で配布する
申込書を郵送かファクス、メール、持参で4月２８
日～5月１２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。

障がい者フライン
グディスク教室
 講座・教室  

5
23
穣

　座学と海上練習。 $w$ 午前１０時～午後4時 $te$ 
市ヨットハーバー（西区小戸3）☎８８２崖２１５１ $q$ ８８１
崖２３４４ $a$ 市内に住む１６歳以上 $o$ 先着１０人 $y$ ３,０００
円 $p$ 来所で5月1日午前１０時以降に同施設へ。

初心者クルーザー
ヨット教室
 講座・教室  

5
24
擾

　知的障がい児の外出や調理などの屋内外の生
活・余暇支援。 $w$ 5月２４日、8月２３日、１１月２２日、来
年1月２４日の日曜日（全4回）午前１０時～午後3時
 $te$ 同ホーム（早良区百道浜1）☎８４７崖２７６１ $q$ 
８４７崖２７６３ $a$ 市内に住む知的障がいのある中高生 
$o$ １０人 $y$ 実費（交通費や施設入場料など） $p$ 電
話か来所で5月1日～１０日に同ホームへ。

早良障がい者フレ
ンドホーム「さわ
らっこクラブ」
 催　し 

　飼い犬の基本的なしつけ方を職員が教えま
す。 $w$ 5月２４日蝀、３１日蝀午前１１時、午後0時半か
ら（1組1時間） $te$ あにまるぽーと（東区蒲田
5）☎６９１崖０１３１ $q$ ６９１崖０１３２ $a$ 犬の飼い主 $o$ 各日
先着2組 $y$ 無料 $p$ 電話で5月7日以降に問い合
わせ先へ。

犬のしつけのコツ
を学ぼう！
 講座・教室 

　家族、友人、恋人などを自死（自殺）で亡くした
人たちが寄り添い、語り合う集い。 $w$ 午後1時～
4時 $t$ あいれふ8階（中央区舞鶴2） $e$ 市精神保
健福祉センター☎７３７崖１２７５ $q$ ７３７崖８８２７ $y$ ５００円 
$p$ 不要

リメンバー福岡 自
死遺族の集い
 催　し 

　明治初期に建てられた町家でかつて行われて
いた荒神祭（こうじんまつり）。そこで演奏され
ていた玄清法流の琵琶演奏を歴史的建造物・箱
嶋家住宅の中で楽しみます。 $w$ 午後5時から 
$te$ 国登録有形文化財 箱嶋家住宅（東区馬出2）
☎０９０崖５０４３崖２１０７ $o$ 先着４０人 $y$ ３,０００円 $p$ 電話で
問い合わせ先へ。

国登録有形文化財 
箱嶋家住宅イベン
ト・荒神祭
 催　し 

料理にチャレンジ

催　し 市総合図書館　5月のおはなし会

　絵本の読み聞かせや紙芝居など。「こどもの日特別おはなし会」のため、5月3日
蝈は午前１１時～午後3時４５分。5月１６日蝆は「本とあそぼう 全国訪問おはなし隊」で
実施します（キャラバンカー内の見学、自由読書＝午後2時半～3時、おはなし会＝
午後3時5分～3時３５分）。 $w$ 渇幼児向け＝毎週土・日曜日午後2時半～3時渇小学
生向け＝毎週日曜日午後3時１５分～3時４５分 $te$ 同館（早良区百道浜3）☎８５２崖
０６００ $q$ ８５２崖０６０９ $a$ 小学生以下と保護者 $y$ 無料 $p$ 不要

催　し 5月の中央児童会館事業

 $e$ 同会館☎・ $q$ ７４１崖３５５１ $y$ 無料 $p$ 不要　【あかちゃんといっしょ】タオルなど床に
敷いて赤ちゃんを寝せられるもの、上履きを持参。 $w$ 5月１９日蝂午前１０時半～１１時
半 $t$ 南体育館（南区塩原2） $a$ 1人で歩けない2歳未満の赤ちゃんと保護者【じどう
かんがやってくる（館外活動）】上履きを持参。 $w$ 5月①２１日蝄②２８日蝄午前１０時
～正午 $t$ ①東体育館（東区香住ケ丘1）②中央体育館（中央区赤坂2） $a$ 2歳以上の
幼児と保護者。

講座・教室 南障がい者フレンドホームの教室

　①レクリエーション教室「梅ケ枝餅作りに挑戦」。梅ケ枝餅を作り、太宰府天満宮
も散策します。集合・解散は同ホーム（南区清水1）②ボイストレーニング教室「みん
なで歌おう」③座ってできるヨガ＆笑いヨガ。 $w$ ①5月１６日蝆午前１０時～午後2時
②5月１９日～１０月２０日の第1・3火曜日午前１０時半～正午③5月２２日蝅午前１０時半
～１１時半 $t$ ①地域活性化複合施設 太宰府館（太宰府市宰府）②③同ホーム $e$ 同ホ
ーム☎５４１崖５８５８ $q$ ５４１崖５８５６ $a$ 市内に住む障がい者と介助者 $o$ ①２０人②③8人 $y$ ①
1人１５０円（別途昼食代実費）②③無料 $p$ 電話かファクス、来所で5月1日～１１日に
同ホームへ。
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福岡市 検 索検 索
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申し込み方法（応募事項）は15面に募　集 催　し 講座・教室 講演会

講座・教室 健康ボウリング教室

　コースは火曜、水曜、木曜、金曜。 $w$ 渇火曜＝5月１２日～6月１６日の火曜日午後1
時から渇水曜＝5月１３日～6月１７日の水曜日午前9時半から渇木曜＝5月１４日～6
月１８日の木曜日午前9時半、午後7時から渇金曜＝5月１５日～6月１９日の金曜日午
前１０時、午後7時から $te$ 東洋スポーツパレス（早良区原5）☎８４１崖０５６１ $q$ ８４１崖０６６２
 $o$ 各先着２０人 $y$ 各１,０００円 $p$ 専用電話（平岡☎０９０崖４９９６崖９８０１）で5月１０日までに申
し込みを。

内　容項　目期日

　統合失調症についての正しい知識や対応を学
びます。 $w$ 5月２６日、6月２３日、7月２８日の火曜日
（全3回）午後1時半～3時半 $t$ 城南区保健福祉
センター（城南区鳥飼5） $e$ 城南区健康課☎８３１崖
４２０９ $q$ ８２２崖５８４４ $a$ 統合失調症の人の家族 $o$ 先着
５０人 $y$ 無料 $p$ 電話かファクスで同課へ。

こころの病 家族教
室～統合失調症に
ついての理解を深
めるために～
 講座・教室 

 
5
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　裁判員制度の説明や模擬裁判員裁判、法服を
着て行う記念撮影など。 $w$ 午前１０時～正午 $te$ 
福岡地方裁判所（中央区城内）☎７８１崖３１４１（内線
３１０６） $q$ ７３１崖７２８２ $o$ 先着４０人程度 $y$ 無料 $p$ 電話
で同裁判所へ。

憲法週間行事「も
っと身近に　裁判
員」
 催　し 

 $w$ 5月２６日蝂～6月２６日蝅の火・金曜日（全１０回）
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 $a$ １８歳以上 $o$ ２０人 $y$ 
６,５００円 $p$ 往復はがき（〒８１０崖００２２中央区薬院4崖
１４崖1）で5月１４日（必着）までに同体育館へ。

九電記念体育館
「初心者太極拳教
室」
 講座・教室 

 $w$ 5月２６日～6月１６日の火曜日（全4回）午後3時
４０分～5時 $t$ 九電記念体育館（中央区薬院4） $e$ 
わかばスポーツ＆カルチャークラブ☎８４３崖３１６０ 
$q$ ８２１崖４６５８ $a$ 市内に住むか通学・通園する4歳
～小学1年生 $o$ ５０人 $y$ ４,８００円 $p$ はがき（〒８１４崖
０１０４城南区別府7崖7崖３２崖１０３）で5月１８日（必着）
までに問い合わせ先へ。

キッズサッカー教
室
 講座・教室 

　全4回の連続講座。各回の内容は、①地域を知
ろう②地域で活動したいことを語ろう③地域で
活動しよう（地域の行事やイベントなどで活動）
④活動の振り返り。詳細は問い合わせを。 $w$ ①5
月２８日蝄午前１０時～正午②6月１１日蝄午前１０時
～正午③7～１１月の間④１１月下旬 $t$ さいとぴあ
（西区西都2） $e$ あすみん☎７２４崖４８０１ $q$ ７２４崖４９０１ 
$a$ 市内に住む、地域で活動してみたい人・団体 $o$ 
先着２０人 $y$ 無料 $p$ 電話かファクス、メール（info 
@fnvc.jp）、来所であすみん（中央区大名2）へ。

地域デビュー入門
講座
 講座・教室  
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　ボルドーをテーマに5～7分のスピーチを行
い、質問にもフランス語で答えます。優勝者には
福岡～ボルドー間の航空券が贈られ、ボルドー
での語学研修に参加できます。 $w$ 午後1時～5時 
$te$ 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 $a$ 九州に住み、フラン
ス語レベルが中級以上の人 $o$ ２０人 $y$ 無料 $p$ ホ
ームページ（www.institutfrancais.jp/kyush 
u/）からダウンロードした申込書をファクスか
メールで5月２６日までに問い合わせ先へ。

ボルドー・アキテ
ーヌ 福岡・九州姉
妹都市 フランス語
スピーチコンテス
ト
 催　し 
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 $w$ 午前１０時半～正午 $te$ 博多障がい者フレン
ドホーム（博多区西月隈5）☎５８６崖１３６０ $q$ ５８６崖
１３９７ $o$ １０人 $y$ ２０円 $p$ 電話かファクス、来所で5
月２３日までに同ホームへ。

牛乳パックで作る
小物入れ
 講座・教室 

内　容項　目期日

　①アビスパ福岡親子サッカー教室＆サツマイ
モ植え付け収穫体験。5月にサッカー教室とサツ
マイモの植え付け体験、7月に食育教室と除草、
１０月にサツマイモの収穫体験をします②雁の巣
ジュニアテニス教室。 $w$ ①5月３０日、7月4日、１０
月１７日の土曜日（全3回）午前9時～正午②5月３１
日蝀午前9時半～正午 $te$ 同センター（東区奈
多）☎６０６崖３４５８ $q$ ６０７崖９０５７ $a$ ①5歳～小学3年生
と保護者②5歳～小学3年生 $o$ ①５０組１００人②３０
人 $y$ ①1組１,０００円②６００円 $p$ 往復はがき（〒８１１崖
０２０４東区奈多１３０２崖５３）かファクスに参加者全員
の応募事項を書いて5月①２２日②２３日（必着）ま
でに同センターへ。

雁の巣レクリエー
ションセンターの
教室
 講座・教室 
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　浜の町病院のリウマチ・膠原病内科部長の吉
澤誠司氏による講演「膠原病の治療～今の考え
方～」と交流会。 $w$ 午後1時～4時 $t$ あいあいセ
ンター7階（中央区長浜1） $e$ 同支部・佐々木☎・ 
$q$ ７４１崖３８２８ $o$ 先着１２０人 $y$ 無料 $p$ 不要

全国膠原（こうげ
ん）病友の会福岡
県支部「医療講演
会・交流会」
 講演会 
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 $w$ 6月2日蝂、１８日蝄（全2回）午前１０時～正午 $t$ 
西部療育センター（西区内浜1）他 $e$ 同センター
☎８８３崖７１６１ $q$ ８８３崖７１６３ $a$ 市内に住む人 $o$ ２０人 $y$
 無料 $p$ 電話かはがき（〒８１９崖０００５西区内浜1崖5崖
５４）、ファクスで5月1日～２３日（必着）に同セン
ターへ。

「障がいのある人
へのボランティ
ア」養成講座
 講座・教室 

 
6
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 $w$ 6月6日～２７日の土曜日（全4回）午前１０時～
正午 $t$ ふくふくプラザ（中央区荒戸3） $e$ 市社会
福祉協議会ボランティアセンター☎７１３崖０７７７ $q$ 
７１３崖０７７８ $a$ 講座修了後、高齢者外出支援ボラン
ティア活動を行うことができる人 $o$ 先着３０人 $y$ 
１,０００円 $p$ 電話かはがき（〒８１０崖００６２中央区荒戸
3崖3崖３９）、ファクス、メール（vc@fukuoka崖sh 
akyo.or.jp）に応募事項と性別を書いて5月２３日
（必着）までに同センターへ。

高齢者外出支援ボ
ランティア養成講
座
 講座・教室 

 
6
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催　し 健康づくりサポートセンターの催し

　詳細はホームページ（www.kenkou崖support.jp/）に掲載。 $t$ ①②④⑥同センタ
ー⑤あいれふ1階（いずれも中央区舞鶴2）③大濠公園（中央区） $e$ 同センター☎７５１
崖２８０６ $q$ ７５１崖２５７２ $p$ ①②③④⑥電話で希望日の2日前までに同センターへ⑤不要

費用 対象・定員日時内容

無料よかドック３０受診者
など・各先着１０人

5／１０蝀、２４蝀
１４:００～１６:００

①３０歳代のヘルシースクー
ル（個別健康相談）

１,０００円先着２０人5／１６蝆
9:４５～１６:００

②1日糖尿病教室（食事療
法、運動療法）

年会費２,０００円
（参加体験は無
料）

−
5／１６蝆（毎月第3土
曜日開催）
１４:００～１６:００

③ニコニコペース健康教室
（ウオーキング）

１,０００円先着２０人5／２３蝆
１４:００～１６:００④禁煙教室

入場無料−5／２４蝀
１０:００～１６:００

⑤旬の野菜を食べて健康づ
くり！（新鮮野菜の直売）

１,０００円
１８歳以上で運動に支
障のない人・先着１５
人

6／4～２５の木曜日
（全4回）
１９:００～２１:００

⑥やせナイト塾（生活習慣改
善教室）

募　集 県肢体不自由児等療育キャンプの参加者を募集

 $e$ 県肢体不自由児協会☎・ $q$ ５８４崖５７２３ $a$ 県内に住む①進行性筋萎縮症児と保護者
②③小学3年～中学生の在宅肢体不自由児（高校生も参加可能な場合あり、詳細は
問い合わせを） $o$ ①③３０人②５０人 $y$ 無料（①は保護者のみ実費負担） $p$ 4月２８日か
ら各区福祉・介護保険課で配布する申込書を5月１１日～２５日に各区同課へ持参。

場所日時催し名

国民宿舎ひびき（宗像市鐘崎）7／２５蝆～２６蝀
（1泊2日）①進行性筋萎縮症児のキャンプ

県立少年自然の家「玄海の家」
（宗像市神湊）

8／１０蝁～１２蝃
（2泊3日）②海のキャンプ

やすらぎ荘（朝倉郡筑前町）8／２５蝂～２７蝄
（2泊3日）③山のキャンプ
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募　集 催　し 講座・教室 講演会

催　し 松風園の催し

　詳細は問い合わせを。 $te$ 同園（中央区平尾3）☎・ $q$ ５２４崖８２６４ $a$ ①⑦⑧不問②⑥
初心者③平点前ができる人④袱紗（ふくさ）さばきができるか、同講座の初級編に
参加したことがある人⑤同講座の初級編に参加したことがある人 $p$ ①不要②～⑧
電話で同園へ（⑦⑧は4月２７日から受け付け）。

費用定員日時催し名

５００円先着６０人5／4蝈１０:００～１５:００①野点（のだて）のチャ・チャ・茶（抹
茶・菓子付き）

３,０００円先着１０人5／１０蝀１０:００～１２:００②華道草月流 基本から創作まで（抹
茶付き）

３,０００円先着１０人5／１０蝀１０:００～１２:００③茶道講座 表千家・中級
２,０００円先着１０人5／１０蝀１３:００～１５:００④茶道講座 表千家・盆略点前
２,０００円先着１０人5／１０蝀１３:００～１５:００⑤煎茶 藤蔭（とういん）流・中級
２,０００円先着１０人5／１０蝀１５:３０～１７:３０⑥煎茶 藤蔭流・初級
３,０００円

（入園料別）各先着２５人6／２７蝆１１:００～１２:４５、
１４:００～１５:４５

⑦季節のしつらいとおもてなし～夏
～（軽食・抹茶付き）

４,０００円
（入園料別）先着１５人6／２７蝆１７:１５～１９:３０⑧夕ざりの茶会（点心付き）

内　容項　目期日

　幅広い年齢層の人たちとの交流に使える折り
紙を学び、ボランティア活動に生かします。 $w$ 渇
講習＝6月１１日、7月9日、8月２７日、9月２４日の木
曜日（全4回）午後1時半～3時半渇実習＝7月３０
日蝄か9月3日蝄のいずれか1回、午前中 $t$ 中央
市民センター（中央区赤坂2）他 $e$ 中央区生涯学
習推進課☎７１８崖１０６９ $q$ ７１４崖２１４１ $a$ 市内に住むか
通勤する６０歳以上で講座修了後にボランティア
活動ができる人 $o$ ２５人 $y$ 無料 $p$ 往復はがき（〒
８１０崖８６２２中央区大名2崖5崖３１）で5月２７日（必着）
までに同課へ。

シニア折り紙ボラ
ンティア養成講座
 講座・教室  
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　地域や企業で男女共同参画などに関する活動
を積極的に行っている女性を海外に派遣し、現
地の各種制度・施設の視察や調査、交流などを行
います。派遣先はデンマーク。書類・面接選考あ
り。詳細は問い合わせを。 $w$ １１月8日蝀～１４日蝆
（6泊7日） $e$ 県男女共同参画推進課☎６４３崖３３９１ 
$q$ ６４３崖３３９２ $a$ 県内に住む２０～６５歳の女性（公務
員や学生、過去に同種の派遣事業に参加した人
を除く） $o$ ２０人 $y$ ２８万円程度 $p$ 5月7日から県
男女共同参画推進課（県庁5階）、市男女共同参画
課（市役所7階）、情報プラザ（同1階）などで配布
する申込書で詳細を確認の上、申込書と必要書
類を郵送か持参で5月7日～6月１２日（必着）に市
男女共同参画課へ。

県女性海外研修事
業「女性研修の翼」
の団員を募集
 募　集 
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　アビスパ福岡や福岡ソフトバンクホークスな
ど、福岡を本拠地とするプロスポーツチーム等
の選手やコーチがボールを使った遊びを指導し
ます。 $w$ 午後1時～5時 $t$ 市民体育館（博多区東
公園） $e$ 市スポーツ協会☎６４５崖１２３３ $q$ ６４５崖１２２０ 
$a$ 小学1～4年生 $o$ ２００人 $y$ ５００円 $p$ はがき（〒
８１２崖００４５博多区東公園8崖2）かファクスに参加
者全員の応募事項と性別を書いて5月１７日（必
着）までに同協会へ。

追いかけるボール
はひとつじゃな
い！こどもスポー
ツフェスタ２０１５
 催　し 

 
6
13
穣

　講演「私が出会ったIBD患者さん」など。 $w$ 午
後1時半～4時半 $t$ JR九州ホール（博多区博多
駅中央街） $e$ JTBビジネスサポート九州☎７５１崖
３２４４ $q$ ７５１崖３２５０ $o$ 先着５００人 $y$ 無料 $p$ 電話かフ
ァクスで5月２９日までに問い合わせ先へ。

福岡大学筑紫病院
IBD（炎症性腸疾
患）センター市民
公開講座
 講座・教室 
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　ヨットやバスケットボール、サッカー、スケー
トなど、9種類のさまざまなスポーツ体験に加え
宿泊交歓会を実施。日時など詳細は問い合わせ
を。6月１６日火午後7時から、あいれふ（中央区舞
鶴2）で事前説明会を開催。 $w$ 6月２４日蝃～１２月
１２日蝆 $t$ 市民体育館（博多区東公園）他 $e$ 市スポ
ーツ協会☎６４５崖１２３３ $q$ ６４５崖１２２０ $a$ 小学4～6年
生 $o$ ４０人 $y$ 1万９,０００円 $p$ はがき（〒８１２崖００４５博
多区東公園8崖2）かファクス、メール（rujust崖1 
@siren.ocn.ne.jp）に応募事項と保護者氏名を
書いて5月２９日（必着）までに同協会へ。

チャレンジジュニ
アスポーツクラブ
 催　し  

6
24
浄

　国紹介クイズ、劇、キャンプファイヤーなどの
異文化交流アクティビティーやスポーツを通し
て、留学生との交流を楽しみます。詳細はホーム
ページ（www.afs.or.jp/afscamps/）に掲載。 
$w$ 7月１１日蝆午前１０時～１２日蝀午後5時（1泊2
日） $t$ グローバルアリーナ（宗像市吉留） $e$ AFS
日本協会福岡学生部☎５７５崖２９７１ $q$ ５１６崖８５６３ $a$ 小
学5年～高校生 $o$ 先着６０人 $y$ 中学生以上1万
３,０００円、小学生1万円 $p$ ホームページの応募フ
ォームから6月１４日までに申し込みを。

AFS福岡青少年国
際交流キャンプ
 催　し  

7
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タグラグビーも体験
します

内　容項　目期日

 $w$ 午前9時～正午 $te$ 月隈パークゴルフ場（博
多区月隈3）☎・ $q$ ５０４崖５３３３ $a$ 初心者（中学生以
下は保護者同伴） $o$ 先着２０人 $y$ １,０００円 $p$ 電話か
ファクスで同ゴルフ場へ。

これから始めよう
パークゴルフ体験
会
 講座・教室 
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　「ザ・レジデンシャル・スイート福岡」「世界の
建築家通り」など百道浜エリアの建築物を巡り
ます。詳細はホームページ（http://fafnpo.jp/t 
our/upcoming崖tours/）で確認するか問い合
わせを。 $w$ 午前9時半～１１時半、午後1時半～3
時半 $t$ 集合は地行中央公園（中央区地行浜1）、
解散は福岡インターナショナルスクール別館
（早良区百道浜3） $e$ 福岡建築ファウンデーショ
ン事務局☎７３２崖３１９１ $q$ ７１１崖９５５１ $o$ 各先着１５人 $y$
 １,５００円 $p$ 電話で同事務局へ。ホームページでも
受け付け。

ＭＡＴ（近現代建
築ツアー） 「海が
街になるまでに」
 催　し 
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　博多の歴史や山笠についての話を聞きなが
ら、追い山笠コースを歩きます。参加者への記念
品もあり。 $w$ 午前9時半～正午 $t$ 集合は冷泉公
園（博多区上川端町） $e$ ＮＰＯ博多の風・中川原
☎０９０崖３３２９崖８５６０ $q$ ２６３崖７１８８ $o$ １５０人 $y$ １,０００円、
中学生以下無料 $p$ はがき（〒８１２崖００２７博多区下
川端町8崖１６崖３０２）に代表者の応募事項と参加者
全員の氏名・年齢を書いて5月１８日（必着）までに
問い合わせ先へ。ホームページ（http://hakata 
nokaze.jp/）でも受け付け。

博多のおいしゃん
と歩こう「追い山
笠コース探訪」
 催　し 

　「最愛の妻を失った夫」「血のつながりがない
父と息子」「重度の障がいのある子を育てる夫
婦」＝写真＝の姿を通して、生命や生きる力、家
族の在り方などを描いた物語。 $w$ 午前１０時、午後
2時から $t$ 中央市民センター（中央区赤坂2） $e$ 
絆を結ぶ会☎０７０崖５４０１崖０７７９ $q$ ５１５崖９２６１ $o$ 各先
着３００人 $y$ 大人１,５００円、4歳～小学生１,０００円（前
売りは各２００円引き） $s$ あり、無料 $p$ ホームペー
ジ（http://kizunawo.com/）で受け付け。

映画「うまれる ず
っと、いっしょ。」
自主上映会
 催　し 

 $w$ 6月9日火～7月１０日金の火・金曜日（全１０回）
午前１０時～正午 $t$ 博多体育館（博多区山王1） $e$ 
市弓道連盟博多支部・宮本☎０９０崖６７７４崖９９１８ $q$ 
４８１崖０３０２ $a$ 市内に住むか通勤する１８歳以上の初
心者 $o$ 先着３０人 $y$ ６,０００円 $p$ 往復はがき（〒８１２崖
００１５博多区山王1崖9崖5）に応募事項と性別を書
いて6月3日（必着）までに同体育館へ。

初心者弓道教室
 講座・教室  

6
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平成２４年8月のツアー
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申し込み方法（応募事項）は15面に
募　集 催　し 講座・教室 講演会

相談お知らせ

催　し ひとり親家庭支援センターの催し

 $te$ 同センター（中央区大手門2）☎７１５崖８８０５ $q$ ７２５崖７７２０、各区子育て支援課家庭
児童相談室 $a$ 市内に住む一人親家庭の父母か寡婦（おしゃべり会のみ配偶者と死
別した一人親） $y$ 無料 $s$ あり、無料 $p$ 電話か来所で5月１５日までに同センターへ。

定員日時催し名
各先着２０人5／３０蝆、7／２５蝆１３:３０～１５:３０養育費・面会交流セミナー

先着１０人5／３１蝀１３:３０～１５:３０グリーフ・ケア（死別の悲しみに寄り添う
支援）おしゃべり会

先着１０人6／6蝆9:３０～１２:３０生活支援講座1 気軽に健康づくり
先着１０人7／4蝆１０:００～１２:００生活支援講座2 子どもと食生活

お知らせ

福岡アジア都市研究所の市民 
研究員を募集 
 $e$ 同研究所☎７３３崖５６８６ $q$ ７３３崖５６８０
　「アジアの先進モデル都市・福岡の
まちづくり」をテーマに研究する市
民研究員を募集。書類・面接選考あ
り。【期間】7月～来年3月【対象】市
内またはその近郊に住むか通勤・通
学する満１８歳以上で、月2回程度の
活動（平日夜間）に参加できる人【定
員】5人程度【申し込み】5月7日から
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
布する申込書を郵送かファクス、メ
ール、持参で6月5日（消印有効）ま
でに同研究所へ。ホームページ（ww 
w.urc.or.jp/）でも受け付け。
「ふくおかしの家計簿」を作成 
しました 
 $e$ 財政調整課☎７１１崖４１６６ $q$ ７３３崖
５５８６　平成２７年度予算・重要施策や
市の財政状況について分かりやすく
解説しています。【閲覧・配布場所】同
課（市役所１０階）、情報プラザ（同1
階）、各区情報コーナー、各出張所な
ど。市ホームページにも掲載。
アスベストの分析調査や除去 
などの費用を助成します 
　解体の予定がない民間建築物に対
し、調査や工事費用を助成します。平
成２５年から指定建築物の除去工事に
限り、上限を３００万円に引き上げてい
ます。【対象建築物・助成内容】渇分析
調査＝アスベストを含む可能性があ
る吹き付け材の調査費用の全額（上
限２５万円）渇除去など＝多数の人が
利用する建築物のアスベスト除去・
封じ込め・囲い込みの工事費用の3
分の2以内（上限１２０万円）。詳細は市
ホームページに掲載。 $e$ 建築指導課
☎７１１崖４５７３ $q$ ７３３崖５５８４

県営住宅の入居者を募集 
　募集団地や戸数など詳細は募集案
内で確認を。【募集案内の配布】6月
1日～9日に情報プラザ（市役所1
階）、各区情報コーナーなどで。 $e$ 県
住宅供給公社福岡管理事務所☎７１３崖
１６８３ $q$ ７３７崖３１８３
障がい者自動車運転免許取得助 
成事業の申請を受け付けます 
　第一種普通自動車運転免許の取得
費用の一部を助成します。自動車学
校入校手続き後の申請は不可。 $e$ 各
区福祉・介護保険課 $a$ 市内に1年以
上住む１８歳以上の障がい者（所得制
限あり。今年度中に１８歳になる人も
含む）。免許取得後の助成金請求時ま
で引き続き市内に居住している必要
あり $p$ 身体障害者手帳、療育手帳
（判定書でも可）、精神障害者保健福
祉手帳と印鑑を持参し、住所地の同
課へ。前年度の市民税課税状況を証
明するもの、住民票が必要な場合も
あります。詳細は問い合わせを。
児童扶養手当・特別児童扶養手 
当の支給額が改定されました 
　一人親家庭の父や母、養育者など
に支給される「児童扶養手当」と身体
または精神に障がいのある児童を監
護・養育する父や母、養育者に支給さ
れる「特別児童扶養手当」の支給額
が、平成２７年4月分から改定されま
した。改定後の手当の月額は下表の
通りです。 $e$ 各区子育て支援課

「市消費者教育推進計画」の策定 
 $e$ 消費生活センター☎７１２崖２９２９ $q$ 
７１２崖２７６５　同計画の策定に当たり募
集した市民意見と併せて公表しま
す。【閲覧・配布】4月２４日金～5月２９
日金に同センター（中央区舞鶴2）、
情報公開室（市役所2階）、情報プラ
ザ（同1階）、各区情報コーナー、各出
張所で。市ホームページにも掲載。

医療通訳ボランティアを募集 
　県内で外国人を支援する医療通訳
ボランティアを募集。謝礼あり。ボラ
ンティアになるには研修への参加が
必要です（参加費１,０００円）。詳細は問
い合わせを。 $e$ 福岡アジア医療サポ
ートセンター事務局☎０５７０崖００６崖６２６
 $q$ ７６２崖５０１３ $o$ 英語（２０人）、中国語
（２０人）、韓国語（若干名） $p$ 電話で5
月１３日までに同センターへ。
赤い羽根共同募金の配分申請 
を受け付けます 
　共同募金活動によって集まった募
金を民間社会福祉施設・福祉作業所・
福祉団体に配分し活動を支援しま
す。申請書の配布など詳細は問い合
わせを。【問い合わせ・申請先】県共同
募金会福岡市支会（中央区荒戸3 ふ
くふくプラザ2階）☎７２０崖５３５０ $q$ ７１３
崖０７７８【対象事業】平成２８年度実施事
業（平成２７年度受け付け分）【受付期
間】5月7日～２０日（必着）。

民間学童事業の届け出を 
　平成２７年4月の「子ども・子育て支
援新制度」開始に伴い、児童福祉法の
規定に基づく放課後児童健全育成事
業（放課後児童クラブ）として市内で
学童保育を実施している場合や、今
後新たに実施する場合は市への届け
出が必要です。詳細は問い合わせを。
 $e$ 放課後こども育成課☎７１１崖４６６２ 
$q$ ７３３崖５７３６

無料調停相談会 
　家庭内のもめごとや戸籍、交通事
故などの相談に応じます。 $w$ 5月２９
日金午前１０時～午後3時 $t$ 香椎公民
館（東区香椎駅前2） $e$ 福岡家事調停
協会☎５１０崖０４１６、福岡民事調停協会
☎７８１崖３１４１（内線３８９３） $y$ 無料 $p$ 不
要

人工肛門・人工ぼうこう造設者 
の相談室 
 $w$ 5月9日蝆午後1時半～4時 $t$ あ
いあいセンター7階（中央区長浜1） 
$e$ 日本オストミー協会福岡市支部
☎・ $q$ ５５３崖２１４１ $y$ 無料 $p$ 不要

「憲法週間」無料法律相談会 
 $w$ 5月１１日蝁～１５日金午前１０時～午
後3時半 $te$ 天神弁護士センター
（中央区渡辺通5 南天神ビル2階）☎
７４１崖３２０８ $o$ 先着１００人程度 $y$ 無料 $p$ 
電話で4月２７日午前9時以降に同セ
ンターへ。
行政書士による「暮らしと事 
業」無料相談会 
　会社設立や建設業許可、相続、遺言
などの相談に応じます。 $w$ 5月①１６
日蝆②２８日蝄午前１０時～午後4時 $t$ 
①南市民センター（南区塩原2）②県
行政書士会館4階（博多区東公園） $e$ 
県行政書士会☎６４１崖２５０１ $q$ ６４１崖２５０３
 $y$ 無料 $p$ 不要

精神保健福祉センター 専門相談 
 $te$ 同センター（中央区舞鶴2）☎
７３７崖８８２５ $q$ ７３７崖８８２７　同センターで
以下の相談に応じます。【電話相談】
①依存症・ひきこもり専門電話相談
②発達障がい・性同一性障がい電話
相談。相談専用電話番号☎７３７崖８８２９。
 $w$ ①火・木曜日②第1・3水曜日（い
ずれも日祝日を除く）午前１０時～午
後1時 $y$ 無料 $p$ 不要【専門医師によ
る面接相談】①アルコールを含む依
存症相談②ひきこもり相談。時間な
ど詳細は問い合わせを。 $w$ ①5月１４
日蝄、１９日火、２８日蝄の午後②6月１２
日金の午前 $y$ 無料 $p$ 専用電話（☎
７３７崖８８２９）で予約を。

チケット法律相談 
　市役所2階市民相談室で、弁護士
に相談できるチケットを配布してい
ます（市民相談室 法律相談、チケッ
ト法律相談のいずれかで1人年1
回）。 $w$ 午前１０時～午後7時（土日祝
日は午後1時まで。1人３０分） $t$ 天神
弁護士センター（中央区渡辺通5） $e$ 
市役所2階市民相談室☎７１１崖４０１９ $q$ 
７３３崖５５８０ $a$ 市内に住むか通勤・通学
する人 $o$ 毎月先着４０人にチケット
配布 $y$ 無料 $p$ 電話か来所で毎月第1
金曜日午前9時以降に同相談室へ。

【児童扶養手当】
改定後（平成
２７年4月～）改定前

4万２,０００円4万１,０２０円全部支給
９,９１０円～
4万１,９９０円

９,６８０円～
4万１,０１０円一部支給

　※改定分最初の定例支払いは8月で
す。
【特別児童扶養手当】

改定後（平成
２７年4月～）改定前

5万１,１００円4万９,９００円1級
3万４,０３０円3万３,２３０円2級

　※改定分最初の定例支払いは8月で
す。
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級等請求」「社会人請求」と朱書きし、
１４０円切手を貼った返信用封筒（A4
サイズが入る大きさ。宛先を明記）を
同封して同課（〒８１０崖８６２０住所不要、
同課宛て）へ。市ホームページにも掲
載【申し込み】電子申請か郵送（重複
申し込みは不可）。電子申請の場合、
市インターネット手続きサービスか
ら5月1日午前9時～１５日午後5時
（受信有効）に申請を。郵送の場合、申
込書を特定記録または簡易書留で5
月1日～１９日（消印有効）に同課へ。
社会人経験者は自己PRシートの提
出が必要【1次試験】6月２８日蝀に市
内と東京都内で。行政事務（行政）は
点字受験も可（福岡会場のみ）。詳細
は募集案内で確認を。

 $e$ 人事委員会事務局任用課☎７１１崖
４６８７ $q$ ７３３崖５８６６　募集区分などは下
表の通り。【採用予定日】渇定期募集
＝来年4月1日以降渇特別募集＝今
年１０月1日以降【給与】渇上級＝約１９
万１,０００円渇消防吏員A＝約２０万
４,０００円渇獣医師＝約２１万３,０００円渇
保健師＝約２０万円渇社会人経験者
（4年制大学卒業後職務経験8年で、
採用時年齢３０歳の場合）＝約２８万
６,０００円。職歴などに応じ一定の基準
で決定。諸手当あり【募集案内・申込
書の配布】5月1日から同課（市役所
5階）、情報プラザ（同1階）、各区情
報コーナー、各出張所、福岡市東京事
務所、県民情報センター（県庁1階）
で。郵便での請求は、封筒の表に「上

市職員（上級・消防吏員A・社会人経験者など）を募集　　　　　　　　

定期募集（来年4月1日以降採用予定）

主な受験資格＜1～2のいずれかに該当する人＞募集区分

1昭和６１年4月2日～平成6年4月1日に生まれた人
2欄外※の通り行政

行
政
事
務

上
級

社会福祉主事の被任用資格を有する人または来年3月３１日ま
でに取得見込みの人で、次のいずれかに該当する人
1昭和６１年4月2日～平成6年4月1日に生まれた人
2欄外※の通り

福祉

昭和６１年4月2日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
1大学（短大を除く）または大学院で心理学を専攻し、卒業（修
了）した人または来年3月３１日までに卒業（修了）見込みの人
2人事委員会が（1）に掲げる資格と同等の資格があると認める人

心理

1昭和６１年4月2日～平成6年4月1日に生まれた人
2欄外※の通り

土木、建築、電
気、機械、造園、
衛生管理Ｂ行

政
技
術

食品衛生監視員の被任用資格を有する人または来年3月３１日
までに取得見込みの人で、次のいずれかに該当する人
1昭和６１年4月2日～平成6年4月1日に生まれた人
2欄外※の通り

衛生管理Ａ

日本国籍を有する人で、次のいずれかに該当する人
1昭和６１年4月2日～平成6年4月1日に生まれた人
2欄外※の通り

消防吏員Ａ

職業訓練協会の講座 
 $t$ ①②同協会（東区千早5）③アミカ
ス（南区高宮3）④⑤市中小企業サポ
ートセンター（博多区博多駅前2 福
岡商工会議所ビル2階） $e$ 同協会☎
６７１崖６８３１ $q$ ６７２崖２１３３ $p$ 電話で5月①
②7日③8日④⑤１１日午前9時以降
に同協会へ。
【①パソコン「AutoCADによる建築
と機械部品図面作成」講習】
 $w$ 6月2日蝂～7月３１日蝅の火・金曜
日（全１８回）午後6時半～9時 $a$ 文字
入力、マウス操作ができる人 $o$ 先着
１５人 $y$ 4万９,０００円
【②パソコン「MOS（マイクロソフ
ト オフィス スペシャリスト）エクセ
ル試験対策」講習】
 $w$ 渇昼＝6月１０日蝃～１７日蝃の月・
水・金曜日（全4回）午前9時半～午
後3時渇夜＝6月１６日蝂～7月１４日
蝂の火・金曜日（全9回）午後7時～9
時 $a$ エクセルの基礎知識がある人 
$o$ 各先着１５人 $y$ 2万円
【③ファイナンシャル・プランナー3
級講座】
 $w$ 6月１２日～9月4日の金曜日（8月

職業訓練7月生を募集 
　①若年者金属加工技術科②ビル設
備サービス科③CAD／CAM科。訓
練内容など詳細は問い合わせを。 $w$ 
①7月3日蝅～来年1月２９日蝅②③
7月3日蝅～１２月２５日蝅 $te$ 福岡職
業能力開発促進センター（北九州市
八幡西区穴生）☎０９３崖６４１崖６９０９ $q$ ０９３
崖６３１崖６５１６ $a$ 公共職業安定所（ハロ
ーワーク）に求職申し込みをしてい
る人 $o$ ①5人②③３０人 $y$ 無料（教科
書・工具代、保険料など別） $p$ 来所で

5月２２日までに住所地の公共職業安
定所へ。選考あり。 

保育士就職支援研修会 
　参加者と交流し、保育の実際など
について学びます。保育士・保育所支
援センターで扱う求人も紹介。 $w$ 5
月２９日蝅午後1時～3時半 $t$ 市役所
１５階講堂 $e$ 指導監査課☎７１１崖４２６２ 
$q$ ７３３崖５７１８ $a$ 保育所へ就職を希望
する人、来年3月に卒業見込みの学
生 $o$ 先着１００人程度 $y$ 無料 $s$ 1～6
歳、先着１２人、無料 $p$ 市ホームペー
ジまたは市保育協会ホームページ
（www.hoiku.or.jp/）に掲載、同課
（市役所１３階）、情報プラザ（同1階）、
各区情報コーナー、各保育所などで
配布する募集案内で詳細を確認し
て、電話かファクス、メールで5月２８
日までに同課へ。

しごと
昭和５５年4月2日以降に生まれ、獣医師の免許を有する人また
は平成２７年度実施の国家試験で取得見込みの人獣医師

昭和６０年4月2日以降に生まれ、保健師の免許を有する人また
は平成２７年度実施の国家試験で取得見込みの人保健師

昭和３１年4月2日～昭和６１年4月1日に生まれた人で、民間企
業などにおける職務経験を直近１０年中7年以上有する人行政

社
会
人
経
験
者

昭和３１年4月2日～昭和６１年4月1日に生まれた人で、次のい
ずれにも該当する人渇社会福祉士、精神保健福祉士または臨
床心理士の資格を有する渇社会福祉施設か医療機関などにお
いて相談・援助の業務に従事した職務経験を直近8年中5年以
上有し、かつ社会福祉士、精神保健福祉士または臨床心理士の
登録後に3年以上の職務経験を有する

社会福祉

昭和３１年4月2日～昭和６１年4月1日に生まれた人で、次のい
ずれにも該当する人渇一級建築士の資格を有する渇大型建築
物等の構造設計の業務に従事した職務経験を5年以上有する
渇建築関係業務に従事した職務経験を直近8年中5年以上有
する

建築

　※平成6年4月2日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
　ア　大学（短大を除く）を卒業した人または来年3月３１日までに卒業見込みの人
　イ　人事委員会がアに掲げる資格と同等の資格があると認める人

特別募集（今年１０月1日以降採用予定）

主な受験資格＜1～2のいずれかに該当する人＞募集区分

1昭和６０年4月2日～平成5年4月1日に生まれた人
2欄外※の通り行政行政

事務

上
級

食品衛生監視員の被任用資格を有する人で、次のいずれかに
該当する人
1昭和６０年4月2日～平成5年4月1日に生まれた人
2欄外※の通り

衛生管理Ａ行
政
技
術 1昭和６０年4月2日～平成5年4月1日に生まれた人

2欄外※の通り衛生管理Ｂ

昭和５４年4月2日以降に生まれ、獣医師の免許を有する人獣医師
　※平成5年4月2日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
　ア　大学（短大を除く）を卒業した人
　イ　人事委員会がアに掲げる資格と同等の資格があると認める人

１４日を除く。全１２回）午後1時半～4
時 $o$ 先着３０人 $y$ 2万円 $s$ 無料、6カ
月～就学前、先着１０人
【④社会保険労務士直前対策講習】
 $w$ 6月２１日～8月9日の日曜日（全8
回）午前１０時～午後4時 $a$ 社会保険
労務士試験受験予定者 $o$ 先着２５人 
$y$ 3万６,０００円
【⑤福祉住環境コーディネーター2
級直前対策講習】
 $w$ 6月２７日蝆午前１０時～午後5時 $a$ 
2級検定試験受験予定者 $o$ 先着２５人 
$y$ ７,０００円（2級公式テキストを各自
で準備）
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2015（平成27）年５月１日申し込み方法（応募事項）は15面に

福岡市 検 索検 索

情報BOX 施設の情報

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/

　※以下の展示の料金は一般２００円、
高大生１５０円、中学生以下無料
長政の手紙
　福岡藩初代藩主・黒田長政が出し
た直筆の手紙や新出の文書を紹介。 
$w$ 開催中～6月２１日蝀
奴国前史　早良の青銅器と弥生墳墓
 $w$ 4月２８日蝂～6月２８日蝀
道具と暮らし～箱～
　道具（箱）から、その役割や使い方、
暮らしの様子などを探ります。 $w$ 4
月２８日蝂～6月１４日蝀

市博物館

〒８１４崖０００１ 早良区百道浜3崖1崖1
☎845崖5011  $q$ 845崖5019
 $i$ 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）西本コレクション展～畦地梅太郎と

山男～
　「山男」をテーマに版画家・畦地（あ
ぜち）梅太郎の作品を紹介します。 
$w$ 開催中～6月7日蝀 $y$ 一般２００円、
高大生１５０円、中学生以下無料
つきなみ講座　アンコール時代の遺
跡と美術
　4月２８日蝂～6月１４日蝀開催の「ア
ンコール・ワットへのみち」展につい
て学芸員が話します。 $w$ 5月２３日蝆
午後2時～3時半（午後1時半から受
け付け） $o$ 先着５０人 $y$ 無料 $p$ 不要

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）

船乗り込み
　歌舞伎俳優が、ご当地到着を船に
乗ってお披露目する歌舞伎独特の伝
統行事。「六月博多座大歌舞伎」に出
演する中村鴈治郎（がんじろう）さん
らが乗船します。雨天時は博多リバ
レイン（博多区下川端町）で式典の
み。乗船の市民募集あり（定員２０人）。 
$w$ 5月２９日蝅午後1時～2時４０分 $t$ 
博多川（キャナルシティ博多横清流
公園～博多リバレイン） $e$ 船乗り込
み実行委員会（博多座）☎２６３崖５８７４ 
$q$ ２６３崖３６３２ $y$ 無料 $p$ 乗船希望者は、
はがきかメール（funanorikomi@ 
hakataza.co.jp）に応募事項と性別
を書いて5月１３日（必着）までに博多

博　多　座

〒８１２崖８６１５ 博多区下川端町2崖1　☎263崖5858  $q$ 263崖3630
座へ（1人1通）。当選者のみ通知。
博多座公演「六月博多座大歌舞伎」
 $w$ 6月2日蝂～２６日蝅 $e$ 博多座電話
予約センター☎２６３崖５５５５ $q$ ２６３崖３６３０
 $y$ A席1万８,０００円、特B席1万５,０００
円、B席1万２,０００円、C席５,０００円 $p$ 午
前１０時以降に電話で予約するか、ホ
ームページ（www.hakataza.co. 
jp/）からインターネット購入を。

四
代
目
中
村
鴈
治
郎

ボトルフラワー展
　作品展示の他、体験コ ー ナ ー
（２,０００円）もあり。 $w$ 5月8日蝅～１０
日蝀 $y$ 入場無料（入園料別）
春のばら展（苗の販売あり）
　栽培相談もあり。 $w$ 5月8日蝅～
１０日蝀 $y$ 入場無料（入園料別）
バラの植物画展Vol.2
 $w$ 5月１２日蝂～１７日蝀 $y$ 無料（入園
料別）
ハーブまつり
　ハーブティーの試飲もできます。 
$w$ 5月１６日蝆、１７日蝀 $y$ 入場無料（入
園料別）

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2週間前（必着）
までに同園へ。ホームページでも受
け付け。
園芸講座～寄せ植え講座～
 $w$ 6月2日蝂午後1時半～3時半 $o$ 
３０人 $y$ ２,０００円（入園料別）
園芸講座～ウチョウランを育ててみ
よう～
 $w$ 6月5日蝅午後1時半～3時半 $o$ 
３０人 $y$ ２,０００円（入園料別）
旬の植物ガイド
 $w$ 6月１３日蝆午後1時半～3時半 $o$ 
５０人 $y$ 無料（入園料別）

　※平成２８年3月末に閉館します。
　※5月２６日蝂～２９日蝅は投映番組
の切り替えのため、プラネタリウム
を休館します。

少年科学文化教室「親子でやきもの
教室」
　はし置き、皿、マグカップ、ランプ
シェード＝写真＝などを作ります。 
$w$ 6月１４日蝀、２０日蝆、２１日蝀、7月4
日蝆、１８日蝆（全5回）午前１０時～正
午 $a$ 小学3年～中学1年生と保護者 
$o$ ２０人 $y$ 1人８００円 $p$ はがきかファ
クスに参加者全員の応募事項を書い

て5月２１日午後5時（必着）までに同
会館へ（1組1通）。ホームページで
も受け付け。当選者のみ5月２８日ま
でに通知。

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）

市動物園写真コンテスト作品募集
　昨年7月～今年6月に同園内の動
物や風景を撮影した作品＝写真＝を
募集。カラー・モノクロ、フィルム・デ
ジタルは問わず、サイズは2L～A4・
四つ切り（ワイド可）。1人3点以内
（未発表のみ）。 $p$ 作品の裏に応募事
項とタイトル、撮影年月、使用カメラ
を書いた紙を貼
り、郵送か持参
で5月1日～6
月３０日（必着）に
同園へ。

動　物　園

〒８１０崖００３７ 中央区南公園1崖1
☎531崖1968  $q$ 531崖1996
 $i$ 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）

　※大規模修理・プールの水の入れ
替えのため、5月１８日蝁、１９日蝂は休
館します。プールは２０日蝃まで休館
します。
　※以下の申し込みは往復はがきに
応募事項と性別、希望教室を書いて
5月1日～１５日（必着）に同体育館へ。
来館の場合は返信用はがきを持参。

シェイプアップエクササイズ
　有酸素運動やストレッチ、筋力ト
レーニングなどのエクササイズを体
験します。 $w$ 6月5日～7月3日の金
曜日（全5回）午後3時半～4時半 $a$ 
１８歳以上 $o$ ２０人 $y$ ２,０００円

市民体育館

〒８１２崖００４５ 博多区東公園8崖2　☎641崖9135  $q$ 641崖9139
 $i$ 午前9時～午後9時  $r$ 毎月第3月曜（祝休日のときは翌平日）

ZUMBA（ズンバ）
　ズンバ＝写真＝は、ラテン音楽を
中心とした世界の音楽に合わせて踊
るダンスエクササイズです。 $w$ 6月
１１日～7月３０日の木曜日（全8回）午
後7時～8時半 $a$ １８歳以上 $o$ ２５人 $y$ 
５,７００円

　③④の問い合わせはアミカス相談室（☎５２６崖３７８８ $q$ ５２６崖３７６６）へ。 $y$ 無料 $s$ 6
カ月～就学前、無料（5月①１３日②１７日③２３日④２６日までに要予約） $p$ ①②④電
話かファクス、メールに応募事項と託児希望者は子どもの氏名・年齢を書いて
①②アミカス④相談室へ。ホームページでも受け付け③電話で相談室へ。

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）

定員対象内容・日時

先着４０人女性①女性の人生サポート講座　第1章 仕事（労働・起業）
5／２３蝆１３:３０～１５:３０

先着１０人再就職を希望す
る女性

②お仕事再開プチサロン（グループワーク形式の講座）
5／２７蝃１０:００～１２:００

先着１２人
夫・パートナー
との関係を考え
たい女性

③夫・パートナーとの関係を考えたい人のためのグループ
ワーク 木もれ陽（び）の会　6／2、１６、２３、7／7、２１、8／4
の火曜日（全6回）１３:３０～１５:３０

先着３０人女性④女性が学ぶ法律講座「離婚」　6／5蝅１３:３０～１５:３０

新緑の油山　自然かんさつハイキン
グ
　新緑の油山を散策します＝写真。
森の自然を案内するボランティアも
募集。詳細は問い合わせを。 $w$ 5月２４
日蝀午前１０時～午後1時 $o$ １００人 $y$ 
１００円 $p$ 往復はがきに代表者の応募
事項と参加者全員の氏名・年齢を書
いて5月１４日
（必着）までに同
施設へ。ホーム
ページでも受け
付け。

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/

映画上映会「博多っ子純情」
　同館館長の長谷川法世原作で、撮
影が全て市
内で行われ
た映画「博多
っ子純情」＝
写真＝を上
映し ま す。 
$w$ 5月２４日
蝀午後1時、
3時から（各
９４分） $y$ 無
料 $p$ 不要

「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　※以下の申し込みは電話かファク

ス、来所で5月1日以降に同センタ
ーへ。
おむつを知って！当て方上手
 $w$ 6月の毎週木曜日午後2時～4時 
$o$ 各先着２５人 $y$ 無料
自助具製作教室
　木製の読書台を作ります。 $w$ 6月
１３日蝆午後1時～4時 $o$ 先着１０人 $y$ 
５００円程度
はじめての介護講座
 　「かんたん着替えの介助」など。 $w$ 
6月１７日蝃、２０日蝆、２４日蝃午前１０時
～正午 $o$ 各先着１５～２０人 $y$ 無料

ふくふくプラザ3階
介護実習普及センター
〒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
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