
15 ふくおか市政だより2015（平成27）年6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

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

　※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。

　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。

　※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）

　子どもの急な病気やけがなどについて、午後7時（土曜日＝
正午、日・祝＝午前7時）～翌朝7時に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

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。

6月7日日 
八木病院（東区馬出二丁目２１崖２５） ☎651－0022
貝塚病院（東区箱崎七丁目7崖２７） ☎632－3333
秋本病院（中央区警固一丁目8崖3） ☎771－6361
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
白十字病院（西区石丸三丁目2崖1） ☎891－2511
6月14日日 
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
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
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（6月前半の日・祝日）

　※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/

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

内　容項　目期日

　胃がんについて専門の医師が分かりやすく解
説します。 $w$ 午後2時～3時半 $t$ エルガーラホー
ル7階（中央区天神1） $e$ 同病院☎７７１崖８１５１ $q$ ７１６
崖０１８５ $o$ 先着１２０人 $y$ 無料 $p$ 不要

済生会福岡総合病
院 市民公開講座
 講座・教室  

6
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　①「手作り紙飛行機をとばそう」。作った紙飛
行機を飛ばして飛行時間を計ります。上位入賞
者には賞品あり②「苔（こけ）玉作り教室」。 $w$ 6
月①6日蝆午後1時半～4時②１３日蝆午後1時～
3時 $te$ 同公園（西区今津）☎８０７崖６６２５ $q$ ８０７崖
６６２７ $a$ ①小学3年生以下（保護者同伴）②小学4
年生以上 $o$ 各先着２０人 $y$ ①３００円②５００円 $p$ 電話
で開催日の前日までに同公園へ。

今津運動公園の催
し
 催　し 

　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。 $w$ 午前１０
時～午後2時 $te$ ふくおかどうぶつ相談室（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
かどうぶつ相談室
 催　し 
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　市民・企業・行政が協力し、海岸・河川・公園な
どの一斉清掃を行う地球環境美化活動（ラブア
ース・クリーンアップ）と同時開催。軍手持参。清
掃道具の貸し出しあり。雨天中止。 $w$ 午前9時～
１１時 $t$ 集合は福岡城むかし探訪館前広場（中央
区城内） $e$ 福岡城市民の会☎７１６崖８２３８ $q$ ７１６崖
８２５４ $y$ 無料 $p$ 不要

福岡城内クリーン
アップ作戦
 催　し 

　新鮮な魚や干物、旬の野菜・花、漁師料理（たい
飯やカワハギのみそ汁など）の販売。地引き網体
験（午前１１時～正午。受け付けは午前8時から。先
着１００人）もあり。 $w$ 午前8時～正午 $t$ 西浦漁港
（西区西浦） $e$ 市漁業協同組合西浦支所☎８０９崖
２２３１ $q$ ８０９崖２２３５ $p$ 不要

西浦さかなまつり
 催　し 

　「ピアノ協奏曲第１２番」（モーツァルト）などを
演奏。 $w$ 正午から $t$ 福岡シンフォニーホール（中
央区天神1 アクロス福岡） $e$ アクロス福岡チケ
ットセンター☎７２５崖９１１２ $q$ ７２５崖９１０２ $y$ １,０００円 
$p$ 電話で同センターへ。

アクロス・ランチ
タイムコンサート
vol.４４「ランチde
コンチェルト」
 催　し 
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　飼い犬の基本的なしつけ方を職員が教えま
す。 $w$ 6月9日蝂、１６日蝂、２３日蝂、３０日蝂午前１０
時、午後2時から（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6月4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 

内　容項　目期日

　国連創立７０周年を迎え、これまでの歩みとこ
れからについてUNDP（国連開発計画）駐日代表
の近藤哲生氏が話します。 $w$ 午後2時４０分～4時
１０分 $t$ 福岡女子大学（東区香住ケ丘1） $e$ 日本国
際連合協会福岡県本部☎７１３崖８１１５ $q$ ７６１崖６７６２ $o$ 
先着１００人 $y$ 無料 $p$ 電話かファクス、メール（un 
aj崖fukuoka@nifty.com）で同本部へ。

国連講演会「貧困
撲滅に向けた国連
７０年の歩みとこれ
から」
 講演会 
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　ペシャワール会現地代表 中村哲氏による基調
講演「アフガンに生きて～水と緑を創る～」とパ
ネルディスカッション「中村哲氏と考えるアジ
アの平和と国際貢献」。 $w$ 午後2時～5時２０分 $t$ 
ホテルオークラ福岡（博多区下川端町） $e$ 同フォ
ーラム☎７１１崖５４９１ $q$ ７３１崖５２１０ $o$ 先着４００人 $y$ 無
料 $p$ はがき（〒８１０崖０００１中央区天神1崖4崖1 １４階
　西日本新聞イベントサービス内）かファクス、
メール（zaidan３０@nishinippon崖event.co.jp）
で6月１０日（必着）までに問い合わせ先へ。

西日本国際財団創
立３０周年記念フォ
ーラム
 講演会 

 $w$ 6月１１日蝄、１８日蝄（全2回）午後1時半～3時
半 $t$ 西区保健福祉センター（西区内浜1） $e$ 西区
健康課☎８９５崖７０７４ $q$ ８９１崖９８９４ $o$ 先着５０人 $y$ 無料
 $p$ 電話かファクスで同課へ。

「発達障がい」を理
解するための講演
会
 講演会 

　薬物を使わない生活を続けていくための講
座。時間など詳細は問い合わせを。 $w$ 6月１２日
蝅、２６日蝅午前中 $t$ あいれふ（中央区舞鶴2） $e$ 
精神保健福祉センター 依存症・ひきこもり専門
相談電話☎７３７崖８８２９（火・木曜日午前１０時～午後
1時） $q$ ７３７崖８８２７ $a$ 薬物使用をやめたい（やめ続
けたい）人 $o$ １０人程度 $y$ 無料 $p$ 電話で同センタ
ーへ。

薬物依存症回復支
援プログラム
 講座・教室  

6
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　①初心者ヨット教室＝写真＝②ジュニアヨッ
ト教室。 $w$ 6月①１３日蝆、１４日蝀②２１日蝀いずれ
も午前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①１６歳以上②小学3年～中学生 $o$ ①各先着１２
人②１８人 $y$ ①３,０００円②１,５００円 $p$ ①6月1日午前
１０時以降に同施設へ来所を②往復はがき（〒８１９
崖０００１西区小戸3崖５８崖1）で6月8日（必着）までに
同施設へ（1人1通）。

市ヨットハーバー
の教室
 講座・教室  
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　アジの香草焼き＝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.AF 
FB@city.fukuoka.lg.jp）で6月8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 

催　し 新作博多人形展・博多人形与一賞展

　「新作博多人形展」の受賞作品を含む新作８４点を展示する他、次代を担う人形師
の登竜門である「与一賞」の出品作品を展示。 $w$ 6月１０日蝃～１６日蝂午前１０時～午
後8時（最終日は午後5時まで） $t$ 大丸福岡天神店本館6階アートギャラリー（中央
区天神1） $e$ 博多人形商工業協同組合☎２９１崖４１１４ $q$ ２９１崖８００７ $y$ 無料 $p$ 不要



14ふくおか市政だより
2015（平成27）年6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

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

　障がいのある人も参加しやすいお茶会。 $w$ 午
後2時～3時半 $te$ 同園（中央区平尾3）☎・ $q$ 
５２４崖８２６４ $o$ 先着１５人 $y$ １,５００円（入園料別） $p$ 電
話で同園へ。

松風園「ユニバー
サル茶会」
 催　し  

6
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　①金星・木星・土星と春の星座②月や土星と春
～夏の星座を観察。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。 $w$ 6月①１３
日蝆②２７日蝆午後7時～8時半 $te$ 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 

　地球温暖化の現状および市の取り組み、省エ
ネに関する補助制度、夏期に向けた節電対策な
ど。 $w$ 午後2時～4時 $t$ アミカス（南区高宮3） $e$ 
温暖化対策課☎７１１崖４２８２ $q$ ７３３崖５５９２ $a$ 市内の事
業者 $o$ 先着１５０人 $y$ 無料 $p$ 市ホームページから
ダウンロードした申込書に必要事項を記入の
上、ファクスかメールで6月１０日までに同課へ。

省エネ講習会
 講座・教室  

6
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 $w$ 6月１６日～7月２８日の火曜日（6月３０日を除
く。全6回）午前１０時～正午 $te$ 同ホーム（早良
区百道浜1）☎８４７崖２７６１ $q$ ８４７崖２７６３ $a$ 市内に住
みパソコンを使用できる肢体・内部障がい者 $o$ 
6人 $y$ １,３００円程度 $p$ 電話か来所で6月2日～１０
日に同ホームへ。

早良障がい者フレ
ンドホーム「はじ
めてのパソコン教
室（Word）」
 講座・教室 
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　セアカゴケグモにかまれる事故を防ぐために
特性を学びます。講師は丸三製薬バイオテック
学術顧問の上村清氏。 $w$ 午後2時～4時 $t$ 市役所
１５階講堂（中央区天神1） $e$ 生活衛生課☎７１１崖
４２７３ $q$ ７３３崖５５８８ $a$ 市内に住む人、市内の事業者 
$o$ 先着１００人 $y$ 無料 $p$ メール（seikatsueisei. 
PHWB@city.fukuoka.lg.jp）で同課へ。

市セアカゴケグモ
講習会
 講座・教室 

　薬物依存症に対する正しい知識と適切な対応
方法を学びます。事前面接あり。 $w$ 午後2時～4
時 $t$ あいれふ（中央区舞鶴2） $e$ 精神保健福祉セ
ンター 依存症・ひきこもり専門相談電話☎７３７崖
８８２９（火・木曜日午前１０時～午後1時） $q$ ７３７崖８８２７
 $a$ 薬物依存問題で困っている家族 $o$ １０人程度 
$y$ 無料 $p$ 電話で同センターへ。

薬物依存問題を抱
える家族のための
教室（依存症者の
心理と家族の対
応）
 講座・教室 
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内　容項　目期日

　生ごみ堆肥の作り方と堆肥を使った菜園作
り。ハーブと野菜の組み合わせと育て方などを
学びます。送迎バスあり、２０人まで。集合は午前9
時に市役所で。 $w$ 午前１０時～正午 $t$ クリーンパ
ーク・東部敷地内（東区蒲田1） $e$ 資源循環推進
課☎７１１崖４０３９ $q$ ７３３崖５５９２ $a$ 市内に住む人 $o$ ３０人
程度 $y$ 無料 $p$ 電話かはがき（〒８１０崖８６２０住所不
要、同課宛て）、ファクスに応募事項とバス利用
の有無を書いて6月9日（必着）までに同課へ。

生ごみ堆肥を使っ
た菜園講座
 講座・教室  
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　プリザーブドフラワーを使って壁掛けにもで
きる作品を作ります。 $w$ 午後2時～4時 $t$ 中央市
民センター（中央区赤坂2） $e$ 市緑のまちづくり
協会みどり課☎８２２崖５８３２ $q$ ８２２崖５８４８ $o$ ２０人 $y$ 
１,８００円 $p$ 往復はがき（〒８１４崖０００１早良区百道浜
2崖3崖２６）かメール（mms@midorimachi.jp）で
6月8日（必着）までに同課へ。

緑のコーディネー
ターによる体験講
座～プリザーブド
フラワーのアレン
ジ～
 講座・教室 

　ウガンダのカンパラ出身で九州大学大学院の
ムカビ・ジョファスさんが話します。 $w$ 午後6時
半～8時 $te$ 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）に応募事項とメールアドレスを書いて6
月１７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 

　基礎、中級、インターネット、初級画像処理、お
役立ち講座の5講座。詳細は問い合わせを。 $w$ 6
月１９日蝅～8月３１日蝁 $t$ 地下鉄馬出九大病院前
駅構内（東区馬出2） $e$ シニアネット福岡☎・ $q$ 
６３２崖０３１１（月～金曜日の午前9時半～午後3時、
土曜日の午後0時４０分～3時） $a$ 初心者、中級者 
$o$ 各１０人 $y$ 1回１,０００円（テキスト代別） $p$ 電話
かファクスに応募事項と希望講座名、希望開講
日時を書いて6月9日までに問い合わせ先へ。

らくらくパソコン
教室
 講座・教室  
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　城下町の面影が残る天神周辺を、路地裏の老
舗店などに立ち寄りながら巡ります。 $w$ 午前１０
時～午後0時半 $t$ 集合は市役所1階 市観光案内
ボランティアカウンター前 $e$ 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 $y$ ７００円、小学生以下２００円（保護者同伴） $p$ 
ファクスかメール（kuromachi@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6月１７日までに問い合わせ先へ。

市観光案内ボラン
ティア　黒田家ゆ
かりの地まち歩き
「五十二万石城下
町を歩く」
 催　し 
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　観戦講座やアビスパ福岡の選手と運動した
後、試合を観戦します。 $w$ 午後4時半～8時 $t$ レ
ベルファイブスタジアム（博多区東平尾公園2） 
$e$ アビスパ福岡☎６７４崖３０２０ $q$ ６７４崖３０２２ $a$ 市内に
住む６０歳以上（グループも可） $o$ 先着１００人 $y$ 無
料 $p$ 電話かファクス、メール（genki@avispa. 
co.jp）に参加者全員の応募事項と参加人数を書
いて問い合わせ先へ。

シニア☆アビスパ 
de 健康教室～元
気いっぱいJリー
グ観戦～
 講座・教室 
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畑での作業の講習

講座・教室 公開講座「あいあいセミナー 障がいのある子の理解と支援」

　午前中はあいあいセンターのセンター長で小児科医の宮﨑千明氏による講演。
午後は基礎講座「ことば・理解の発達が気になる子への支援」「対人関係・社会性が
気になる子への支援」「運動の苦手さ・不器用さのある子への支援」と実践講座「発
達（ことば、対人、社会性）が気になる子への支援」「園全体で取り組む保護者支援」
の中から1講座選択。 $w$ 8月２３日蝀午前9時５０分～午後4時 $t$ ふくふくプラザ（中央
区荒戸3） $e$ あいあいセンター☎７２１崖１６１１ $q$ ７１２崖５９１８ $a$ 幼稚園、保育所（園）に勤務
する教諭・保育士。実践講座は保育経験5年以上であいあいセミナーに過去参加し
たことがあるか、保育経験１０年以上の人。午前中は一般、保護者も参加可 $o$ 先着２００
人 $y$ ２,０００円（一般、保護者は１,０００円） $p$ はがき（〒８１０崖００７２中央区長浜1崖2崖8）か
ファクスに応募事項と希望講座名、所属園名（実践講座希望者は、保育経験年数、セ
ミナー参加回数も明記）を書いて6月３０日（必着）までにあいあいセンターへ（1人1
通）。

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　【こけ玉作り】直径１０㌢のこけ玉
に観葉植物を植え付けます。 $w$ 6月7日蝀午後1時半～3時半 $o$ 先着３０人 $y$ ７００円 
$p$ 電話で6月2日以降に同公園へ。【園芸講座「ウメの加工とウメの収穫作業体験」】 
$w$ 6月１２日蝅午後1時半～3時半 $o$ 先着５０人 $y$ ６００円 $p$ 電話で6月5日以降に同公
園へ。【園芸講座「落葉果樹の夏期管理（カキ・ブドウ・イチジク他）」】 $w$ 6月１９日蝅
午後1時半～3時半 $o$ 先着７０人 $y$ 無料 $p$ 電話で6月１２日以降に同公園へ。

講座・教室 南障がい者フレンドホームの教室

　①親子習字教室。子どもは毛筆、親はペン習字を行います②交流教室「ピザを作
ろう」③レクリエーション教室。いのちのたび博物館を見学します。集合・解散は
JR博多駅筑紫口。JRで移動します。 $w$ ①6月１３日～来年2月１３日の毎月第2土曜日
（8月を除く。）午前１０時～正午②6月１９日蝅午前１１時～午後1時半③6月２０日蝆午
前9時～午後4時 $t$ ①②同ホーム（南区清水1）③北九州市八幡東区東田 $e$ 同ホー
ム☎５４１崖５８５８ $q$ ５４１崖５８５６ $a$ 市内に住む①小学4年生以上の障がい児と介助者②障
がい者と介助者③障がい者と介助者 $o$ ①4組②6人③１５人 $y$ ①月１００円程度②２００
円程度③４,０００円程度 $p$ 電話か来所で6月1日～5日に同ホームへ。
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募　集 催　し 講座・教室 講演会

内　容項　目期日

　トウモロコシの収穫体験＝写真＝と米粉を使
ったパン作りを行います。 $w$ 午前9時１５分～午
後3時 $t$ JAファーム福岡（西区今宿青木）、旬菜
キッチン（西区福重1） $e$ 農業振興課☎７１１崖４８５２ 
$q$ ７１４崖４０３３ $a$ 市内に住むか通勤・通学する小学
3～6年生と保護者 $o$ １５組３０人程度 $y$ 1組（2人）
１,５００円（3人以上での参加は大人1人１,０００円、子
ども1人５００円を追加） $p$ はがき（〒８１０崖８６２０住所
不要、同課宛て）かファクス、メール（n崖shinko. 
AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応
募事項を書いて6月１２日（必着）までに同課へ。

親子　食と農の体
験教室
 講座・教室  
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　季節の植物などの折り紙を学びます。抹茶付
き。 $w$ 午前１１時～正午 $te$ 同公園（城南区友泉
亭）☎・ $q$ ７１１崖０４１５ $o$ 先着２０人 $y$ ５００円（入園料
別） $p$ 電話で同園へ。

友泉亭公園「季節
の折り紙教室 大人
の初心者コース」
 講座・教室 

　九州大学病院助教授の池田康博氏による講演
「網膜色素変性症の最新治療研究」。 $w$ 午後1時
～3時 $t$ ふくふくプラザ5階（中央区荒戸3） $e$ 
日本網膜色素変性症協会福岡県支部・松延☎・ $q$ 
７８１崖１７７１ $o$ 先着１２０人 $y$ ５００円 $p$ 不要

「網膜色素変性症
患者のつどい」医
療講演
 講演会 

　飼い主の心得や犬との信頼関係の築き方など
を学びます。 $w$ 午後2時～4時 $te$ ふくおかど
うぶつ相談室（西区内浜1）☎８９１崖１２３１ $q$ ８９１崖
１２５９ $a$ 市内に住む犬の飼い主と飼い犬（6カ月
齢以下、発情犬不可） $o$ 先着6組（1組2人、一頭
まで） $y$ 無料 $p$ 電話で6月1日午前8時半以降に
同相談室へ。

プロドッグトレー
ナーに学ぶ！パピ
ーのためのしつけ
方教室
 講座・教室 
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　新鮮な旬の魚を使った料理を作ります。講師
は、フレンチ料理店「ザ・ヴィラズ」のシェフ・高
山友一氏、「レストラン カズ」のシェフ・篠原和夫
氏。 $w$ 午前１０時～午後2時 $t$ 鮮魚市場会館（中央
区長浜3） $e$ 博多ミラベル２１☎０９０崖３１９８崖６６５１ $q$ 
２６２崖８１０５ $a$ 市内に住むか通勤する人 $o$ ２５人 $y$ 
１,０００円 $p$ ファクスかメール（npohm２１@grepa 
pa.jp）で6月１１日までに問い合わせ先へ。

長浜鮮魚市場's 
Cooking Studio
 講座・教室 

内　容項　目期日

　外貨預金や投資信託など金融商品の紹介やリ
スクについての解説。 $w$ 午後1時半～3時 $t$ あい
れふ（中央区舞鶴2） $e$ 消費生活センター☎７１２崖
２９２９ $q$ ７１２崖２７６５ $o$ 先着５０人 $y$ 無料 $s$ 1歳～就学
前、無料（6月１５日までに要予約） $p$ 電話かファ
クスに応募事項と託児希望者は子どもの人数・
年齢を書いて6月２２日までに同センターへ。

かしこい消費生活
講座「まず知ろう、
金融商品とそのリ
スク」
 講座・教室 
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　全4回の連続講座。各回の内容は、①地域を知
ろう②思いを語ろう③思いを企画にしよう④企
画を実現させよう。詳細は問い合わせを。 $w$ ①6
月２４日、7月②1日③8日④１５日の水曜日、午後7
時～9時 $t$ コミセンわじろ（東区和白丘1） $e$ 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１５人 $y$ 無料 
$p$ 電話かファクス、メール（info@fnvc.jp）、来所
であすみんへ。

地域デビュー入門
講座
 講座・教室  
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 $w$ ①6月２４日～9月１６日の水曜日（8月１２日を除
く。全１２回）②6月２５日～9月１７日の木曜日（8月
１３日を除く。全１２回）③6月２６日～9月１８日の金
曜日（8月１４日を除く。全１２回）いずれも午後1時
半～3時半 $te$ 青少年サポートセンターひまわ
りの会（博多区銀天町3）☎・ $q$ ５７４崖６２２１ $a$ パソ
コン初心者 $o$ 各１０人 $y$ 無料（別途テキスト代
２,０００円） $p$ 往復はがき（〒８１２崖０８７９博多区銀天町
3崖5崖8）に応募事項と希望講座（①～③）を書い
て6月１２日（必着）までに同会へ。

しっかり学べる高
齢者パソコン教室
「ワード初級講座」
 講座・教室 

　障がい者の芸術活動を通じ、社会におけるさ
まざまな既成の価値や枠を捉え直す舞台公演
「Life map（ライフマップ）」＝写真＝に参加す
る出演者を募集します。詳細は問い合わせを。 $e$ 
工房まる・樋口☎９８４崖１３９５ $p$ ホームページ（http 
://lifemap.marulab.org/）からダウンロード
した応募用紙に必要事項を記入の上、郵送かフ
ァクス、メールで6月２６日（必着）までに市文化芸
術振興財団へ。

舞台公演「Life 
map」出演者募集
 募　集  
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　希望者にはダンボールコンポストの初心者セ
ット（解説本付き）を配布します。 $w$ 午後2時半
～4時 $t$ アイランドシティ中央公園ぐりんぐり
ん（東区香椎照葉4） $e$ 小さな循環いい暮らし事
業実行委員会☎４０５崖５２１７ $q$ ４０５崖５９５１ $o$ 先着２０人 
$y$ 無料 $p$ はがき（〒８１１崖０２０１東区三苫4崖4崖２７ 
循環生活研究所内 同実行委員会）で6月１９日（必
着）までに同実行委員会へ。

生ごみを家庭で堆
肥に「ダンボール
コンポスト」
 講座・教室 
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　復元水田で田植えを行います＝写真。 $w$ 午前
１０時～正午 $t$ 板付弥生のムラ（板付遺跡）復元水
田（博多区板付3） $e$ 文化財保護課☎７１１崖４７８３ $q$ 
７３３崖５５３７ $a$ 子どもと保護者 $o$ １００人程度 $y$ 無料 
$p$ 往復はがき（〒８１０崖８６２０住所不要、同課宛て）
に参加者全員の応募事項を書いて6月１０日（必
着）までに同課へ。

板付弥生のムラ
「田植え祭り」
 催　し 

　普段は中に入ることができない歴史的建造物
「下之橋御門」「（伝）潮見櫓（やぐら）」「多聞櫓」な
どを巡り、三の丸スクエアを訪れます。小学生に
は「福岡城おもしろ絵巻」を贈呈。 $w$ 午後1時半
～3時半 $t$ 集合は鴻臚館（こうろかん）跡展示館
前（中央区城内） $e$ 福岡歴史探訪ガイド事務局・
井上☎・ $q$ ７７１崖６７７３ $a$ 小学生以上（小学生は保護
者同伴） $o$ 先着６０人 $y$ ５００円（小学生は無料） $p$ 往
復はがき（〒８１０崖００６４中央区地行3崖２２崖１３）に参
加者全員の応募事項を書いて6月１５日（消印有
効）までに同事務局へ。

福岡城跡建造物見
学ツアー
 催　し 

催　し さん・さんプラザの催し

　①③は室内用運動靴を持参。詳細は問い合わせを。 $t$  $e$ 同プラザ（南区清水1）☎
５１１崖１１３２ $q$ ５５２崖３４４７ $y$ ①②無料③ホームページ（fc-jigyoudan.org/sunsun/）で
確認するか問い合わせを $p$ 同プラザで配布する申込書を郵送（〒８１５崖００３１南区清
水1崖１７崖１５）かファクス、持参で①②同プラザへ（随時受け付け）③6月１６日（必着）
までに同プラザへ。

 対象・定員日時内容

先着５０人6／7日
１３:００～１５:００

①パラプロジェクトスポーツ体験～
ボッチャ・卓球バレー・風船バレーな
どの障がい者スポーツ体験・交流～

障がい者スポーツに
興味のある人、各先
着２０人

6／２８、１０／２５、１１／２９、１２
／２０、来年2／２８の日曜日
（全5回）１０:００～１２:００

②障がい別講座～障がいの基礎知識
と指導法～

障がい者、３６チーム
（1チーム6人）

7／１２日
9:００～１７:００③福岡卓球バレー大会参加者募集

講座・教室 介護実習普及センターの教室

 $te$ 同センター（中央区荒戸3）☎７３１崖８１００ $q$ ７３１崖５３６１ $p$ 電話かファクス、来所で6
月1日以降に同センターへ。ホームページ（www.fukuwel.or.jp/practice/）でも
受け付け。　【自助具製作教室】缶を手に固定して持つことができる「缶ホルダー」
を作ります。 $w$ 7月１１日土午後2時～4時 $o$ 先着１０人 $y$ ３００円程度【はじめての介
護】「知っておきたい排泄（せつ）のこと」「体験!入浴用具と足浴」など。 $w$ 7月１５日
水、１８日土、２２日水午前１０時～正午 $o$ 各先着１５～２０人 $y$ 無料【歌って楽しくストレ
ッチ】楽しい歌に合わせて、心と体をリラックスするストレッチを行います。 $w$ 7
月２７日蝁午後2時～4時 $o$ 先着４０人 $y$ 無料
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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

内　容項　目期日

　好きな植物を選び、こけを巻いて作ります。 $w$ 
午後1時～3時 $te$ 同園（博多区住吉2）☎・ $q$ 
２６２崖６６６５ $o$ 先着２０人 $y$ ５００円 $p$ 電話かファクス
で同園へ。

楽水園「苔（こけ）
玉教室」
 講座・教室  

6
27
穣

 $w$ 午前１０時～１１時半、午後1時～2時半 $t$ 市役所
1階多目的スペース $e$ 日本フラワーデザイナー
協会福岡県支部☎０８０崖８９５１崖６６１２ $a$ 中学生以上 
$o$ 各１０人 $y$ １,０００円 $p$ 往復はがき（〒８１０崖００１１中
央区高砂2崖１４崖9崖６０２）に応募事項と希望時間を
書いて6月１９日（必着）までに同協会へ。

フラワーデザイン
体験レッスン「お
しゃれなバスケッ
トアレンジ」
 講座・教室 

　映画上映会。内容の詳細は問い合わせを。 $w$ 午
後1時半～4時半 $te$ 同ホーム☎５８６崖１３６０ $q$ ５８６
崖１３９７ $a$ 市内に住む障がい者と家族 $o$ ２０人程度 
$y$ 無料 $p$ 電話かファクス、来所で6月２１日まで
に同ホームへ。

博多障がい者フレ
ンドホーム「博多
名画館」
 催　し 

 
6
28
擾

　6月３０日蝂～１２月2日水の全6回の講座。1回
目は「障がい者をとりまく制度・障害者手帳につ
いて」。1回のみの受講も可。 $w$ 午前9時５０分～午
後4時４５分 $t$ あいあいセンター（中央区長浜1） 
$e$ 同センター障がい者生活支援相談室☎７２１崖
１６１１ $q$ ７３８崖３２０３ $a$ 現職のホームヘルパー・サー
ビス提供責任者など $o$ 先着５０人 $y$ 無料 $p$ 電話
かファクス、メール（seisi@shinsyou崖center. 
com）で6月１９日までに同相談室へ。

ホームヘルパース
キルアップ研修
 講座・教室  

6
30
杖

　英国総領事マイケル・シアラー氏による記念
講演や日英協会（東京）理事長の野上義二氏、東
洋英和女学院大学名誉教授の黒岩徹氏らによる
パネルディスカッション。 $w$ 午後5時３５分～7時
２０分（懇親会は7時半から） $t$ ホテルニューオー
タニ博多（中央区渡辺通1） $e$ 同協会☎４７６崖２１５５ 
$q$ ４７６崖２６３４ $o$ 先着１００人程度 $y$ 無料（懇親会は有
料） $p$ 電話かファクス、メール（fjbs.event@ca 
stle.ocn.ne.jp）で同協会へ。

福岡日英協会創立
５０周年記念フォー
ラム
 催　し 

 
7
2
状

　育児の援助をしたい提供会員と、育児を援助
したり受けたりする両方会員になるための講習
会。 $w$ 7月2日蝄、7日蝂、8日水（全3回）午前１０
時～午後2時半（8日は午後3時まで） $t$ 西市民
センター（西区内浜1） $e$ 福岡ファミリー・サポ
ート・センター☎７３６崖１１１６ $q$ ７５１崖１５２４ $a$ 市内に
住み、心身共に健康で自宅で安全に子どもを預
かることができる人 $o$ 先着７０人 $y$ 無料 $s$ 6カ月
～就学前、２０人、無料（6月２５日までに要予約） $p$ 
電話かファクスで同センターへ。

福岡ファミリー・
サポート・センタ
ー会員養成講習会
 講座・教室 

　大豆の種まき、栽培、収穫、脱穀、みそ作り。 $w$ 
7月4日、8月1日、9月5日、１０月１７日、１１月２１日、
１２月5日の土曜日、来年1月１０日日・１１日祝のい
ずれか1日（全7回）午前9時半～正午（7月4日、
１１月２１日は午前9時半～午後3時） $te$ 同公園
（西区金武）☎・ $q$ ８１１崖５１１８ $o$ 先着２０組 $y$ 1組
３,０００円 $p$ 往復はがき（〒８１９崖００３５西区金武１３６７）
に参加者全員の応募事項を書いて6月１７日（消印
有効）までに同公園へ。

かなたけの里公園
「大豆ゆったり体
験コース」
 催　し 

 
7
4
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内　容項　目期日

　季節の野菜を多く使って、簡単にできる和食
をグループで作ります。 $w$ 午前１０時～午後1時 
$t$ ふくふくプラザ（中央区荒戸3） $e$ 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 $o$ ２５人 $y$ 無料 $p$ 往復はがき（〒
８１０崖８６２０住所不要、同課宛て）で6月２５日（消印有
効）までに同課へ。

野菜が主役の料理
教室
 講座・教室  

7
9
状

　アビスパ福岡の選手・コーチが指導します。 $w$ 
午後0時半～1時半 $t$ 雁の巣レクリエーション
センター（東区奈多） $e$ J:COM福岡☎０１２０崖９９９崖
０００（音声案内で1） $q$ ２０１崖１０１０ $a$ 福岡都市圏に
住む5歳～小学4年生 $o$ １００人 $y$ 無料 $p$ はがき
（〒８１０崖００７１中央区那の津3崖１３崖１０崖2階）かファ
クス、メール（jcomfukuoka@jupiter.jcom. 
co.jp）で6月２５日（必着）までに問い合わせ先へ
（1通3人まで）。ホームページ（www.myjcom. 
jp/fukuoka）でも受け付け。

少年少女サッカー
教室withアビスパ
福岡
 講座・教室 

 
7
20
常

　外国船のため、7月２２日現在有効のパスポート
が必要。 $w$ 午前１０時～午後0時半 $t$ 集合は博多
港国際ターミナル（博多区沖浜町） $e$ クルーズ課
☎２８２崖７１７７ $q$ ２８２崖７７７２ $a$ 市内に住むか通勤・通
学する健康な人（未成年は２０歳以上の同伴者が
必要） $o$ ９０人 $y$ 無料 $p$ はがき（〒８１２崖８６２０博多区
沖浜町１２崖1）に参加者全員の応募事項を書いて
6月8日（必着）までに同課へ（1通4人まで）。当
選者のみ通知、パスポートの写しおよび当日記
載する健康状態質問票の提出が必要。

客船「サファイア・
プリンセス」船内
見学会
 催　し 

 
7
22
浄

　環境や多文化、人権について英語で学びます
（通訳付き）。 $w$ 7月２４日蝅～8月7日蝅（１４泊１５
日） $t$ バンクーバー市、リッチモンド市 $e$ カナダ
友好協会☎６４２崖９０１０ $q$ ９３４崖３５５３ $a$ 小学5年生以
上 $o$ 先着２０人 $y$ ３６万７,０００円（燃油サーチャージ
代別） $p$ 電話かファクス、メール（canada@m 
ba.nifty.ne.jp）で6月1日～7月5日に同協会
へ。

カナダフレンドシ
ップ大使
 募　集  

7
24
畳

　子どもの不登校で悩む保護者を支援する人材
を養成します。受講者は選考で決定。 $w$ 7月２５日
～１２月１９日の毎月第4土曜日（１１月は第1土曜
日、１２月は第3土曜日。全6回）午前１０時～午後0
時半 $t$ 中央市民センター（中央区赤坂2） $e$ 生涯
学習課☎７１１崖４６５５ $q$ ７３３崖５５３８ $a$ 子どもの不登校
で悩んだことがある保護者など $o$ ２０人程度 $y$ 無
料 $p$ はがき（〒８１０崖８６２１住所不要、同課宛て）か
ファクス、メール（katei@city.fukuoka.lg.jp）
に応募事項と応募動機を書いて6月１７日（必着）
までに同課へ。

不登校に悩む保護
者支援サポーター
養成講座
 講座・教室 

 
7
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　映画演劇文化協会の企画・製作による公益文
化事業（全国ツアー）。全国均一の特別料金でミ
ュージカルを楽しめます。出演は藤原紀香、別所
哲也、太川陽介＝写真＝他。未就学児は入場不
可。 $w$ 8月8日土正午、午後5時から、9日日午後
1時から（開場は各３０分前から） $t$  $e$ キャナルシ
ティ劇場（博多区住吉1）☎２７１崖６０６２（平日午前１０
時～午後6時） $q$ ２６３崖３１１２ $y$ ４,０００円 $p$ オンライ
ン予約（www.canalcitygekijo.com/）で申し
込みを。

ミュージカル「南
太平洋」
 催　し  

8
8
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サファイア・プリンセス

募　集 在宅心身障がい児（者）のための「療育キャンプ」

　費用など詳細は問い合わせを。 $w$ 8月１６日日午前9時～１８日蝂午後4時（2泊3
日） $t$ 初潮旅館（糸島市二丈鹿家） $e$ 県重症心身障害児（者）を守る会☎５８２崖３９２９ $q$ 
５８２崖３９３０ $a$ 在宅心身障がい児（者）と保護者 $o$ １５組３０人 $p$ 電話かはがき（〒８１６崖
０８０４春日市原町3崖1崖7 クローバープラザ6階）で請求した申込書を郵送かファク
スで6月３０日（必着）までに同会へ。

催　し 海水淡水化センター（まみずピア）開設１０周年記念見学キャンペーン

　施設見学や利き水体験、通常開放していない施設内部で高圧ポンプの大音量を
体感できます。参加者には同施設で生産した水のペットボトル（５００宗）と粗品を贈
呈。 $w$ 9月３０日水までの間の平日、第3日曜日、6月6日土、7日日、夏休み期間（7月
１８日～8月３１日）の間の日曜日。各午前１０時、午後1時半、3時から（1時間２０分） $te$ 
同センター（東区奈多）☎６０８崖６２６２ $q$ ６０８崖６２５６ $o$ 各先着５０人 $y$ 無料 $p$ 電話かファク
ス、メール（mamizupia@f崖suiki.or.jp）で希望日の7日前までに同センターへ。
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募　集 催　し 講座・教室 講演会
お知らせ

「介護サービス利用状況のお知 
らせ」を送付します 
　介護保険のサービスを利用してい
る人に、平成２６年4月～平成２７年3月
の利用状況一覧を6月中旬に送付し
ます。サービス利用票や領収証など
と照らし合わせて確認してくださ
い。 $e$ 各区福祉・介護保険課

猫のマイクロチップ装着と不妊・去 
勢手術に掛かる費用の一部を助成 
　迷い猫の飼い主特定に有効なマイ
クロチップ装着および不妊・去勢手
術を同時に実施するときの費用の一
部を助成します。対象は市内で飼育
されている生後6カ月以上の猫で、
助成額は７,５００円。募集数は２００匹（1
人1匹）。手術は7月1日～8月３１日
に市獣医師会の病院で実施。 $e$ ふく
おかどうぶつ相談室☎８９１崖１２３１ $q$ 
８９１崖１２５９ $p$ はがき（〒８１９崖０００５西区
内浜1崖4崖２２）に応募事項と猫の種
類、性別、年齢を書いて6月1日～２０
日（消印有効）に同相談室へ。

計量モニターを募集 
　日常生活の中で購入したグラム表
記のある食料品などの重さが表示通
りであるか、市が貸し出した電気式
はかりで計量し、市に報告するモニ
ターを募集。説明会・報告会への出席
が必要です。謝礼金あり（最高５,０００
円、交通費込み）。 $w$ 7月１５日蝃～9
月１４日月 $e$ 市計量検査所☎５２４崖０２３１
 $q$ ５２４崖０２９９ $a$ 市内に住む２０歳以上
の人で、平成２４年以降に同モニター
の経験がない人 $o$ ３０人 $p$ はがき（〒
８１０崖００１４中央区平尾2崖6崖5）かファ
クス、メール（keiryo.EPB@city. 
fukuoka.lg.jp）に応募事項と応募理
由を書いて6月１２日（必着）までに同
検査所へ。
カラスにごみを荒らされない 
ためにご協力を 
　家庭ごみの収集前にカラスがごみ
袋を荒らすことがあります。ごみを
出すときは次の注意・協力をお願い
します。渇ごみは暗くなってから出
す（午前0時まで）渇生ごみを減らす
渇生ごみが見えないように包む渇ふ
た付きのポリ容器に入れる渇ネット
を掛ける $e$ 収集管理課☎７１１崖４３４６ 
$q$ ７３３崖５５９２
ふくふくプラザ事務室入居団 
体を募集 
 $e$ 福祉・介護予防課☎７３３崖５３４６ $q$ 
７３３崖５５８７　同プラザ（中央区荒戸3）
の事務室へ入居する福祉活動団体を
募集します。【募集事務室】渇２７.８２平
方洲＝1部屋渇２５.５６平方洲＝2部屋
【入居予定日】8月中旬以降【募集要
項の配布】6月1日～7月１０日（休館
日、閉庁日を除く）に同プラザ、同課
（市役所１２階）で。市ホームページに
も掲載【申し込み】郵送（〒８１０崖８６２０
住所不要、同課宛て）か持参で7月1
日～１０日（必着）に同課へ。
市少年少女合唱団第５１期団員 
を募集 
　練習は毎週土曜日午前１０時半から
青年センター（中央区大名2）で。 $e$ 
同合唱団事務局☎６８１崖４５２６ $q$ ７４１崖
８８８７ $a$ 市内に住む小学生、中学1年生
 $p$ 電話で6月１０日までに同事務局へ。

市戦災引揚死没者追悼式 
　昭和２０年6月１９日の福岡大空襲に
よる戦災死没者と海外からの引き揚
げの途中で死没した人々の追悼式を
行います。 $w$ 6月１９日蝅午前１１時～
１１時４５分 $t$ 冷泉公園戦災記念碑前
（博多区上川端町） $e$ 市社会福祉協
議会☎７５１崖１１２１ $q$ ７５１崖１５０９ $y$ 無料 
$p$ 不要

成人の日記念行事「はたちのつ 
どい」 
　記念式典と新成人中心の実行委員
会が企画したイベントを行います。
対象者（平成7年4月2日～平成8年
4月1日生まれの人）には、１２月上旬
にお知らせ状を郵送します。 $w$ 来年
1月１１日蝈午後2時～3時 $t$ マリン
メッセ福岡（博多区沖浜町） $e$ 青少
年健全育成課☎７１１崖４１８８ $q$ ７３３崖５５３４
福岡空港周辺の一定区域で移 
転補償などを行っています 
　福岡空港周辺の航空機騒音が著し
い一定区域内に建物や土地を所有
し、定められた条件を満たす人は、建
物や土地の移転補償を受けることが
できます。詳細は問い合わせを。 $e$ 
空港周辺整備機構事業第3課☎４７２崖
４５９６ $q$ ４７２崖４５９７
配偶者からの暴力を理由に避 
難している人へのお知らせ 
　平成２７年度「臨時福祉給付金」につ
いては、平成２７年1月1日に住民登録
のある自治体への申請手続きが必要
です。ただし、配偶者からの暴力を理
由に避難して本市に住民票を移すこ
とができないまま居住し、一定の要
件を満たしている人は、事前に申し
出れば、本市で申請することができ
ます。なお、給付金の申請時期など
は、決定後、本紙およびホームページ
などでお知らせします。【臨時福祉給
付金の対象者】平成２７年度の市民税
（均等割）が非課税の人（課税されて
いる人の扶養親族および生活保護を
受給している人等は除く）。詳細は問
い合わせを【申し出・問い合わせ専用
電話】☎７１１崖５１３０（午前9時～午後5
時、土日祝日は除く）。要件を満たす
人には申出書を郵送します。必要な
書類を添付し同封の返信用封筒で6
月２６日（消印有効）までに返送してく
ださい。
市民芸術祭参加行事を募集（第 
2次） 
 $e$ 市文化芸術振興財団☎２６３崖６２６５ 
$q$ ２６３崖６２５９　今年9月２７日蝀～１２月
6日蝀に市内の会場で公開される文
化芸術行事を募集。【申し込み】6月
1日から同財団（博多区中洲中島
町）、文化芸術情報館アートリエ（博
多区下川端町 福岡アジア美術館7
階）、情報プラザ（市役所1階）で配布
する申込書を確認の上、郵送かメー
ル、持参で6月1日～7月３１日午後5
時（必着）に同財団へ。申込書はホー
ムページ（www.fcaf.jp/）でもダウ
ンロード可。参加の可否については、
8月下旬に通知。

お知らせ

催　し 市総合図書館6月のおはなし会

　絵本の読み聞かせやストーリーテリング、紙芝居など。 $w$ 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 6月の中央児童会館事業

e$ 同会館☎・ $q$ ７４１崖３５５１ $y$ 無料 $p$ 不要　【じどうかんがやってくる（館外活動）】上
履きを持参。 $w$ 6月①１８日蝄②２３日蝂③２５日蝄④３０日蝂午前１０時～正午 $t$ ①城南
体育館（城南区別府6）②今津運動公園体育館（西区今津）③早良体育館（早良区四箇
6）④さいとぴあ（西区西都2） $a$ 2歳以上の幼児と保護者【ミニミニじどうかん】読
み聞かせと折り紙遊び。 $w$ 6月１９日蝅午前１０時半～１１時半 $t$ 中央市民センター（中
央区赤坂2） $a$ 幼児と保護者

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。 $t$ ①②④⑤同センタ
ー（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 $p$ 電話
で希望日の2日前までに同センターへ。

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
6／7蝀、２１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6／２０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）

−
6／２０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円各先着２４人6／２７蝆、7／6月
１０:００～１３:３０

④楽しくおいしく健康料理
教室

１,０００円
１８歳以上で運動に支
障のない人・先着１５
人

7／2～２３の木曜日
（全4回）
１９:００～２１:００

⑤やせナイト塾（生活習慣改
善教室）

講座・教室 ももち体育館の教室

 $te$ ももち体育館（早良区百道2）☎８５１崖４５５０ $q$ ８５１崖５５５１ $p$ 往復はがき（〒８１４崖
０００６早良区百道2崖3崖１５）に応募事項と希望教室を書いて6月1日～１５日（必着）ま
でに同体育館へ。来所の場合は返信用はがきを持参の上、同体育館へ。

費用定員 対象日時教室名

３,４００円 ４０人１８歳以上
6／３０～9／１５の火曜日
（7／２１、8／１１は除く。
全１０回）１４：００～１５：００

①リンパストレッチ教室
2期

５,２００円２５人１８歳以上
6／３０～9／１５の火曜日
（7／２１、8／１１は除く。
全１０回）１８：５０～１９：４０

②初級ステップエアロ教
室2期

５,４００円４０人１８歳以上
7／2～9／１０の木曜日
（8／１３は除く。全１０回）
１０：００～１１：３０

③入門気功教室1期

６,３００円２５人１８歳以上
7／2～9／１０の木曜日
（8／１３は除く。全１０回）
１９：００～２０：３０

④ピラティス de モテ
体！教室2期
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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/

申し込み方法（応募事項）は15面にしごとお知らせ

２０１５「たいたいBOOK」発行 
　市内の各種施設の連絡先や年間の
主なイベント・まつりなどの情報を
七つの項目に分けて紹介。あなたの
知りたい！やってみたい！を応援し
ます。「福岡の街を笑顔で」をモチー
フにした表紙が目印。携帯に便利な
A6サイズのポケットブックです。
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
布中。 $e$ 情報プラザ☎７３３崖５３３３ $q$ 
７３３崖５３３５
今津・立花寺緑地リフレッシュ 
農園の体験農園利用者を募集 
　利用期間は9月1日蝂から2年間。
棚式農園の利用は高齢者や車いす使
用者などが対象。 $e$ 今津リフレッシ
ュ農園☎８０６崖２５６５ $q$ ８０６崖２５７０、立花
寺緑地リフレッシュ農園☎５８７崖０８８１
 $q$ ５８７崖０８８３ $a$ 市内に住む世帯か、市
内に住む人が過半数を占める5人以
上の団体 $p$ 往復はがき（1世帯・団体
につき1通のみ）に希望農園（今津は
第2希望記入可）、世帯の住所、代表
者氏名、利用者数（団体の場合は団体
名と代表者の住所、氏名、市内居住者
数）、電話番号を書いて6月1日～１５
日（消印有効）に希望する施設へ。

高校生留学奨学生を募集 
 $e$ 市教育振興会☎７２１崖１７０９ $q$ ７２１崖
１７３９　海外留学あっせん機関の高校
生交換留学プログラムで約1年間の
留学を予定し、来年出発する人に５０
万円を支給（返還不要）。 $a$ 同会が指
定した県内の高等学校、高等専門学
校に在籍するか入学を予定する人で
保護者が市内に1年以上継続して住
む人 $o$ １０人 $p$ 高等学校、高等専門学
校、中学校、同会（市役所6階）で配布
する申込書を郵送で9月1日（必着）
までに同会へ。

市戦没者合同追悼式 
　先の大戦での本市関係の戦没者、
戦災・引き揚げ死没者の追悼式を行
います。 $w$ 6月１９日蝅午後0時５５分
～3時 $t$ 市民会館（中央区天神5） $e$ 
保健福祉局総務課☎７１１崖４４９３ $q$ ７３３崖
５５８７ $y$ 無料 $p$ 不要
放送大学平成２７年１０月入学生 
を募集 
　同大学は、BSデジタル放送やイ
ンターネットで授業を行う通信制の
大学です。幅広い分野の科目を自宅
で学ぶことができます。教養学部（１５
歳以上）と大学院（１８歳以上）の学生
を募集。 $e$ 同大学福岡学習センター
☎５８５崖３０３３（フリーダイヤル☎０１２０崖
８６４崖６００） $q$ ５８５崖３０３９ $p$ 電話かホー
ムページ（www.ouj.ac.jp/）などで
募集要項を請求して、郵送で6月１５
日～9月２０日（必着）に同大学へ。ホ
ームページでも受け付け。
「市トライアル発注認定事業」対 
象の新製品・新サービスを募集 
 $e$ 経営支援課☎４４１崖２０２７ $q$ ４４１崖
３２１１　市内に事業所を有する中小企
業などが開発した優れた新製品や新
サービスを市が認定し、積極的に
PRすることで販路開拓を支援しま
す。【対象製品・サービス】①販売開始
からおおむね5年以内②既存の製品
・サービスとは著しく異なり、優れた
使用価値を有している③技術の高度
化や経営の能率向上、住民生活の利
便の増進に寄与する製品・サービス
【申し込み】市ホームページに掲載、
同課（博多区博多駅前2）で配布する
申請書と必要書類を郵送か持参で6
月３０日午後6時（必着）までに同課
へ。

市長の資産などを公開します 
 $e$ 総務企画局総務課☎７１１崖４０４４ $q$ 
７２４崖２０９８　「福岡市長の政治倫理に
関する条例」に基づき、昨年１２月３１日
現在の資産等報告書、昨年分の所得
等報告書、今年4月1日現在の関連
会社等報告書が、6月1日から同課
（市役所8階）で閲覧できます。【時
間】午前8時４５分～午後5時半（土日・
祝休日を除く）。
障がい児地域交流支援コーデ 
ィネーターを派遣 
　障がい児の地域参加支援のため、
コーディネーターが地域団体（自治
会や子ども会など）を訪問して助言
します。 $e$ こども発達支援課☎７１１崖
４１７８ $q$ ７３３崖５５３４ $a$ 市内で地域活動
を行う団体 $y$ 無料 $p$ 電話かファク
スで同課へ。随時受け付け。

「クールシェアふくおか」クー 
ルシェアスポットを募集 
 $e$ 温暖化対策課☎７１１崖４２８２ $q$ ７３３崖
５５９２　暑い夏にまちに出て涼しい施
設を利用することで、主に家庭での
電力使用量を減らし節電につなげる
「クールシェア」の取り組みに参加で
きる施設（クールシェアスポット）を
募集します。詳細は市ホームページ
で確認するか問い合わせを。【取り組
み期間】7月1日蝃～9月３０日蝃【申
し込み】市ホームページからダウン
ロードした登録申込書に必要事項を
記入の上、郵送かファクス、メールで
6月２６日（必着）までに同課へ。
市共働事業提案制度　平成２６ 
年度最終報告会 
 $e$ 市民公益活動推進課☎７１１崖４２８３ 
$q$ ７３３崖５７６８　平成２６年度で共働事業
を終了した2事業について、NPOや
市単独では解決が難しかった課題
に、NPOの専門性や市の調整力を合
わせて共働で取り組んだ成果を報告
します。 $w$ 6月１５日月午後1時半～3
時５０分 $t$ あいれふ（中央区舞鶴2） $o$ 
先着１００人 $y$ 無料 $p$ 電話かファク
ス、メール（koeki.CAB@city.fuku 

oka.lg.jp）に応募事項と団体に所属
する人は所属団体名を書いて6月１２
日までに同課へ。
中央児童会館の指定管理者を 
募集 
 $e$ 青少年健全育成課☎７１１崖４１８８ $q$ 
７３３崖５５３４　中央児童会館（中央区今
泉1）を管理運営する事業者を募集。
市ホームページにも掲載。詳細は問
い合わせを。 $p$ 6月1日～7月３１日に
同課（市役所１３階）で配布する募集要
項で詳細を確認の上、必要書類を郵
送（〒８１０崖８６２０住所不要、同課宛て）
か持参で7月２１日～３１日（必着）に同
課へ。
ふくふくプラザのレストラン・ 
喫茶運営事業者を募集 
 $e$ 同プラザ管理事務室☎７３１崖２９３２ 
$q$ ７３１崖２９３４　店舗の規模は１５９.４３平
方洲。営業時間は午前１０時～午後6
時。応募には説明会への参加が必要
です。【説明会】6月１５日月午後2時か
ら同プラザ2階（中央区荒戸3）で
【申し込み】6月1日～6月１３日に同
事務室で配布する募集要項を確認の
上、ファクスかメールで6月1日～１３
日に同事務室へ。

使用料
（年間1
区画）

区画
数

面積
（㎡）農園名施設

（住所）

5万 
４００円５５

ハウス
１０、畑
３０

休憩ハウ
ス付き農
園今津リフ

レッシュ
農園（〒
８１９崖０１６５
西区今津
５６８５）

1万
８,０００円９９畑３０集合農園

９,０００円5畑１５棚式農園
（大）

６,０００円5畑１０棚式農園
（小）

1万
２,０００円１６１畑２０集合農園

立花寺緑
地リフレ
ッシュ農
園（〒８１２
崖０８６２博
多区立花
寺2崖9崖
１５）

夏休みの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】小学校の夏休み期間を中心と
した午前8時～午後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（夏休み）」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。
県若者しごとサポートセンター・３０ 
代チャレンジ応援センターの案内 
 $te$ 同センター（中央区天神1 エル
ガーラ１２階）☎７２０崖８８３０ $q$ ７２５崖１７７６
　同センターでは、おおむね３９歳ま

での若者（学生を含む）を対象に、就
職に関する個別相談や、各種セミナ
ー、合同会社説明会など多彩な催し
で就職を支援しています。詳細はホ
ームページ（www.ssc崖f.net）で確
認を。 
市立小・中・高等学校・特別支援 
学校の臨時教職員を募集 
 $e$ 教職員第1課☎７１１崖４６１２ $q$ ７３３崖
５５３６　資格や履歴書の様式など詳細
は市ホームページで確認を。【募集職
種】常勤・非常勤講師【申し込み】履歴
書を同課（市役所１１階）へ持参。随時
受け付けし、登録。登録期間は平成２７
年度に限り有効【任用】必要に応じて
登録者へ連絡し、面接選考の上、臨時
教職員として任用。

市臨時的任用職員を追加募集 
 $e$ 市総務事務センター☎７１１崖４９２３ $q$
 ７３３崖５８８５　7月1日～来年3月３１日を
任用開始日とする任用期間6カ月以
内の一般事務補助職員を募集。選考
あり。詳細は募集案内か市ホームペ
ージで確認を。【募集案内・申込書の
配布】5月２５日から同センター（中央
区天神1 市役所北別館4階）、情報プ
ラザ（市役所1階）、各区総務担当課、
各区情報コーナー、各出張所で【申し
込み】申込書を郵送で6月1日～１５日
（消印有効）に同センターへ。

しごと
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しごと
市障がい者１１０番 知的障がい  
ピア相談 
　知的障がいの当事者が相談に応じ
ます。 $w$ 6月２０日蝆午前9時～正午 
$t$ ふくふくプラザ4階（中央区荒戸
3） $e$ 市身体障害者福祉協会☎・ $q$ 
７３８崖００１０ $a$ 市内に住む知的障がい
者やその家族 $y$ 無料 $p$ 不要
司法書士による女性のための 
無料法律相談会 
　借金問題や金銭トラブル、離婚、
DVなどの相談に電話や面談で応じ
ます。面談の開催場所は予約者に直
接連絡。【相談電話】☎７２４崖９５０５。 $w$ 6
月２７日蝆、２８日蝀午前１０時～午後5
時 $e$ 県青年司法書士協議会・原田☎
４０６崖８６７０ $q$ ４０６崖８６７１ $a$ 市内に住む
女性 $o$ 面談は先着２８人 $y$ 無料 $p$ 面
談希望者は電話で6月１９日までに問
い合わせ先へ。

行政書士による定期無料相談会 
　成年後見制度の利用、財産管理や
生活・療養看護などの契約、遺言・相
続などの相談に行政書士が応じま
す。 $e$ 成年後見センターあい愛サポ
ート☎６７３崖６６９６ $q$ ６７４崖３３５８ $y$ 無料 
$p$ 不要

特別な教育的支援や配慮が必要 
な子どものための就学相談会 
　大学教授、医師、福祉機関の職員、
教員などが相談に応じます。保護者
説明会も開催。 $w$ ①就学相談会＝7
月２２日蝃、２９日蝃、8月3日蝁、5日
蝃、１０日蝁、１７日蝁、１９日蝃、２４日蝁、
２８日蝅、３１日蝁、9月2日蝃、7日蝁、9
日蝃、１４日蝁、１６日蝃、２８日蝁、３０日蝃
②観察相談会（通級指導教室希望者）
渇情緒＝8月１８日蝂、9月8日蝂、１２
月１８日蝅、２５日蝅渇難聴・言語＝１２月
4日蝅③保護者説明会＝6月3日蝃
午前１０時半～正午、5日蝅午後2時半
～4時 $te$ 発達教育センター（中央
区地行浜2）☎８４５崖００１５ $q$ ８４５崖００２５ 
$a$ 特別な支援や配慮が必要な①平
成２８年度小学校新入生、小・中・特別
支援学校在校生と保護者②平成２８年

度小学校新入生の保護者（説明会参
加者） $y$ 無料 $p$ ①②小学校新入生は
6月1日～7月３１日に在籍する園
（所）および就学前施設へ。在校生は
6月1日～7月3日に在籍する学校
へ③不要。
「人権擁護委員の日」くらし・行 
政合同特設人権相談所 
　6月1日の「人権擁護委員の日」に
合わせ、人権擁護委員・国税局・年金
事務所・司法書士が、家庭内の悩みご
とやいじめ、税金、年金、登記などの
相談に応じます。 $w$ 6月2日蝂午前
１０時～午後4時 $t$ 天神地下街イベン
トコーナー（中央区天神2） $e$ 福岡人
権擁護委員協議会☎８３２崖４３１１ $q$ ８３２崖
４３２３ $y$ 無料 $p$ 不要

日曜街かど労働相談会 
　賃金未払いや解雇、いじめなど働
く上での相談に応じます。弁護士相
談もあり。 $w$ 6月１４日蝀午前１０時～
午後6時（弁護士相談は午後3時～5
時） $t$ 天神地下街イベントコーナー
（中央区天神2） $e$ 福岡労働者支援事
務所☎７３５崖６１４９ $q$ ７１２崖０４９７ $y$ 無料 
$p$ 不要

市民相談室 法律相談 
　市役所および各区役所の市民相談
室で、弁護士による無料法律相談を
実施しています（1人年1回）。 $a$ 市
内に住むか通勤・通学する人 $o$ 各先
着7人 $y$ 無料 $p$ 電話で希望日の午前
9時以降に各問い合わせ先へ。

　※相談時間は午後1時～4時。1人
２５分。相談

学校に関する保護者の悩み相談 
　市立学校（園）に通う児童・生徒の
保護者を対象に電話で相談に応じま

す。 $w$ 月・水・金曜日（祝休日、年末年
始を除く）午前１０時～午後3時 $e$ 学
校保護者相談室☎７１１崖４８５９ $y$ 無料 
$p$ 不要
人工肛門・人工ぼうこう造設者 
の相談室 
 $w$ 6月１３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

場所日時
ももちパレス3階（早良区
百道2）

6／１０蝃 
9:３０～１２:００

糸島市健康福祉センター
あごら2階（糸島市潤）

6／１３蝆 
１０:００～１２:００

あいれふ9階（中央区舞鶴
2）

6／１４蝀 
9:３０～１２:００

フレスタ香椎4階（東区香
椎駅前1 JR香椎駅ビル内）

6／１４蝀 
１３:００～１５:００

大野城まどかぴあ3階（大
野城市曙町）

6／１４蝀 
１３:００～１６:００

実施日場所・問い合わせ先

月～木曜日市役所本庁
☎７１１崖４０１９ $q$ ７３３崖５５８０

木曜日東区役所
☎６４５崖１０１１ $q$ ６５１崖５０９７

水曜日博多区役所
☎４１９崖１０１３ $q$ ４５２崖６７３５

金曜日中央区役所
☎７１８崖１０１４ $q$ ７１４崖２１４１

火曜日南区役所
☎５５９崖５０１０ $q$ ５６２崖３８２４

金曜日城南区役所
☎８３３崖４０１０ $q$ ８４４崖１２０４

月曜日早良区役所
☎８３３崖４３０８ $q$ ８４６崖２８６４

木曜日西区役所
☎８９５崖７００８ $q$ ８８５崖０４６７

特別支援学校の年休代替職員
（校内介助員・看護師）を募集 
 $e$ 発達教育センター☎８４５崖００１５ $q$ 
８４５崖００２５　嘱託員が年休を取得する
際に職務を代行。勤務場所や募集人
数など詳細は募集案内で確認を。【募
集案内・申込書の配布】5月２５日から
同センター（中央区地行浜2）、各特
別支援学校、情報プラザ（市役所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】必要書類
を郵送で6月8日（消印有効）までに
同センターへ。

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。勤務成績が良
好な場合、2回を限度に再任用あり
（最長2年9カ月）。資格や募集人数
など詳細は募集案内で確認を。【募集
案内・申込書の配布】5月２５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6月5日（必着）までに
同課へ。

保育士就職支援研修会 
　保育実践講座の他、最新の保育事
情も学びます。保育士・保育所支援セ
ンターの求人紹介や就職あっせん・
相談会も実施。 $w$ 6月３０日蝂午後1
時～3時半 $t$ ふくふくプラザ（中央
区荒戸3） $e$ 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 $p$ 5月２５日から市
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）、もしくは情報
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6月２９日までに同課へ。

職業訓練協会の講座 
 $t$ ①⑤同協会（東区千早5）②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）③
④アミカス（南区高宮3） $e$ 同協会☎
６７１崖６８３１ $q$ ６７２崖２１３３ $p$ 電話で6月①
②2日③④3日⑤4日午前9時以降
に同協会へ。
【①パソコン「仕事に必要なワード&
エクセル」講習】
 $w$ 7月7日蝂～１７日蝅の月～金曜日
（全9回）午前１０時～午後4時 $a$ パソ
コン初心者 $o$ 先着１５人 $y$ 3万６,０００
円
【②商業・工業簿記2級講習】
 $w$ 7月8日蝃～１１月１３日蝅の水・金
曜日（8月１２日、１４日、9月２３日を除
く。全３５回）午後7時～9時 $a$ 簿記3
級程度の知識がある人 $o$ 先着５０人 
$y$ 2万５,０００円
【③パソコン「ワード中級DTP機能
によるデザイン」講座】
 $w$ 7月9日蝄～２１日蝂の月～金曜日
（7月１４日、２０日を除く。全7回）午前
１０時～午後0時半（または正午） $a$ ワ
ードの基本操作ができる人 $o$ 先着
１５人 $y$ 1万６,０００円 $s$ 無料、6カ月～
就学前、先着１０人
【④パソコン「エクセル中級データベ
ースと実務関数」講座】
 $w$ 7月9日蝄～２１日蝂の月～金曜日
（7月１４日、２０日を除く。全7回）午後
1時半～4時（または3時半） $a$ エク
セルの基本操作ができる人 $o$ 先着
１５人 $y$ 1万６,０００円 $s$ 無料、6カ月～
就学前、先着１０人
【⑤第二種電気工事士（実技）直前講
習】
 $w$ 7月１８日蝆、１９日蝀（全2回）午前9
時～午後5時 $a$ 筆記試験合格者 $o$ 先
着２５人 $y$ 2万８,０００円



8ふくおか市政だより
2015（平成27）年６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
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/

施設の情報

ワークショップサポーターを募集
　同館での市民交流事業をサポート
するボランティアを募集。詳細はホ
ームページ（http://museum.city. 
fukuoka.jp/）で確認を。 $w$ 7月～平
成２９年8月 $a$ ワークショップ（年数
回）や企画会議（月1回）に参加でき
る１８歳以上。他要件あり $o$ １０人程度 
$p$ ホームページからダウンロード
した申込書を郵送かファクスで6月
２２日（必着）までに同館へ。

新収蔵品展
　平成２６年度に収蔵された美術資料
を展示。 $w$ 6月１６日蝂～8月２３日蝀
※古美術は8月9日蝀まで $y$ 一般
２００円、高大生１５０円、中学生以下無料
つきなみ講座「日本人と肖像画」
　肖像画を描く画家と描かれる者の
顔のイメージの違いについて当館館
長が話します。 $w$ 6月２０日蝆午後2
時～3時半 $o$ 先着５０人 $y$ 無料 $p$ 当
日午後1時半から受け付け。

初夏の油山　森のキノコ観察会
　キノコを探しながら、油山の森を
散策します＝写真。 $w$ 6月２０日蝆午
前１０時～午後1時 $o$ ４０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6月
１０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/

油山市民の森キャンプ場の宿泊キャ
ンプ利用者を募集
　希望者はキャンプファイアもでき
ます。【施設】バンガロー１５棟（6人用
・１２人用）、テントサイト２０カ所（3人
用）、シャワー、炊飯所など。 $w$ 7月１８
日蝆～8月３０日蝀午後1時入場～翌
日午前１０時退場 $a$ 2人以上のグルー
プ（中学生以下の場合は、保護者か２０
歳以上の指導者の同伴が必要。高校
生だけの場合は、当日保護者の同意
書の提出が必要） $y$ バンガロー、テ
ント利用代など実費 $p$ 電話か来所
で6月1日午前9時以降に同施設へ
（6月1日は電話受け付けのみ）。

写真基礎講座 受講者作品展
　「植物園写真基礎講座」の受講生が
撮影した花の写真作品を展示。 $w$ 6
月２３日蝂～7月１２日蝀 $y$ 無料（入園
料別）
旬の植物ガイド
 $w$ 7月１８日蝆午後1時半～3時半 $o$ 
５０人 $y$ 無料（入園料別） $p$ 往復はが
きかファクスで7月4日（必着）まで
に同園へ。ホームページでも受け付
け。

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.fu 
kuoka.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）

　※平成２８年3月末に閉館します。

科学体験広場
　たくさん水を入れ過ぎると…「不
思議なコップ」、鳥の形の小さな飛行
機「リトルスパロー」、崖７８℃の世界
「ドライアイス実験」の二つの科学工
作と一つの科学実験をします。教材
に限りあり。 $w$ 6月２０日蝆午後1時
～4時 $a$ 幼児と保護者、小・中学生 $o$ 
各先着１００人程度 $y$ 無料 $p$ 不要
プラネタリウム「星と音楽の夕べ」
　夏の星空や南国の星座案内を音楽
とともに紹介します。中学生以下は

保護者同伴。 $w$ 7月１８日蝆、１９日蝀午
後6時～6時５０分、午後7時１０分～8
時 $o$ 各１１９人 $y$ 無料 $p$ はがきかファ
クスに代表者の応募事項と希望日、
参加人数、参加者全員の氏名、年齢を
書いて6月２１日（必着）までに同会館
へ（1組6人まで。1通のみ）。ホーム
ページでも受け付け。参加時間は同
会館が指定。当選者のみ7月3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、夏休み期間中は開館）、月末（土、日、月、祝休日のときは翌平日）

水害対策イベント
　豪雨体験や気象台による展示、消
防はしご車試乗＝写真＝など。【消防
はしご車試乗】午前１０時１５分、午後1
時１５分に抽選
を実施。対象は
4歳～小学生。
定員各３０人。 $w$ 
6月１４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

電磁波で電流を流す装置コヒーラを
作ろう
 $w$ 7月１１日蝆午前１０時半～正午 $a$ 小
学4年生以上 $o$ ２５人 $y$ 無料 $p$ 電話
かファクス、メールで6月３０日まで
に同施設へ。

保健環境研究所１階
まもるーむ福岡（保健環境学習室）

〒８１０崖００６５ 中央区地行浜2崖1崖３４
☎831崖0669  $q$ 831崖0670
 $n$ mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp
 $i$ 午前１０時～午後5時  $r$ 月曜（祝休
日のときは翌平日）、毎月最終火曜

コ
ヒ
ー
ラ

　①の問い合わせはアミカス図書室（☎５３４崖７５９３ $q$ ５３４崖７５９５）へ。 $y$ 無料 $s$ 6カ
月～就学前、無料（6月②１３日③１７日までに要予約） $p$ 電話かファクス、メール
（①はamitosho@city.fukuoka.lg.jpへ）に応募事項と子どもの氏名・年齢（②
③は託児希望者のみ）、①は希望日を書いて①6月7日までに同図書室②③同
施設へ。ホームページでも受け付け。

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）

定員対象催し名・日時

各１５人6カ月～就学前の乳
幼児の保護者

①託児で安心　アミカスBOOKタイム（託児付きでの
読書やビデオ視聴）　6／１８蝄、１９蝅、２０蝆１０:００～１１:５０

先着２０人就職を希望する女性
②女性の就職支援セミナー「印象アップの応募書類と
面接のコツ」　6／２３蝂、7／7蝂（全2回）１０:００～１２:００
（１３:００～ 託児付き個別就職相談あり）

先着４０人女性③女性の人生サポート講座　第2章 婚約、結婚、事実婚
6／２７蝆１３:３０～１５:３０

　※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。

リザードロイド工作教室
　赤外線センサーを搭載したエリマ
キトカゲ型ロボットを作ります。 $w$ 
6月6日蝆午後2時４５分～5時１５分 
$a$ 小・中学生（小学3年生以下は保護
者同伴） $o$ 先着２４人 $y$ ４,４００円
万華鏡工作教室
 $w$ 6月7日蝀午前１０時～１０時半 $a$ 5
歳～中学生（未就学児は保護者同伴） 
$o$ 先着２０人 $y$ １,０００円

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）

ソーラーバッタ工作教室
　太陽光で発電した電気で動くバッ
タの形をしたロボットを作ります。 
$w$ 6月１３日蝆午前１０時～１０時半 $a$ 5
歳～中学生（小学3年生以下は保護
者同伴） $o$ 先着２４人 $y$ １,１００円
トリプルレンジャー工作教室
　前後移動や回転などの動きを、リ
モコンで自在に操ることができるロ
ボットを作ります。 $w$ 6月１４日蝀午
後2時４５分～5時１５分 $a$ 小学3年～
中学生（小学3年生は保護者同伴） $o$ 
先着２０人 $y$ ４,５００円

博多座公演　ミュージカル「レ・ミゼ
ラブル」
 $w$ 7月8日蝃～8月1日蝆 $e$ 博多座
電話予約センター☎２６３崖５５５５ $q$ ２６３崖
３６３０ $y$ A席1万５,５００円、特B席1万
２,５００円、B席９,０００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。

博　多　座
〒８１２崖８６１５ 博多区下川端町2崖1
☎263崖5858  $q$ 263崖3630

ミ
ュ
ー
ジ
カ
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ココロンセンター（人権啓発センター）
〒８１０崖００７３ 中央区舞鶴2崖5崖1　あいれふ8階
☎717崖1237  $q$ 724崖5162
 $i$ 午前１０時～午後9時（日・祝休日は午後5時半まで）  $r$ 毎月最終火曜日（祝休日の場合は翌平日）

ココロンセミナー～考えてみませんか？あなたの人権わたしの人権～
 $w$ 午後2時～4時 $o$ 各先着６０人（１０月は１２０人） $y$ 無料 $p$ 応募事項と希望日を記
入の上、はがきで申し込むか、同センターなどで配布する申込書を郵送かファ
クスで同センターへ。

講師・テーマ開催日
北出新司（北出精肉店店主）　命をいただき地球に生きる７／５蝀
眞野豊（元公立学校講師）　性はグラデーション～知っていますか？２０人に
1人いるLGBT～８／１蝆

泥憲和（元陸上自衛隊3等陸曹の地域実践者）　安全保障と人権のリテラシ
ー 私の体験した差別に寄せて９／５蝆

仁藤夢乃（女子校生サポートセンターColabo代表）　１０代のホンネ 大人が
子ども・若者にできること１０／１０蝆

藤井梅治（部落解放同盟福岡市協議会執行委員）　部落差別の実態について１１／7蝆
浅草研二（障がい者支援施設 職員）　ユニバーサルデザインの社会をめざして１２／１２蝆

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、7・8月
は日・祝休日を除き午後7時半まで
開館（入館は閉館３０分前まで） $r$ 月
曜（祝休日のときは翌平日）

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、7・8月
は日・祝休日を除き午後7時半まで
開館（入館は閉館３０分前まで） $r$ 月
曜（祝休日のときは翌平日）
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