
14ふくおか市政だより
2015（平成27）年8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/

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）

　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

8月２３日日 
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
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
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
8月３０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

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（土曜日＝正
午、日・祝日＝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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【急患診療センター】内科・小児科　午後7時～翌朝7時半　※盆期間中8月１３日木～１５日土の急患診療は次の通りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【歯科急患診療所】午前9時～午後4時半

　※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/

8月１６日日 
福岡山田病院（東区箱崎三丁目9崖２６） ☎641－1100
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
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

外科当番医（８月後半の日・祝日）

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。

内　容項　目期日

　一般には流通していない雑誌やCD等を取り
扱うSHE SAYS distro店主の小柳津まさこ氏
が自主制作の小冊子「Zine」について話します。 
$w$ 午後6時半～8時 $t$ 市文学館（市赤煉瓦文化
館 中央区天神1） $e$ 市総合図書館文学・文書課☎
８５２崖０６０６ $q$ ８５２崖０６０９ $o$ 先着７０人 $y$ 無料 $p$ 不要
（立ち見不可。当日午後5時半から整理券を配布）

赤煉瓦（れんが）夜
話vol.６２「SHE 
SAYS!ZINE～ジ
ンをめぐり話そう
～」
 講座・教室 

 
8
20
状

　博多人形師・小島与一氏を題材とした博多座
九月「石川さゆり特別公演」と連動し、同氏の作
品を展示。 $w$ 8月２０日蝄～9月１５日蝂午前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 $y$ 無料

博多人形師・小島
与一展
 催　し 

　樹木医から人と植物の関係を学び、公園内の
樹木を観察。木の名前当てクイズでは、成績に応
じた級ごとの「子ども樹木博士」認定証を発行し
ます。 $w$ 午前１０時～正午 $te$ 今津運動公園（西
区今津）☎８０７崖６６２５ $q$ ８０７崖６６２７ $a$ 小学3～6年生
（保護者も参加可） $o$ 先着２０人 $y$ 無料 $p$ 電話で
同公園へ。

木の名前クイズに
答えて「子ども樹
木博士」になろう
 催　し 

 
8
22
穣

　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 $e$ にこにこ健康アイランド事務局☎３２１崖
０１３７ $q$ ３２３崖１３７２ $y$ 無料 $p$ 初めて参加する人は電
話で同事務局へ連絡を。

アイランドシティ
スロージョギング
を楽しむ会
 催　し 

 
8
23
擾

　博多の伝統芸能である「博多仁和加（にわか）」
などを披露します。観覧自由。 $w$ 午後1時～5時
１５分（開場は４５分前から） $t$ 中央市民センター
（中央区赤坂2） $e$ 博多仁和加振興会事務局☎
７３３崖５０５０ $q$ ７３３崖５０５５ $o$ 先着５００人 $y$ 無料 $p$ 不要

博多盆仁和加大会
 催　し 

内　容項　目期日

　下水道の役割や仕組みを学びます。①下水道
授業ステージ、水質実験・微生物観察などの体験
ブース、スタンプラリー②下水道PRコーナー。 
$w$ 午前１０時～午後5時 $t$ ①キャナルシティ博多
地下1階（博多区住吉1）②ぽんプラザ（博多区祇
園町） $e$ 道路下水道局総務課☎７１１崖４５０３ $q$ ７３３崖
５５９６ $y$ 無料 $p$ 不要

下水道フェア福岡
２０１５「課外授業in
キャナル」
 催　し 

 
8
23
擾

　出演は、柳家花緑、大和悠河など＝写真。未就
学児は入場不可。 $w$ 午前１１時、午後4時から $t$ キ
ャナルシティ劇場（博多区住吉1） $e$ ピクニック
チケットセンター☎０５０崖３５３９崖８３３０（平日午前１１
時～午後5時） $q$ ２６３崖３１１２ $y$ S席９,０００円、A席
７,０００円 $p$ ホームページ（www.canalcitygeki 
jo.com/）からインターネット購入を。チケット
ぴあ、ローソンチケットなどでもチケットを販
売中。

南の島に雪が降る
 催　し  

8
25
杖

　九州の農・水・畜産物や加工品の販売など。 $w$ 
8月２６日蝃、２７日蝄午前１１時～午後7時 $t$ 博多駅
前広場（博多区博多駅中央街） $e$ 九州の食☎７３９崖
５３７０ $q$ ７３９崖５３３０ $y$ 入場無料 $p$ 不要

九州の食Rマルシ
ェ
 催　し  

8
26
浄

　視覚障がい者の介護や利用できる制度などに
ついて学びます。 $w$ 午前9時半～午後4時２０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４０人 $y$ 無料 $p$ 電話かファクス、メー
ル（seisi@shinsyou崖center.com）で8月２０日
までに同相談室へ。

ホームヘルパース
キルアップ研修
「視覚障がいにつ
いて」
 講座・教室 

 
8
27
状

　元RKB毎日放送アナウンサーの中西久美氏
が高齢者向けにコミュニケーションの上手なと
り方を教えます。 $w$ 午後6時～7時 $t$ チサンマン
ション第5博多４０５号室（中央区薬院4） $e$ 地域福
祉医療協会☎４０６崖５５５９ $q$ ４０６崖６７７７ $o$ 先着１５人 $y$
 １,５００円 $p$ 電話（午前１０時～午後5時）かファクス
で同協会へ。

愛されるコミュニ
ケーション術セミ
ナー～笑顔ストレ
ッチ、第一印象でか
わる！かえる！～
 講座・教室 

催　し 介護実習普及センターの催し

 $te$ 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9
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。　【はじめての介護】①②介護ベッドを上手に使おう③ベッドの上でら
くらく移動。 $w$ １０月①3日蝆②8日蝄③１５日蝄午前１０時～正午 $o$ 各先着１５～２０人 $y$
 無料【知っておきたい介護保険】①介護保険制度について②介護保険サービスにつ
いて1　③介護保険サービスについて2、介護保険で安心・安全な住まい④自立する
ためのサービスについて考える。 $w$ １０月①7日蝃②１４日蝃③２１日蝃④２８日蝃午後2
時～4時 $o$ 各先着４０人 $y$ 無料【糖尿病　カロリー制限食の料理教室】 $w$ １０月9日蝅
午前１０時～午後1時 $o$ 先着３０人 $y$ ５００円

講座・教室 NPOの組織基盤強化講座

　NPOが自立的、継続的に運営する基盤づくりを図るため、人財育成・資金調達な
どを学びます。 $w$ 8月２１日蝅、9月3日蝄、１６日蝃午後7時～9時 $te$ あすみん（中央
区大名2）☎７２４崖４８０１ $q$ ７２４崖４９０１ $a$ NPO・ボランティア団体 $o$ 各先着３０人 $y$ 無料 
$p$ 電話かファクス、メール（info@fnvc.jp）、来所で同施設へ。



13 ふくおか市政だより2015（平成27）年8月15日 申し込み方法（応募事項）は14面に 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

募　集 催　し 講座・教室 講演会

内　容項　目期日

　本物のお菓子作りのように粘土に装飾をしま
す。 $w$ 午前１１時、午後1時半から（各回1時間半程
度） $t$ ボートレース福岡（中央区那の津1） $e$ 開
催運営課☎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 $p$ 電話で同課へ。

スイーツデコ体験
教室
 講座・教室  

8
27
状

　水辺の生き物を観察します。小学生以下は保
護者同伴。 $w$ 午前１０時～正午 $te$ 西部運動公園
（西区飯盛）☎８１１崖５６２５ $q$ ８１１崖０５４９ $o$ 先着３０人 $y$
 無料 $p$ 電話で同公園へ。

夏の生き物教室
 講座・教室  

8
29
穣

 $w$ 午前１０時～正午、午後1時半～3時半 $te$ 市
ヨットハーバー（西区小戸3）☎８８２崖２１５１ $q$ ８８１崖
２３４４ $a$ 市内に住む小学生以上と保護者 $o$ 各先着
２５人 $y$ 1人６００円 $p$ 電話で8月１７日午前１０時以降
に同施設へ。

クルーザー親子体
験セーリング
 催　し 

　①盆踊り大会②花火ファンタジア（花火・音楽
ショーなど）。荒天の場合は翌日同時刻へ順延。 
$w$ ①午後5時～8時②午後8時～8時２０分 $te$ 
ベイサイドプレイス博多（博多区築港本町）☎
２８１崖７７０１ $q$ ２８１崖１１７５ $y$ 無料 $p$ 不要

花火ファンタジア
＆盆踊り大会
 催　し 

　最新の音楽やファッションを作品に登場させ
た漫画家・江口寿史氏の画業を振り返り、その魅
力を解き明かします。 $w$ 午後2時～3時半 $te$ 
アクロス福岡（中央区天神1）☎７２５崖９１００ $q$ ７２５崖
９１０２ $o$ 先着７０人 $y$ ５００円 $p$ 電話で同施設へ。

ポップアートとし
ての漫画：江口寿
史が切り開いた可
能性
 講座・教室 

　海藻のアオサを集めて和白干潟を掃除し、干
潟や干潟の生き物、アオサの利用方法について
学びます。長靴持参。 $w$ 8月２９日蝆、9月１２日蝆、
１０月１０日蝆午後2時～4時 $t$ 集合は和白干潟海
の広場（東区和白4）＝西鉄貝塚線唐の原駅下車
徒歩5分 $e$ ウエットランドフォーラム・松本☎
０８０崖５２５１崖８６７７ $q$ ５１２崖８６７７ $y$ 無料 $p$ 不要

和白干潟のエコチ
ャレンジ　アオサ
のお掃除大作戦
２０１５
 催　し 

　①「劇場のなかまたち図鑑」。キャラクターを
探すワークショップ②「劇場探けん隊」。福博文
化の一つであるふくこい踊りを鑑賞後、その舞
台裏を見学しながら、音響や照明機器の操作を
体験します。 $w$ ①8月３０日蝀午前１０時～１１時②9
月２０日蝀午後1時～4時半 $te$ 同会館（中央区天
神5）☎７６１崖６５６７ $q$ ７６１崖５８６６ $a$ ①小学生②小学3
年生以上（小学生は保護者同伴） $o$ 先着①１５人②
５０人 $y$ 無料 $p$ ホームページ（www.fukuoka崖
civichall.jp/）に掲載、情報プラザ（市役所1階）
や各市民センターなどで配布する申込書をファ
クスかメール（uketsuke@fukuoka崖civi 
chall.jp）で同会館へ。

福岡市民会館探け
ん隊～バックステ
ージツアー２０１５～
 催　し 

 
8
30
擾

　①小学生の部②中学生以上の部。 $w$ ①午前１０
時～１０時４５分、１１時～１１時４５分②正午～午後1
時、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 $a$ 市内に住む小学生～１８歳 
$o$ 先着３０人 $y$ 無料 $p$ 往復はがき（〒８１２崖００３２博
多区石城町２１崖２２　松岡宛て）、ファクス、メール
（info@sq崖liberty.jp）に応募事項と性別、保護
者氏名を書いて8月２６日（必着）までに同協会へ。

ジュニア・スカッ
シュ体験教室
 講座・教室 

　消防はしご車試乗（午前１０時１５分、午後1時１５
分から。対象は4歳～小学生。定員は各３０人）。ミ
ニミニ消防車試乗、防災体験など。 $w$ 午前9時半
～午後5時 $te$ 市民防災センター（早良区百道
浜1）☎８４７崖５９９０ $q$ ８４７崖５９７０ $y$ 無料 $p$ 不要

防災の日イベント
 催　し 

ス
カ
ッ
シ
ュ
を

体
験
し
ま
す

内　容項　目期日

 $w$ 午前１０時～午後3時 $t$ 市役所西側ふれあい広
場 $e$ スポーツ事業課☎７１１崖４９５４ $q$ ７３３崖５５９５ $y$ 無
料 $p$ 不要

ラグビー、スカッ
シュを体験しよう
 催　し  

8
30
擾

　①うどん打ち体験②かかし作り体験。 $w$ ①8
月３０日蝀午前9時半～正午②9月5日蝆午前１０時
～午後3時 $te$ 同公園（西区金武）☎・ $q$ ８１１崖
５１１８ $o$ 先着①２０組②１０組 $y$ ①1組２,５００円②1人
３００円 $p$ 8月１７日午前9時以降に電話か来所で同
公園へ。

かなたけの里公園
の催し
 催　し 

　①「輪投げTREE」。輪投げをして輪が入った
観葉植物をプレゼント。②「白玉団子作りとお月
見会」。いずれも小学3年生以下は保護者同伴。 
$w$ ①8月３０日蝀午後1時半～3時半②9月２６日蝆
午後6時半～8時半 $te$ 同公園（東区香椎照葉
4）☎６６１崖５９８０ $q$ ６６１崖８０２０ $o$ 各先着３０人 $y$ ①５００
円②３００円（いずれも入館料別） $p$ ①不要②電話
で8月２６日以降に同公園へ。

アイランドシティ
中央公園ぐりんぐ
りんの催し
 催　し 

　①初級②中級③上級クラス。定員や休講日な
ど詳細は問い合わせを。 $w$ 9月1日蝂～１１月３０日
蝁の間の①月・水曜日②火・木曜日③金曜日午後
6時半～8時 $t$ 博多座・西銀ビル１３階（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  

9
1
杖

　①市民団体などの活動内容の展示、情報交流
など②活動状況の紹介や意見交換をする市民フ
ォーラム③日本水フォーラム代表理事・竹村公
太郎氏による特別講演会「日本文明と環境～古
代、近世、近代そして未来～」。 $w$ ①9月2日蝃午
前１０時４５分～午後4時４５分、3日蝄午前9時半～
午後4時②9月2日蝃午後0時４５分～3時③9月
3日蝄午後4時～5時半（３０分前から受け付け） 
$t$ 九州大学伊都キャンパス（西区元岡） $e$ ①③同
研究発表会実行委員会事務局☎８０２崖３４３４ $q$ ８０２崖
３４３２②同学会九州支部事務局☎５９３崖８２２５ $q$ ５７２崖
１２１８ $o$ ①なし②先着１００人③先着１,０００人 $y$ 無料 
$p$ ①③不要②ファクスまたはメール（kyushu@ 
jsmcwm.or.jp）に応募事項とファクス番号を書
いて8月２１日までに同学会九州支部事務局へ。

廃棄物資源循環学
会研究発表会
 催　し  

9
2
浄

催　し 9月の中央児童会館事業

 $e$ 同会館☎・ $q$ ７４１崖３５５１　③は、上履きを持参。④は、雨天中止。 $t$ ①②コミセンわ
じろ（東区和白丘1）③渇3日＝中央体育館（中央区赤坂2）渇8日＝さざんぴあ博多
（博多区南本町2）渇１０日＝東体育館（東区香住ケ丘1）④小戸公園（西区小戸2）⑤⑦
中央市民センター（中央区赤坂2）⑥アミカス（南区高宮3） $y$ ①②③④⑤⑦無料⑥
１００円（部品代別） $p$ ①②③④不要⑤⑥⑦9月1日以降に電話で同会館へ（⑦は9月
１８日まで）。

対象・定員日時催し名

幼児と保護者・各先着２０組程度9／1蝂１０:３０～１１:１０、
１１:２０～１２：００

①出前じどうかん　親子あそ
び

幼児と保護者・定員なし9／1蝂１０:３０～１２:００②出前じどうかん　お手玉あ
そび

2歳以上の幼児と保護者・定員
なし

9／3蝄、8蝂、１０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・定員なし9／4蝅１０：３０～１２：００④しゃぼん玉であそぼう

幼児と保護者・先着２０組程度9／１８蝅１０：３０～１１：３０⑤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組程度
（1人1個）

9／２７蝀１０：００～１４：００⑥おもちゃの病院

幼児と保護者・先着２０組程度9／２９蝂１０:３０～１１:３０
⑦木育（もくいく）おもちゃの
森ひろば「おもちゃコンサルタ
ント」の木育おもちゃ講座
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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14面に募　集 催　し 講座・教室 講演会

内　容項　目期日

　講師は同大学IT総合学部専任講師・安間文彦
氏。 $w$ 午後3時～5時 $t$ 福岡ビジネス創造センタ
ー（東区香椎照葉3） $e$ 同大学☎０１２０崖９４８崖３１８ $q$ 
６７４崖３３３８ $o$ 先着６０人 $y$ 無料 $p$ メール（opencou 
rse@cyber崖u.ac.jp）に応募事項とメールアド
レス、団体に所属する人は団体名を書いて9月2
日までに同大学へ。

サイバー大学IT・
ビジネスセミナー
「人工知能とビッ
グデータ～新しい
価値の創出～」
 講座・教室 

 
9
4
畳

　貝原益軒、亀井南冥など偉人たちについて学
び、ゆかりの地を歩きます。 $w$ 9月4日～２５日の
金曜日（全4回）午前１０時～正午 $t$ 中央市民セン
ター（中央区赤坂2）他 $e$ シニアフレンズ福岡ボ
ランティア協議会・井上☎・ $q$ ７７１崖６７７３ $o$ ４０人 $y$
 ２,０００円 $p$ 往復はがき（〒８１０崖００６４中央区地行3崖
２２崖１３）で8月２５日（必着）までに同協議会へ。

歴史講座「福岡の
偉人たちの足跡を
たどる」
 講座・教室 

　生ごみ堆肥の作り方と堆肥を使った菜園作り
を紹介。①ズッキーニとジャガイモの植え付け
など②段ボールコンポストの使い方。収穫した
サツマイモを使って調理実習など。 $w$ 9月①5日
蝆午後1時半～3時②１９日蝆午前１０時～午後1時
 $t$ ①クリーンパーク・東部敷地内（東区蒲田1）
②立花寺1丁目種苗育成施設内（博多区立花寺
1） $e$ 循環生活研究所☎４０５崖５２１７ $q$ ４０５崖５９５１ $a$ 
市内に住む人（②は小学生以下と保護者） $o$ ①３０
人②１５組 $y$ ①無料②1人３００円 $p$ 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①8月２９日②9月１２日（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  

9
5
穣

　住吉神社、櫛田神社、博多千年門（せんねんの
もん）など8の寺社や、黒田官兵衛の墓所を巡り
ます。特典あり（先着３,０００人）。 $w$ 受け付けは午
前8時～１１時の間 $t$ 出発は博多駅博多口、解散
は千代県庁口駅 $e$ JR九州博多駅☎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
 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8月１５日午前１０時
以降に同農園へ。

秋・冬野菜栽培講
習
 講座・教室  

9
6
擾

　薬物乱用防止キャンペーンイベントとして、
学生や県警等によるステージ（ディスカッショ
ンなど）、麻薬探知犬の実演、薬物の怖さを学べ
るパネル展示などを開催。 $w$ 正午～4時半 $t$ イ
ムズ地下2階（中央区天神1） $e$ 地域医療課☎７１１
崖４２６４ $q$ ７３３崖５５３５ $y$ 無料 $p$ 不要

「ダメ。ゼッタイ。」
NO DRUG,KNOW 
DRUG やめよう乱
用！正しく学ぼう
薬の知識!
 催　し 

ズッキーニの植え付け

内　容項　目期日

　博多駅周辺から東長寺までをボランティアガ
イドが案内します。 $w$ 9月7日蝁、１９日蝆午前１０時
～午後0時半 $t$ 集合は市観光案内所（博多駅総合
案内所） $e$ 福岡観光コンベンションビューロー☎
７３３崖５０５０ $q$ ７３３崖５０５５ $o$ 各先着２０人 $y$ ５００円（小学
生以下無料、保護者同伴） $p$ 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、参加希望日を書
いて希望日の3日前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」博多千年門（せ
んねんのもん）コ
ース
 催　し 

 
9
7
条

　県立図書館で、乳幼児や活字による読書が難
しい子どもが本を楽しむことができる布の絵本
を制作するボランティアの養成講座です。 $w$ 9
月7日～１０月１９日の月曜日（9月２１日、１０月１２日
を除く）午後1時～3時半 $te$ 県立図書館（東区
箱崎1）☎６４１崖１２３９ $q$ ６４１崖１１９２ $a$ 県内に住む人 
$o$ 先着２０人 $y$ ２,０００円 $p$ はがき（〒８１２崖８６５１東区
箱崎1崖４１崖１２）かファクス、メール（kikaku０４@ 
lib.pref.fukuoka.jp）で8月２４日（必着）までに同
図書館へ。

布の絵本制作ボラ
ンティア養成講座
 講座・教室 

 $w$ 9月8日、１５日、２９日、１０月6日、１３日の火曜日
（全5回）午前１０時半～正午 $t$ 松島公民館　※9
月２９日のみ同ホーム（いずれも東区松島3） $e$ 同
ホーム☎６２１崖８８４０ $q$ ６２１崖８８６３ $a$ 市内に住む障が
い者でパソコン初心者 $o$ 7人程度 $y$ 無料 $p$ 電話
かファクス、来所で8月２０日までに同ホームへ。

東障がい者フレン
ドホーム「パソコ
ン教室」（ワード・
エクセル初級）
 講座・教室 

 
9
8
杖

 $w$ 9月１０日～１１月１９日の木曜日（9月２４日を除
く）午後3時～4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8月２８日（必着）までに同体育館へ。

九電記念体育館
「初心者ヨガ教室」
 講座・教室  

9
10
状

 $w$ 9月１１日、１０月9日、１１月１３日、１２月１１日の金曜
日（全4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１８歳以上の障がい
者 $o$ ３０人 $y$ 無料 $p$ 8月１３日からホームページ
（www.suporeku崖fuku.com/）に掲載、同協会
（中央区荒戸3）、情報プラザ（市役所1階）、さん・
さんプラザ（南区清水1）で配布する申込書を郵
送かファクス、メール、持参で8月１３日～２７日（必
着）に同協会へ。

障がい者笑いヨガ
教室
 講座・教室  

9
11
畳

 $w$ 午前１１時～正午 $te$ もーもーらんど油山牧
場（南区柏原）☎８６５崖７０２０ $q$ ８６５崖７０４０ $a$ 小学4年
生以上 $o$ ２４人 $y$ ３００円 $p$ 往復はがき（〒８１１崖１３５３
南区柏原７１０崖2）に応募事項と参加者全員の氏名
・年齢・電話番号・参加人数を書いて8月２５日（消
印有効）までに同牧場へ。

手作りアイスクリ
ーム教室
 講座・教室  

9
12
穣

 $w$ 午前9時半～１１時半 $te$ 雁の巣レクリエーシ
ョンセンター（東区奈多）☎６０６崖３４５８ $q$ ６０７崖９０５７ 
$a$ 5歳～小学3年生と保護者 $o$ ３０組６０人 $y$ 1組
２００円 $p$ 往復はがき（〒８１１崖０２０４東区奈多１３０２崖
５３）かファクスに応募事項とファクスの場合は
ファクス番号を書いて9月5日（必着）までに同
センターへ。

補助輪なしは怖く
ない！　自転車乗
り方安全教室
 講座・教室 

 
9
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　明治初期に建てられた伝統的な町家で、持参
した浴衣に着替え、明治時代の雰囲気を楽しみ
ます。 $w$ 受け付けは午後1時～7時の間 $t$ 国登録
有形文化財 箱嶋家住宅（東区馬出2） $e$ スタジオ
フィール・福岡店☎２９２崖７６７０ $q$ ２９２崖７６７１ $o$ 先着
４０人 $y$ ２,１６０円 $p$ 電話かファクス、メール（info@ 
studio崖feel.jp）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・箱嶋邸で着付
ける、浴衣で放生
会（ほうじょうえ）
 催　し 

募　集 「健康づくりフェスタふくおか２０１５」の参加者を募集

 $e$ 健康づくりフェスタふくおか実行委員会☎・ $q$ ２８２崖０６０５　１１月１４日蝆、１５日蝀に
舞鶴公園・大濠公園一帯で開催する「健康づくりフェスタふくおか２０１５」の参加者
を募集。詳細はホームページ（http://rkb.jp/kenko）または各区情報コーナーなど
で配布するチラシで確認を。【福岡城下のびのびウオーク】▷5州コース＝スタート
は１１月１４日蝆午前１０時～１１時の間、１５日蝀午後1時～2時の間。大濠公園、舞鶴公園
▷１０州コース＝スタートは１１月１５日蝀午前１０時～１１時の間。大濠公園、西公園、舞
鶴公園。 $t$ 集合は舞鶴公園西広場（中央区城内） $o$ 各日各コース先着１,５００人 $y$ 無料 
$p$ はがき（〒８１４崖８５８５早良区百道浜2崖3崖8RKB毎日放送内）に応募事項と希望コ
ースを書いて同実行委員会へ。ホームページでも受け付け。【鴻臚館（こうろかん）
リレーマラソン】種目はフル、ハーフ。1チーム5人以上１０人以内。 $w$ １１月１５日蝀午
前１０時から（制限時間5時間） $t$ 集合は平和台陸上競技場（中央区城内） $o$ 先着２５０
チーム $y$ 1人３,０００円 $p$ ランネット（https://runnet.jp/）で9月３０日まで受け付
け。
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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
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

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

　座学の後、ヨットに乗り、海上で練習します。 
$w$ 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
む小学3年～中学生 $o$ １８人 $y$ １,５００円 $p$ 往復は
がき（〒８１９崖０００１西区小戸3崖５８崖1）で8月３１日
（必着）までに同施設へ（1人1通）。

ジュニアヨット教
室
 講座・教室  

9
13
擾

 $w$ 9月１４日～１２月7日の月曜日（9月２１日、１０月
１２日、１９日、１１月１６日、２３日を除く）午前9時半～
１１時半 $t$ ももち体育館（早良区百道2） $e$ 市なぎ
なた連盟・川﨑☎・ $q$ ８６２崖３３４０ $a$ １８歳以上 $o$ １５人
 $y$ ２,０００円 $p$ 往復はがき（〒８１４崖０１６５早良区次郎
丸4崖7崖２８）に応募事項と性別を書いて8月３１日
（必着）までに同連盟へ。

初心者なぎなた教
室
 催　し  

9
14
条

　語りの森代表・富原美智子氏による講演「スト
ーリーテリングの基本」と、くにたちお話の会代
表・円谷恭子氏による講演「ストーリーテリング
の実演」他、ストーリーテリングの実習。日程な
ど詳細は問い合わせを。 $w$ ①＝講演9月１５日火、
１８日金②＝実習Aコース１０月１６日、２３日の金曜日
③＝実習Bコース１０月２１日、２８日の水曜日いずれ
も午前１０時～正午 $t$ 市総合図書館（早良区百道
浜3） $e$ 図書サービス課☎８５２崖０６２３ $q$ ８５２崖０８０１ 
$a$ 読書ボランティアの経験がある人 $o$ ①１２人②
③各２４人 $y$ 無料 $p$ 同館・各分館などで配布する
申込書を郵送かファクスで8月２８日（必着）まで
に同課へ。往復はがきで申し込む場合は、問い合
わせを。

読書活動ボランテ
ィア講座（経験者
コース）
 講座・教室 

 
9
15
杖

 $w$ 午前１０時半～１１時半、午後1時半～2時半 
$te$ 楽水園（博多区住吉2）☎・ $q$ ２６２崖６６６５ $o$ 各
先着5人 $y$ １,５００円 $p$ 電話かファクスで同園へ。

楽水会「お点前席
での一服」
 催　し  

9
16
浄

　事業経営における基礎を学べるセミナーで
す。 $w$ 9月１６日、３０日、１０月１４日、２８日の水曜日午
後6時～9時 $t$ ibb fukuokaビル6階（中央区天
神2） $e$ アイ・ビー・ビー・浅田☎７３７崖６３６０ $q$ ７３２崖
９５５９ $a$ 創業予定か創業間もない人、経営に携わ
る人（男性も受講可） $o$ 先着１５人 $y$ ８,０００円 $p$ フ
ァクス、メール（m.asada@hirota崖shoji.com）
に名前、所属団体、電話番号を書いて問い合わせ
先へ。ホームページ（www.hirota崖shoji.com/ 
pdf/nadeshiko１０.pdf）でも受け付け。

ibbなでしこ塾　ス
タートアップ経営
「きほん」セミナー
 講座・教室 

　アジア文化への貢献をたたえる同賞の授賞式
と、各受賞者を迎えての市民フォーラムを開催。
【授賞式】9月１７日蝄午後6時２０分～8時【市民フ
ォーラム】渇大賞のタン・ミン・ウー氏（ミャンマ
ー）＝9月１９日蝆午後1時～3時。テーマは「２１世
紀のミャンマーはどこに向かうか～過去・現在・
未来の対話～」渇学術研究賞のラーマチャンド
ラ・グハ氏（インド）＝9月１９日蝆午後4時半～6
時半。テーマは「ガンディーとインド、そして世
界」渇芸術・文化賞のミン・ハン氏（ベトナム）＝9
月２０日蝀午後2時～4時。テーマは「ファッショ
ンを通したアジアの創造力～ミン・ハンが縫う
ベトナムの魅力～」。 $t$ 渇１７日＝福岡国際会議場
（博多区石城町）渇１９日＝エルガーラホール、２０
日＝アクロス福岡イベントホール（中央区天神
1） $o$ 渇授賞式＝先着１,０００人渇市民フォーラム
＝各先着６００人 $e$ 同賞公式行事受付☎０１２０崖３３３崖
１７２（午前１０時～午後6時） $q$ ７３５崖４１３０ $y$ 無料 $p$ 
電話で9月7日までに問い合わせ先へ。ホームペ
ージ（www.fukuoka崖prize.org/）でも受け付
け。入場整理券を8月２４日以降に先着順で送付。

福岡アジア文化賞
授賞式・市民フォ
ーラム
 催　し 

 
9
17
状

昨年度の授賞式

内　容項　目期日

 $w$ 午後2時～4時 $t$ 東市民センター（東区香住ケ
丘1） $e$ 市緑のまちづくり協会みどり課☎８２２崖
５８３２ $q$ ８２２崖５８４８ $o$ ２０人 $y$ 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（mm 
s@midorimachi.jp）で8月３１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～押し花の壁掛
け～
 講座・教室 

 
9
18
畳

　①夫婦塚古墳、飯盛神社など②今津半島の元
寇防塁、登志神社などを巡ります。 $w$ 9月①１９日
蝆午前１０時半～午後3時②２６日蝆午前9時半～
午後3時 $t$ 集合は①南金武バス停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9月①１５
日②２２日（必着）までに同事務局へ。

西区歴史よかとこ
案内人と巡る史跡
探訪ウオーキング
 催　し 

 
9
19
穣

 $w$ 正午～午後4時半 $t$ 平和楼麻雀クラブ（中央
区天神2） $e$ 県麻雀業組合連合会☎・ $q$ ７２５崖４０９０ 
$a$ 市内に住む６０歳以上 $o$ 先着７２人 $y$ １,０００円 $p$ 
電話（午前１０時半～午後4時）で8月１６日～9月１０
日に同連合会へ。

敬老福祉交流麻雀
（マージャン）競技
大会
 催　し 

 
9
20
擾

　①プレイ&ステイ②テニスエクスプレス教室
③グリーンボール大会。詳細はホームページ
（www.k崖tennis.jp/）で確認を。 $w$ 午後1時～4
時 $t$ 博多の森テニス競技場（博多区東平尾公園
1） $e$ 県テニス協会☎７２２崖１６０５ $q$ ７２２崖１６０７ $a$ ①
②小学1～4年生と保護者（①子ども②保護者）
③小学生 $o$ ①５０人②③２０人 $y$ ５００円 $p$ 往復はが
き（〒８１０崖００２２中央区薬院2崖１４崖２６東洋薬院ビル
5階）に応募事項と参加コースを書いて9月9日
（必着）までに同協会へ。

博多の森テニス競
技場「テニスの日
関連イベント」
 催　し 

 
9
23
常

　講師は村上華林堂病院理事長で神経内科医師
の菊池仁志氏。 $w$ 午後2時～4時 $t$ 南区保健福祉
センター（南区塩原3） $e$ 南区健康課☎５５９崖５１１６ 
$q$ ５４１崖９９１４ $a$ 神経難病の患者と家族など $o$ 先着
６０人 $y$ 無料 $p$ 電話かファクスで8月１７日以降に
同課へ。

難病講演会「神経難
病について～在宅
療養を中心に～」
 講演会 

 
9
24
状

　水源地域である大分県日田市大山町を訪れ、
下草刈り活動や地域の人との交流会を行いま
す。 $w$ 午前7時半～午後5時半 $t$ 集合・解散は市
水道局（博多区博多駅前1） $e$ 流域連携課☎４８３崖
３１９４ $q$ ４８３崖３２５２ $a$ 市内に住むか通勤・通学する
小学5年生以上で急な傾斜地での草刈り作業が
できる人（中学生以下は保護者同伴） $o$ ４０人 $y$ 
１,０００円（昼食代込み） $p$ 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（ryui 
ki.WB@city.fukuoka.lg.jp）で8月３０日（必着）
までに同課へ。

ひと山まるごとガ
ーデニング
 催　し  

9
26
穣

 $w$ 9月２７日～１２月２０日の日曜日（１０月4日、１１月
1日、１２月6日を除く）午前１０時～１１時 $te$ 同体
育館（早良区百道2）☎８５１崖４５５０ $q$ ８５１崖５５５１ $a$ １８
歳以上 $o$ ２５人 $y$ ４,５００円 $p$ 往復はがき（〒８１４崖
０００６早良区百道2崖3崖１５）で8月１５日～３１日（必
着）までに同体育館へ。来所の場合は返信用はが
きを持参して同体育館へ。

ももち体育館「は
じめてのピラティ
ス教室」
 講座・教室 

 
9
27
擾

 $w$ 9月２９日～１２月１５日の火曜日（１０月２０日、１１月
3日を除く）午後1時半～3時 $te$ 市民体育館
（博多区東公園）☎６４１崖９１３５ $q$ ６４１崖９１３９ $a$ １８歳以
上 $o$ ２５人 $y$ ６,３００円 $p$ 往復はがき（〒８１２崖００４５博
多区東公園8崖2）に応募事項、性別を書いて8月
１５日～３１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して同体育館へ。

からだキレイ ピラ
ティス（後期）
 講座・教室  

9
29
杖

山の斜面で下草を刈り
ます
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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
お知らせ

内　容項　目期日

　塩分の適量を学び、グループで調理実習をし
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）
で9月１６日（消印有効）までに同課へ（1人1通）。

適塩料理レッスン
 講座・教室  

9
30
浄

 $w$ １０月3日蝆、4日蝀、１１日蝀午前9時から $t$ 博
多の森テニス競技場（博多区東平尾公園2）他 $e$ 
市テニス協会☎７３５崖７６１５（月・水・金曜日午前9時
～午後4時） $q$ ７３５崖７６１６ $a$ 市内に住むか通勤す
る人で、市内のテニスクラブに所属する人（学生
を除く） $y$ シングルス３,０００円、ダブルス1組
６,０００円 $p$ ホームページ（www.k崖tennis.jp/ 
fukuoka_city/index3.html/）からダウンロー
ドした申込書を郵送かメールで9月7日（必着）
までに同協会へ。

市民総合スポーツ
大会 市民テニス大
会・個人戦
 催　し 

 
10
3
穣

　大山ダム（大分県日田市）の見学、水源林の保
全体験（植樹、枝打ち体験）、釈迦（しゃか）岳登山
を行います。 $w$ １０月3日蝆午前8時半～4日蝀午
後5時（1泊2日） $t$ スノーピーク奥日田（大分県
日田市前津江町）。集合・解散は福岡市役所 $e$ 福
岡都市圏広域行政事業組合事務局☎７３３崖５００４ $q$ 
７３３崖５００５ $a$ 福岡都市圏に住む小・中学生を含む
家族（グループ） $o$ ４０人 $y$ 1人２,０００円 $p$ はがき
（〒８１０崖８６２０住所不要）かファクス、メール（fvgv 
９８４０@mb.infoweb.ne.jp）に参加者全員の応募
事項と性別を書いて9月１４日（必着）までに同事
務局へ。

家族で満喫！水源
地「椿ケ鼻」
 催　し 

　合宿創作や仮面劇、舞踏など多彩なプログラ
ムを実施。街頭発表あり。詳細は問い合わせを。 
$w$ １０月7日蝃～１２日蝈 $t$ ゆめアール大橋（南区
大橋1）他 $e$ 市文化芸術振興財団☎２６３崖６２６５ $q$ 
２６３崖６２５９ $a$ 高校生以上 $o$ 各講座5～１０人 $y$ ３,０００
円から $p$ はがき（〒８１６崖０９６４大野城市南ケ丘2崖
3崖8）かファクス（ $q$ ２６３崖６２５９）、メール（info. 
jda.fukuoka@gmail.com）で9月２０日（必着）ま
でに日本演出者協会福岡ブロックへ。

演劇大学in福岡～
語りだす沈黙～
 講座・教室  

10
7
浄

 $w$ 渇講義＝１０月7日蝃～来年7月３１日蝀渇電話
相談実習＝来年8月１０日蝃～再来年9月1日蝅 
$t$ 九州キリスト教会館（中央区舞鶴2） $e$ 同事務
局☎７１３崖４３４３ $q$ ７２１崖４３４３ $y$ 2万円（その他実費
負担あり） $p$ 同事務局へ詳細を問い合わせの上、
必要書類を9月２６日（消印有効）までに郵送。

「福岡いのちの電
話」ボランティア
養成講座
 講座・教室 

　講師は福島学院大学副学長で医学博士の星野
仁彦氏。 $w$ 午後6時半～8時半 $t$ あいれふ（中央
区舞鶴2） $e$ 市精神保健福祉センター（ハートメ
ディア実行委員会事務局）☎７３７崖８８２５ $q$ ７３７崖
８８２７ $o$ 先着２５０人 $y$ 無料 $p$ はがき（〒８１０崖００７３中
央区舞鶴2崖5崖1あいれふ3階）、ファクス、メー
ル（seishinhoken.PHWB@city.fukuoka. 
lg.jp）に、講演会名、氏名、電話番号を書いて9月
１８日（必着）までに同センターへ。

「子どもと大人の
発達障がいの理解
～気づかない？気
づけない？見過ご
してる？～」
 講演会 
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　基礎操作を学んだ後、文字入力、絵入りはがき
などの作成を行います。 $w$ １０月２３日蝅～３１日蝆
（２６日を除く）①午前9時半～正午②午後1時半
～4時 $te$ 老人福祉センター舞鶴園（中央区長
浜1）☎７７１崖７６７７ $q$ ７１６崖００４６ $a$ 市内に住む６０歳以
上（過去の受講者を除く） $o$ ①②各２０人 $y$ ２,５００
円（テキスト代） $p$ 8月１５日～9月２０日に同園へ
来所を。月曜日休園（祝日の場合は翌日）。

高齢者パソコン教
室（初心者向け）
 講座・教室  
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内　容項　目期日

　訓練用シミュレーターを体験＝写真。 $w$ 午前
１０時～午後4時 $t$ 姪浜車両基地（西区下山門4） 
$e$ 「鉄道の日」九州実行委員会☎４７２崖４０５１ $q$ ４７２崖
２３５３ $a$ 小学生（保護者同伴） $o$ ２５人 $y$ 無料 $p$ は
がき（〒８１２崖００１３博多区博多駅東2崖１１崖1）、メー
ル（qst崖kyutetu崖keikaku@ml.mlit.go.jp）に
応募事項と保護者氏名を書いて、9月１１日（必着）
までに同実行委員会へ（体験者1人につき1通）。

地下鉄運転シミュ
レーター体験
 催　し  
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昨年の登山参加者

昨年の街頭発表

北九州の情報をお知らせします
福北連携コーナー

世界文化遺産登録記念展「世界遺産のまち　北九州と明治日本の産業革命」
　製鉄所誘致の立役者・安川敬一郎の関係資料や山本作兵衛最大の炭鉱記録画、
北九州旧5市の都市発展を示す地図や写真など、明治日本の産業革命と北九州
の関わりを紹介。 $w$ 開催中～１１月8日蝀午前9時～午後5時（最終入館は午後4時
半） $te$ いのちのたび博物館（北九州市八幡東区東田2）☎０９３崖６８１崖１０１１ $q$ ０９３崖
６６１崖７５０３ $y$ 大人５００円、高大生３００円、小・中学生２００円、未就学児無料

催　し 松風園の催し

 $te$ 同園（中央区平尾3）☎・ $q$ ５２４崖８２６４ $a$ ①⑤初心者②平点前ができる人③袱紗
（ふくさ）さばきができるか、初級編に参加した人④初級編に参加した人 $o$ 各先着
１０人 $y$ ①②３,０００円③④⑤２,０００円 $p$ 電話で同園へ。

日時催し名
9／１３蝀１０:００～１２:００ ①華道 草月流 基本から創作まで
9／１３蝀１０:００～１２:００②茶道講座（表千家・中級）
9／１３蝀１３:００～１５:００③茶道講座（表千家・盆略点前）
9／１３蝀１３:００～１５:００④煎茶（藤蔭流・中級）
9／１３蝀１５:３０～１７:３０⑤煎茶（藤蔭流・初級）

催　し アジアフォーカス・福岡国際映画祭 関連イベント

　日時などは下表の通り。オープニング・セレモニーは9月１８日蝅午後7時からキ
ャナルシティ博多地下1階サンプラザステージ（博多区住吉1）で開催します。観覧
自由。 $t$ ユナイテッド・シネマ キャナルシティ１３（キャナルシティ博多4階） $e$ 同映
画祭インフォメーション☎０８０崖８５６４崖５４７５（9月1日～２５日。土日祝日も対応。午前
１０時～午後5時） $o$ ①②１５０組３００人 $y$ 無料 $p$ はがき（〒８１２崖００２４博多区綱場町2崖2
福岡第1ビル6階C.E.Works内）かファクス（ $q$ ２９２崖７１０６）に応募事項と希望イベン
ト名（複数可）、参加人数（1イベント2人まで）を書いて9月6日（必着）までにアジ
アフォーカス応募係へ。ホームページ（www.focus崖on崖asia.com/）でも受け付
け。当選者のみイベント1週間前に招待はがきを送付。

内容日時イベント名
インドネシア映画「黄金杖秘聞（おうごんじょ
うひぶん）」を上映。9／１８蝅１６:００～①オープニング上映

同賞の発表と授賞式終了後、「さいはてにて～
やさしい香りと待ちながら～」（日本）を上映。9／２２蝈１８:３０～②福岡観客賞授賞式

＆特別上映会

学生地域活動大賞を募集 
 $e$ 大学ネットワークふくおか事務

お知らせ
局☎７１６崖８２８１ $q$ ７１６崖８３３６　環境や福
祉、まちづくりなどの研究やボラン
ティア活動を行っている大学生グル
ープを募集。最優秀賞に３０万円、優秀
賞に１０万円の副賞あり。 $p$ ホームペ
ージ（http://fukucan.net/?p 
=５３３６）に掲載の申込書を郵送また
はメールで、9月１４日午後5時（必着）
までに同事務局へ。
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特別養護老人ホーム「サンシャ  
インセンター」の入居者を募集 
　来年2月に開設予定の同施設（早
良区田村2）の入居者を募集。 $e$ 「サ
ンシャインセンター」開設準備室（サ
ンシャインプラザ内）☎８０１崖０４１７（平
日午前１０時～午後4時）  $q$ ８０１崖
０４２６$a$ 市内に住む原則要介護3～5
の人 $o$ ７０人 $p$ 電話で同開設準備室
へ申込書を請求して、郵送で9月1
日～１０月３１日（消印有効）に同開設準
備室へ。
福岡市都市景観賞まちなみ写真  
コンテストの作品を募集 
 $e$ 都市景観室☎７１１崖４３９５ $q$ ７３３崖
５５９０　都市景観賞を受賞した建築物
などが写っている写真を募集。キッ
ズ部門（小学生以下）、一般部門（中学
生以上）の2部門。優秀・入選作品の
他、後日行う市民投票で選ぶ市民賞
を表彰します。規格など詳細は募集
リーフレットか市ホームページで確
認を。 $p$ 各区情報コーナー、情報プ
ラザ（市役所1階）で配布する募集リ
ーフレットで詳細を確認して、写真
と申込書を郵送かメール、持参で9
月7日（消印有効）までに同室へ。市
ホームページでも受け付け（1人5
点まで）。
海区漁業調整委員会委員選挙  
人名簿への登録申請 
　筑前海区漁業調整委員会委員の選
挙人名簿を作成します。次の要件に
該当する人と法人は、所定の選挙人
名簿登載申請書で9月1日～5日に
申請を。【要件】今年9月1日現在、本
市（城南区を除く）に住所か事業場が
ある漁業関係者（平成7年１２月6日以
前に生まれた人に限る）か法人で、次
の①か②に該当すること。①1年に
９０日以上、漁船を使った漁業を営ん
でいる②前記①の人か法人のために
1年に９０日以上、漁船を使った水産
動植物の採取・捕獲や養殖に従事し
ている。 $e$ 住所地か事業場所在地の
区選挙管理委員会（各区役所内）

敬老祝金品を贈呈します 
　【敬老金】対象は来年3月末時点で
８０歳、８８歳、１００歳以上の人。9月に居
住地区の民生委員が自宅に届けます
【敬老祝品】対象は来年3月末時点で
１００歳の人のみ。業者が配送します。
詳細は問い合わせを。 $e$ 各区福祉・
介護保険課

人権尊重に関する作品を募集 
　人権尊重週間（１２月4日～１０日）行
事の一環で、人権尊重に関する作文、
ポスター、絵画、標語、絵手紙を募集。
規定は次の通り（いずれも原則1人
1点）。【作文】４００字詰め原稿用紙5枚
以内【ポスター・絵画】Ｂ3画用紙。画
材は自由。「人権尊重週間」の文字を
使う場合は期間も記入【標語】４００字
詰め原稿用紙【絵手紙】はがきサイズ
の用紙。 $e$ ココロンセンター☎７１７崖
１２３７ $q$ ７２４崖５１６２ $a$ 市内に住むか通
勤・通学する人 $p$ 郵送（〒８１０崖００７３
中央区舞鶴2崖5崖1あいれふ8階）か
持参で9月２５日（消印有効）までに同
センターへ。

お知らせ
市国民健康保険運営協議会を  
開催 
　市国民健康保険事業の運営を審議
する同協議会を傍聴できます。 $w$ 8
月３１日蝁午後5時～6時半（受け付け
は午後4時４５分～4時５５分） $t$ 天神
ビル１１階（中央区天神2） $e$ 国民健康
保険課☎７１１崖４２４２ $q$ ７３３崖５４４１ $o$ ２０人
 $y$ 無料 $p$ 不要
「市動物愛護管理推進実施計画」  
を策定 
 $e$ 生活衛生課☎７１１崖４２７３ $q$ ７３３崖
５５８８　策定に当たり実施したパブリ
ックコメントの結果と併せて次の場
所で公表します。【閲覧・配布】配布中
～8月３１日に同課（市役所１２階）、情
報公開室（同2階）、情報プラザ（同1
階）、あにまるぽーと（東区蒲田5）、
ふくおかどうぶつ相談室（西区内浜
1）、各区情報コーナー、各出張所、各
区保健福祉センター衛生課で。市ホ
ームページ、市動物愛護管理センタ
ーホームページ（http://wannyan. 
city.fukuoka.lg.jp/）にも掲載。
総合西市民プール長水路（５０㍍）  
の一般開放  
 $w$ 8月２４日蝁午後5時～9時 $te$ 同
プール（西区西の丘1）☎８８５崖０１２４ $q$ 
８８５崖６０１６ $a$ 同プールが発行するメ
ーンプール（水深3.3洲）利用カード
の持参者。発行条件は中学生以上で
１００洲以上泳げる人（中学生は保護者
同伴で申し込み） $y$ 一般３２０円、高校
生１６０円、中学生１１０円
災害時要援護者台帳の調査を  
行います 
　災害発生時の安否確認や避難誘
導、援護活動などに活用するため「災
害時要援護者台帳」を整備していま
す。対象は、寝たきりや一人暮らしの
高齢者、重度障がい者など。民生委員
・児童委員が調査を行い、希望者は台
帳に登録します。新たに６５歳以上に
なる人や既登録者を対象に9月末ま
で調査を行います。訪問の際は、顔写
真入りの証明書を提示します。障が
い者で、新たに同台帳への登録を希
望する人は、各区福祉・介護保険課へ
申し込みを。 $e$ 福祉・介護予防課☎
７３３崖５３４６ $q$ ７３３崖５５８７
市営住宅などの緊急工事店を  
追加募集 
 $e$ 市住宅供給公社☎２７１崖２５７１ $q$ ２９１
崖７３５０　【対象】市の競争入札参加資
格登録業者名簿（平成２５～２７年度）に
登載され、市内に事業所があり、休日
・夜間などでも常時受け付けができ、
修繕業務などに着手し完了すること
ができる業者【募集業種（等級）】建築
・一般土木（Ｃ・Ｄ）、電気・管（Ｂ・Ｃ）、
消防施設、電気通信（TV共同受信設
備の修繕など）、ほ装、樹木の保育管
理、塗装、畳、襖、防水、防蟻、建築物清
掃、その他清掃、金属製建具、フェン
ス、交通安全施設、体育遊戯施設、ガ
ラス、機械（ポンプの取り替え・修理
など）【登録期間】１０月1日から1年間
【申請書の配布】8月１４日～２７日（土
日を除く）の午前１０時～午後5時に
同公社総務課（博多区店屋町 3階）
で。ホームページ（www.nicety.or. 
jp/）からもダウンロード可【申請】8
月２５日～２７日の午前１０時～午後5時
（正午～午後1時を除く）に同公社へ
申請書を持参。現在登録中の工事店
は申請不要。

市あき缶・びん対策協会　小・中学  
生ポスターコンクール作品募集 
　空き缶や空き瓶などのポイ捨て禁
止、リサイクルの推進、環境美化など
をテーマにしたポスターを募集。詳
細は市ホームページで確認するか問
い合わせを。 $e$ 循環型社会計画課☎
７１１崖４３０８ $q$ ７３３崖５５９２ $a$ 市内に住む
か通学する小・中学生 $p$ 同課（市役
所１３階）、情報プラザ（同1階）、各区
情報コーナーなどで配布するチラシ
裏面の応募票を作品の裏に貼って郵
送で9月１５日（消印有効）までに同課
へ。
福岡空港回転翼機能移設事業に係る計  
画段階環境配慮書の公表および説明会 
　国土交通省大阪航空局および九州
地方整備局は、福岡市環境影響評価
条例の規定に基づき、配慮書を作成
しました。環境の保全のために配慮
すべき事項について検討結果を示し
た配慮書を公表し、説明会も開催。
【公表】8月１７日～9月１５日に、情報プ
ラザ（市役所1階）、東区企画振興課
（東区箱崎2）、東市民センター（東区
香住ケ丘1）などで【説明会】8月２８日
金午後7時からコミセンわじろ（東
区和白丘1）、２９日蝆午前１０時から市
役所１５階講堂で。申し込み不要。詳細
は、ホームページ（www.ocab.mlit. 
go.jp/top/）か、公表場所で確認を。 
$e$ 渇ヘリコプターの運航、飛行場の
施設の使用に関して＝国土交通省大
阪航空局空港企画調整課☎０６崖６９４９崖
６４６９ $q$ ０６崖６９４９崖６２１８渇工事の実施、

飛行場の存在に関して＝国土交通省
九州地方整備局福岡空港プロジェク
トチーム☎４１８崖３３７４ $q$ ４１８崖３０６０
「子どもとメディアのよい関係  
づくり」学習会へ講師を派遣 
　9月中旬～来年2月の期間中、「子
どもとメディアのよい関係づくり」
のテーマで学習会を実施する際に講
師を派遣します。会場は申し込む団
体で準備。 $e$ 生涯学習課☎７１１崖４６５５ 
$q$ ７３３崖５５３８ $a$ 市内に住むか通勤す
るおおむね２０人以上の団体 $o$ 5団体 
$y$ 無料 $p$ はがき（〒８１０崖８６２１住所不
要）かファクス、メール（katei@ci 
ty.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募
事項と団体名、参加予定人数、学習会
名、希望日時（第2希望まで）、予定会
場を書いて8月３１日（必着）までに同
課へ。　※予定数に満たない場合は、
実施期間内まで募集受け付け。

選挙人名簿の縦覧 
　平成２７年9月1日現在で次の①～
③の全てに該当し、新たに選挙人名
簿に登録された人の一覧表を見るこ
とができます。①平成7年9月2日以
前に生まれた②今年6月1日以前か
ら引き続き本市の住民基本台帳に記
録されている③今年9月1日現在市
内に住んでいる。縦覧を希望する人
は、希望する区の選挙管理委員会へ
事前に電話連絡を。【縦覧期間】9月
3日木～7日蝁午前8時半～午後5
時。 $te$ 住所地の区の選挙管理委員
会（各区役所内）

行政書士試験を実施 
 $e$ 行政書士試験研究センター☎０３崖
３２６３崖７７００、県市町村支援課☎６４３崖
３０７３　【試験案内・受験願書の配布】
県民情報センター（県庁1階）、市町
村支援課（同9階）、県行政書士会（博
多区東公園）などで9月4日まで。郵
送（〒１００崖８７７９銀座郵便局留め）での
請求は8月２８日（必着）までに同セン
ターへ【申し込み】受験願書を郵送で
9月4日（必着）までに同センター
へ。ホームページ（http://gyosei崖
shiken.or.jp/）でも9月1日午後5時
まで受け付け【試験日】１１月8日蝀
【試験会場】福岡工業大学（東区和白
東3）。

市社会福祉事業団の職員を募集
 $e$ 同事業団事務局☎７３１崖３７１１ $q$ ７３１
崖３７２２　受験資格など詳細は募集案
内かホームページ（www.fc崖jigyo 
udan.org/）で確認を。【募集職種・人
数】社会福祉職（3人）、保育士（3
人）、言語聴覚士（1人）、理学療法士
（1人）【採用予定日】来年4月1日以
降【募集案内・申込書の配布】同事務
局（中央区荒戸3）、情報プラザ（市役
所1階）で。ホームページにも掲載。
郵便での請求は、封筒の表に「受験申
込書請求」と朱書きし、１２０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、同
事務局（〒８１０崖００６２中央区荒戸3崖3崖

しごと
３９）へ【申し込み】申込書を郵送か持
参で8月１４日～２７日（消印有効）に同
事務局へ【1次試験】9月２０日蝀にふ
くふくプラザ（中央区荒戸3）で。
市立病院機構職員（医療技術職  
・事務職）を募集 
 $e$ 市立病院機構法人運営課☎６９２崖
３４２２ $q$ ６８２崖７３００　募集職種などは下
表の通り。【採用予定日】来年4月1
日【募集案内・申込書の配布】同課（東
区香椎照葉5）、情報プラザ（市役所
1階）、各区情報コーナーなどで。ホ
ームページ（www.fcho.jp/）にも掲
載【申し込み】必要書類と返信用封筒
を郵送か持参で8月２５日（消印有効）
までに同課へ【試験日】9月２０日蝀。

募集人数受験資格募集区分

1人

昭和６０年4月2日以
降に生まれ、臨床検
査技師の免許取得
者か、平成２７年度実
施の国家試験で免
許取得見込みの人

臨床検査
技師

1人

昭和３１年4月2日以
降に生まれ、理学療
法士の免許を有し、
急性期または回復
期の病院で運動器
リハビリテーショ
ン（整形外科疾患）
の業務経験が3年以
上（平成２７年7月時
点）ある人

理学療法
士

1人

昭和３１年4月2日以
降に生まれ、病院ま
たは民間企業など
で経理事務経験が
直近１０年で3年以上
（平成２７年7月時点）
ある人

事務職
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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/

相談しごと

　②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（9月①5日②１５日③１６日までに要予約） $p$ 電話かファクス、
メール（②はamikas.soudan@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と託児希望者
は子どもの氏名・年齢を書いて①③アミカス②同相談室へ。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・祝日および8月１３日木～１５日蝆は午後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

先着
１０人

再就職を希望する女
性①お仕事再開プチサロン　9／１５蝂１０:００～１２:００

先着
２０人

夫・パートナーとの
関係を考えたい女性

②夫・パートナーとの関係を考える～これってＤＶ？～
9／２５金１３:３０～１５:３０

先着
４０人女性③女性の人生サポート講座「老後の生活～後見・介護・資

産の贈与～」　9／２６蝆１３:３０～１５:３０

スウィングロボ工作教室
　ロボットが動く仕組みを学習し、
工作やゲームをします。 $w$ 8月２１日
金午前１０時１０分～１１時１０分、午後2
時２０分～3時２０分 $a$ 小学生 $o$ 各先着
２０人 $y$ ２,０００円 $p$ 電話で同施設へ。ホ
ームページでも受け付け。
国際宇宙ロボット（火星ローバー）コ
ンテスト
　火星を見立てた競技場で、ロボッ
トが障害物をクリアし、ゴールを目
指す競技を観覧します。 $w$ 8月２３日
蝀午前１０時半～午後4時 $y$ 無料 $p$ 不
要

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）

スペースロボ7工作教室
　宇宙飛行士やスペースシャトルな
ど、7タイプのロボットや乗り物に
変形するロボットを作ります。 $w$ 8
月２８日金、３１日蝁いずれも午後4時
～5時半 $a$ 小・中学生（小学3年生以
下は保護者同伴） $o$ 各先着２４人 $y$ 
２,８００円 $p$ 電話で同施設へ。ホームペ
ージでも受け付け。
YOKAロボまつり　バトル大会
　二足歩行ロボットによる1対1で
のバトル大会を行います。詳細は問
い合わせを。 $w$ 8月３０日蝀午後1時
～4時 $y$ 無料 $p$ 不要

9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は中学
生以下と保護者⑨は２０歳以上で販売
業者を除く⑪は小学生以下）。

費用催し名・日時
1人
２００円

①親子体験「い～な食堂」お酢を
使って押しずし作り　
6日蝀１０:００～１３:００

２００円②綿の糸つむぎ講座　
9日蝃１３:００～１５:００

１００円③リサイクル石けん作り　
１０日木１０:３０～１２:００

４００～
５００円

④卓上織り機で裂き織り　
１１日金１０:３０～１５:００

無料⑤雑紙で折り紙　飛べ飛べ紙飛
行機折り　１２日蝆１３:３０～１５:００

５００円⑥エコ料理　１３日蝀１０:００～１３:００

無料⑦菜園相談会（生ごみリサイク
ル）　１３日蝀１３:３０～１５:００

２００円⑧古布でぞうり作り　
１７日木１０:３０～１５:００

１,０００円
⑨フリーマーケットの出店　
２７日蝀１０:３０～１３:３０（受け付けは
9：３０～）

無料
⑩おもちゃの病院（子ども向け
おもちゃ対象）　
２７日蝀１０:００～１４:００

無料⑪のびのび図工教室　私のキャ
ンパス　２７日蝀１０:００～１５:００

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）

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）

9月の催し
　一部講座で材料の持参が必要。④
のみさいとぴあ（西区西都2）が会
場。 $a$ 市内に住む人（③④は２０歳以
上で販売業者を除く） $o$ ①②１５人③
１６区画④２０区画⑤各先着１０人⑥～⑧
各先着6人 $p$ ①～④往復はがきかフ
ァクスで8月①②２５日③④２８日（必
着）までに同施設へ⑤～⑧電話かフ
ァクスで希望日の⑤3日前⑥～⑧前
日までに同施設へ。

費用催し名・日時

５００円①着物地でブローチ作り　3日
木、１７日木（全2回）１３:００～１６:００

５００円
②着物生地で作るベストとベレ
ー帽　4日、１１日、１８日、２５日の金
曜日（全4回）１３:００～１６:００

無料③祝日フリーマーケット　
２３日蝈１０:００～１４:００

無料④「いとにぎわい祭り」フリーマ
ーケット　２７日蝀１０:００～１５:００

無料⑤ハーブ入りリサイクル石けん
作り　水曜日、１０:３０～１１：３０

無料⑥牛乳パックで紙すき体験　
日曜日、１０:３０～１５:００の３０分程度

無料⑦卵パックでお花の壁飾り作り
日曜日、１０:３０～１５:００の３０分程度

無料⑧ボタンdeスタンプ作り　土・日
曜日、１０:３０～１５:００の３０分程度

市商店街空き店舗創業応援塾 
　創業に必要な知識を学び、創業ビ
ジネスプランを作成します。プラン
優秀者には創業に要する経費を一部
助成。 $w$ 8月２９日～9月２６日の土曜
日（9月１２日を除く）午前１０時～午後
5時 $t$ 福岡商工会議所ビル（博多区
博多駅前2 ） $e$ 創業応援塾事務局
（県中小企業診断士協会内）☎６２４崖
９６７７ $q$ ６２４崖９６７８ $a$ 市内の商店街の
空き店舗で創業を志す３５歳未満 $o$ 
１０人程度 $y$ 1万円 $p$ はがき（〒８１２崖
００４６博多区吉塚本町9崖１５ 県中小企
業振興センター１０階）かファクスで
8月２４日（必着）までに同事務局へ。

職業訓練協会の講座 
 $t$ ①④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）②③同協会（東区千早
5） $e$ 同協会☎６７１崖６８３１ $q$ ６７２崖２１３３ 
$p$ 電話で8月①②１７日③④１８日午前
9時以降に同協会へ。
【①福祉住環境コーディネーター（基
礎から2級検定）講習】
 $w$ 9月２４日木～１１月１２日木（１１月3
日を除く）の火・木曜日午後6時半～
9時 $o$ 先着２５人 $y$ 3万円
【②パソコン「AutoCADによる建築
と機械部品図面作成」講習】
 $w$ 9月２５日金～１１月２７日金（１１月3
日を除く）の火・金曜日午後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
【③原始機による織物・染色講習】
 $w$ 9月２９日蝂～１２月1日蝂（１１月3日

を除く）の火曜日午前１０時～午後4
時 $o$ 先着１５人 $y$ 3万１,０００円
【④パソコン「エクセル中級データベ
ースと実務関数」講習】
 $w$ １０月1日木～２９日木（１０月１２日を
除く）の月・木曜日午後7時～9時 $a$ 
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（テキスト代
別）

自死遺族法律相談 
　家族や恋人、友人などを自死（自
殺）で亡くした人とその支援者を対
象に、弁護士が臨床心理士同席の下、
相談に応じます。 $w$ 9月2日蝃午後1
時～4時 $te$ 天神弁護士センター
（中央区渡辺通5）☎７３８崖００７３ $y$ 無料 
$p$ 電話で同センターへ。
職場のパワハラ・セクハラ集中  
相談会 
　電話と面談で相談に応じます。 $w$ 
9月2日蝃、3日木午前9時～午後8
時（弁護士相談は3日午後3時～7
時） $te$ 福岡労働者支援事務所（中
央区赤坂1 福岡西総合庁舎5階）☎
７３５崖６１４９ $q$ ７１２崖０４９７ $y$ 無料 $p$ 不要

認知症介護相談 
　介護経験のある相談員が相談に応
じます。【予約専用電話】☎７３１崖５３００
（月～金曜日の午前9時半～午後5
時。祝日、１２月２９日～来年1月3日を
除く）。 $w$ 木曜日、午後1時～4時（祝
日、１２月２８日～来年1月3日を除く） 
$t$ 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 $p$ 電話で予約を。

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
ずれも祝日を除く）午前１０時～午後
1時 $y$ 無料【専門医師による面接相
談】アルコール・薬物などの依存症相
談、ひきこもり相談。日時など詳細は
問い合わせを。 $p$ 上記電話相談（☎
７３７崖８８２９）で事前予約を。

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。

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。

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
　※相談時間は午後1時～4時。1人２５
分。
　※8月１３日木、１４日金は休み。

相談
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総合図書館映像ホール・シネラ9月上映スケジュール

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

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

日本映画名作選
東京オリンピック（2）2日蝃
肉弾（１１）　家族（2）3日蝄
日本大侠客（１１）　男はつらいよ（2）4日蝅
さらばモスクワ愚連隊（１１）
私が棄てた女（2）5日蝆

家族（１１）　東京オリンピック（2）6日蝀
八月の濡れた砂（１１）　三里塚辺田部落（2）9日蝃
さらばモスクワ愚連隊（１１）
水俣一揆　一生を問う人 （々2）１０日蝄

私が棄てた女（１１） 
東京オリンピック（2）１１日蝅

６０年代短編集（１１）　家族（2）１２日蝆

７０年代短編集（１１）　砂の器（2）１３日蝀
肉弾（１１）　日本大侠客（2）１６日蝃
水俣一揆　一生を問う人 （々１１）
三里塚辺田部落（2）１７日蝄

６０年代短編集（１１）　砂の器（2）１８日蝅
７０年代短編集（１１）　八月の濡れた砂（2）１９日蝆
男はつらいよ（１１）　肉弾（2）２０日蝀
さらばモスクワ愚連隊（１１）
水俣一揆　一生を問う人 （々2）２１日蝈

私が棄てた女（１１）　三里塚辺田部落（2）２２日蝈
日本大侠客（１１）　男はつらいよ（2）２３日蝈
６０年代短編集（１１）　八月の濡れた砂（2）２６日蝆
７０年代短編集（１１）　砂の器（2）２７日蝀

　※平成２８年3月末に閉館します。
　※9月2日蝃～4日蝅はプラネタ
リウムを休館します。
てづくり教室
　トイレットペーパーの芯や磁石な
どで作る「かっぱ親子のメモホルダ
ー」、牛乳パックで作る「羽根つきコ
マ」など。教材に限りあり。 $w$ 8月２３
日蝀午後1時～3時半 $a$ 幼児と保護
者、小・中学生 $y$ 各コーナー５０～２００
円程度 $p$ 不要

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）

せふり登山クラブ～入門編～
　背振山直登ルートを登ります。 $w$ 
9月5日蝆午前9時半～午後5時半 
$a$ １８歳以上 $o$ ３０人 $y$ ４,５００円 $p$ はが
き、ファクスに参加者全員の応募事
項と性別、生年月日を書いて8月２３
日（必着）までに問い合わせ先へ。ホ
ームページでも受け付け。

背振少年自然の家

〒８１１崖１１１３ 早良区板屋５３０
☎804崖6771  $q$ 804崖6772
 $ $m$ www.fukuoka-shizennoie.jp/
利用受付時間　午前9時～午後5時

夏まつり
　果物の販売や飲食店の出店、スー
パーボールすくいなど。 $w$ 8月２３日
蝀午前１１時～午後4時 $y$ 入場無料 $p$ 
不要
園芸講座「秋バラの管理」
　秋バラ＝写真＝の剪（せん）定と肥
料のやり方の実習。 $w$ 8月２８日蝅午
後1時半～3
時半 $o$ 先着
５０人 $y$ 無料 
$p$ 電話で8月
２１日以降に同
公園へ。

園芸講座「秋の庭木の手入れ」
 $w$ 8月３０日蝀午後1時半～3時半 $o$ 
先着５０人 $y$ 無料 $p$ 電話で8月２３日以
降に同公園へ。

花畑園芸公園

〒８１１崖１３５３ 南区柏原7崖５７１崖1　☎565崖5114  $q$ 565崖3754
 $i$ 午前9時～午後5時  $r$ 月曜（祝休日のときは翌平日）　
園芸相談☎５６６崖３９８７（午前１０時～午後4時）

手入れの仕方を教えます

秋の野鳥写真展
　秋の野鳥の写真と生態を紹介する
パネルを展示。 $w$ 9月1日蝂～１３日
蝀 $y$ 無料（入園料別）
植物観察会～身近な秋の野草を楽し
む～
 $w$ 9月１９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9月5日（必着）まで
に同園へ。ホームページでも受け付
け。
園芸講座～キッチンハーブの寄せ植
え～
　講師はハーブ研究家の久保田禮子

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）

氏。 $w$ 9月２５日蝅午後1時半～3時半 
$o$ ２０人 $y$ １,５００円（入園料別） $p$ 往復
はがきかファクスで9月１１日（必着）
までに同園へ。ホームページでも受
け付け。

キッチンハーブの寄せ植え

タカの渡りと識別講座（座学）
　秋のタカの渡りシーズンに備え、
タカの識別方法を中心に座学を行い
ます。 $w$ 8月３０日蝀午後1時～3時 $a$ 
小学生以上（中学生以下は保護者同
伴） $o$ ３０人 $y$ 無料 $p$ 往復はがきに参
加者全員の応募事項と実施日を書い
て8月２３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/

　※以下の申し込みは電話かファク
ス、メールで同施設へ。
理科応援教室（低学年向け）「うさぎ
の家をつくろう」
　ペーパークラフトでうさぎと家を
作ります。 $w$ 9月5日蝆午前１０時半
～１１時 $a$ 小学3年生以下（保護者同
伴） $o$ 先着２５人 $y$ 無料
特別講座「海辺の生きもの観察会」
 $w$ 9月１２日蝆午後1時半～3時半 $a$ 
小学生以上（小学3年生以下は保護
者同伴） $o$ 先着２５人 $y$ 無料

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

仏と美
　松永安左エ門のコレクションから
白鳳時代の仏像「銅造菩薩半跏像」、
平安時代の鏡像「線刻十一面観音鏡
像」、鎌倉時代の仏画「文殊菩薩騎獅
像」などを展示。 $w$ 8月１１日蝂～9月
２７日蝀 $y$ 一般２００円、高大生１５０円、
中学生以下無料
本多コレクション展
　インドシナ半島古陶器の一大コレ
クションとして知られる同コレクシ
ョンの中から、中国南部の交趾（こう
ち）焼きやミャンマー漆器などの多
彩な陶磁、工芸品を展示。 $w$ 8月１１日

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）

蝂～9月２７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「続・美術とフェミニズ
ム」
　当館所蔵品や展示作品、近年の状
況に目を向けながら、美術とフェミ
ニズムについて学芸員が話します。 
$w$ 8月２９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。

トワイライトミュージアムコンサー
ト
　大山佳織氏、緒方愛子氏、大山平一
郎氏によるバイオリンとビオラのコ
ンサート。 $w$ 8月２８日蝅午後6時か
ら $y$ 無料 $p$ 不要

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）

　※8月１２日蝃、１９日蝃は開館。
ミュージアムショップがリニューア
ルオープンしました
　ユニークなアートグッズやアジア
近代美術関係の出版物や図録などを
販売＝写真。 $w$ 午後6時まで営業

アジア美術館

〒８１２崖００２７  博多区下川端町3崖1
リバレインセンタービル7・8階
☎263崖1100  $q$ 263崖1105
 $i$ 午前１０時～午後8時（入場は午後7時
半まで）  $r$ 水曜（祝休日のときは翌平日）

休日＆ナイト健診（総合健診）
 $w$ ①～⑧9月5日蝆、6日蝀、１３日蝀、
１６日蝃、２０日蝀、２７日蝀⑨9月6日蝀
いずれも午前9時～１０時（水曜日は
午後6時～7時）⑩9月２７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。
（表⑤）

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

（毎回女性医師が実施） 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ＤＡＹ9月5日蝆、２０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。
　※１０月以降の健（検）診は、ホームペー
ジで確認できます。
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