
14ふくおか市政だより
2015（平成27）年11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/
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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
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13 ふくおか市政だより2015（平成27）年11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
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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
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募　集 催　し 講座・教室 講演会
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10ふくおか市政だより
2015（平成27）年11月15日情報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/

募　集 催　し 講座・教室 講演会
しごと 申し込み方法（応募事項）は14面に

特別支援学校・特別支援学級嘱 
託員を募集 
 $e$ 市発達教育センター☎８４５崖００１５ 
$q$ ８４５崖００２５　報酬など詳細は募集
案内で確認を。【募集職種】特別支援
学校介助員、給食介助員、特別支援学
級嘱託員、特別支援学級介助員【募集
案内・申込書の配布】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】申込書を郵送で１１月２４日
（消印有効）までに同センターへ【1
次試験】１２月１２日蝆に同センターで。

介護保険嘱託員を募集 
 $e$ 介護福祉課☎７３３崖５４５２ $q$ ７２６崖
３３２８　各区保健福祉センターで、介
護保険の訪問調査、各種相談や介護
認定審査会の補助業務に従事。報酬
など詳細は募集案内で確認を。【資
格】介護支援専門員の資格を持つ人
か介護支援専門員実務研修受講試験
合格者【募集人数】２７人程度【任用期
間】来年4月1日～平成２９年3月３１日
【募集案内・申込書の配布】同課（市役
所１２階）、情報プラザ（同1階）、各区
福祉・介護保険課、各出張所で【申し
込み】申込書と受験票はがきを郵送
で１２月１１日（消印有効）までに介護福
祉課へ【1次試験】１２月２７日蝀に天神
ビル（中央区天神2）で。
母子保健嘱託助産師（産休・育 
休代理）を募集 
 $e$ 博多区健康課☎４１９崖１０９５ $q$ ４４１崖
００５７　博多区保健福祉センター（博
多区博多駅前2）で母子保健に関す
る窓口、相談、乳幼児健診などに従
事。報酬など詳細は募集案内で確認
を。【資格】助産師免許を持ち、臨床経
験のある人【任用期間】来年2月１２日
～3月３１日（平成２８年度も再任用の
可能性あり）【募集案内・申込書の配
布】１２月1日から情報プラザ（市役所
1階）、各区保健福祉センター健康課
で【申し込み】申込書を郵送か持参で
１２月１１日（消印有効）までに博多区健
康課へ【試験】１２月２５日蝅に博多区保
健福祉センターで。
障がい者自立支援嘱託員を募 
集 
 $e$ 障がい者在宅支援課☎７１１崖４２４８ 
$q$ ７１１崖４８１８　各区保健福祉センタ
ーで、障害者総合支援法などにおけ
る訪問調査、各種相談や障がい者介
護給付費等認定審査会の補助業務に
従事。報酬など詳細は募集案内で確
認を。【資格】看護師、保健師、精神保
健福祉士、社会福祉士の有資格者で

介護支援専門員の資格を持つ人（介
護支援専門員実務研修受講試験合格
者も可。ただし、来年4月1日時点で
介護支援専門員の資格を持つこと）
【募集人数】１１人程度【任用期間】来年
4月1日～平成２９年3月３１日【募集案
内・申込書の配布】１１月１２日から同課
（市役所１２階）、情報プラザ（同1階）、
各区福祉・介護保険課、各出張所で
【申し込み】申込書を郵送で１１月１６日
～１２月１１日（消印有効）に障がい者在
宅支援課へ【1次試験】１２月２７日蝀に
あいれふ（中央区舞鶴2）で。

職業訓練協会の講座 
 $t$ ①③④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） 
$e$ 同協会☎６７１崖６８３１ $q$ ６７２崖２１３３ $p$ 
電話で１１月①②１６日③④１７日午前9
時以降に同協会へ。
【①パソコン「AutoCAD（オートキ
ャド）による建築と機械部品図面作
成」講習】
 $w$ 来年1月8日蝅～3月8日蝂の火・
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
【②パソコン「ビジネスパソコン」講
習】
　ワード、エクセル、パワーポイント
の講習。 $w$ 来年1月8日蝅～3月8日
蝂の火・金曜日午後7時～9時 $a$ パ
ソコンの基本操作ができる人 $o$ 先
着２０人 $y$ 3万２,０００円
【③パソコン「ホームページ作成
（HTML／CSS）」講習】
 $w$ 来年1月8日蝅～2月１６日蝂の火・
金曜日午後7時～9時 $o$ 先着１５人 $y$ 
2万２,０００円
【④ファイナンシャル・プランナー2
級直前対策講習】
 $w$ 学科は来年1月9日蝆、実技は１０
日蝀、いずれも午前9時～午後5時 
$a$ 2級受験予定者（実技は日本FP協
会での受験者のみ） $o$ 各先着２０人 $y$ 
学科・実技1万４,０００円、学科のみ
８,０００円、実技のみ７,０００円

職業訓練2月生を募集 
　①若年者金属加工技術科②若年者
電気設備技術科。訓練内容など詳細

しごと
は問い合わせを。 $w$ 来年2月3日蝃
～7月２８日蝄 $te$ 福岡職業能力開発
促進センター（北九州市八幡西区穴
生3）☎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 $o$ 
①１０人②5人 $y$ 無料（教科書、工具
代、保険料など別） $p$ 来所で１１月２４
日～１２月１８日に住所地の公共職業安
定所へ。筆記試験および面接あり。

催　し 博多障がい者フレンドホームの催し

 $te$ 同ホーム（博多区西月隈5）☎５８６崖１３６０ $q$ ５８６崖１３９７ $p$ 電話かファクス、来所で
１２月①8日②③6日④⑤１８日までに同ホームへ。

費用定員日時催し名
無料１５人１２／１０蝄１０:３０～１２:００①認知症予防講座
４００円１０人１２／１３蝀１０:３０～１２:００②キラキラ・キャンドルゼリー作り
無料１０人１２／１３蝀１３:３０～１６:００③博多映画館
５００円１０人１２／２４蝄１４:００～１５:００④キラキラ・スノードーム作り
５００円３０人１２／２５蝅１０:３０～１５:００⑤博多フレンド・クリスマス会

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
１２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】「介護ベッドを上手に使おう」「お風呂を楽しも
う」など。 $w$ 来年1月7日蝄、9日蝆、１４日蝄午前１０時～正午 $o$ 各先着１５～２０人 $y$ 無
料【高齢者向け料理教室】高齢者が食べやすく、栄養バランスの取れた献立や調理
方法など。 $w$ 来年1月１２日蝂午前１０時～午後1時 $o$ 先着３０人 $y$ ５００円【脳の働きを高
めよう】言葉を発し、言葉を覚えることが脳の活性化につながることを体験しま
す。 $w$ 来年1月１５日蝅午後2時～4時 $o$ 先着３５人 $y$ 無料【歌って楽しくストレッチ】
歌に合わせて心地よい運動をすることが、心と体をリラックスさせることを体験
します。 $w$ 来年1月２５日蝁午後2時～4時 $o$ 先着４０人 $y$ 無料

講座・教室 地域デビュー入門講座（花と緑編）

　地域デビューを応援する全3回の連続講座。 $w$ １２月①6日蝀②１２日蝆③１９日蝆午
前１０時～正午 $t$ ①あすみん（中央区大名2）②③警固公園（中央区天神2） $e$ あすみ
ん☎７２４崖４８０１ $q$ ７２４崖４９０１ $a$ 市内に住む、地域で花植え活動をしてみたいおおむね
５０歳以上 $o$ 先着２０人 $y$ 無料 $p$ 電話かファクス、メール（info@fnvc.jp）、来所で問
い合わせ先へ。

内　容項　目期日

　ご来光登山＝写真＝とどんど焼きをします。 
$w$ 来年1月１６日蝆午前9時～１７日蝀午後3時半
（1泊2日） $te$ 背振少年自然の家（早良区板屋）
☎８０４崖６７７１ $q$ ８０４崖６７７２ $a$ 小・中学生と保護者 $o$ 
４０人 $y$ ３,０００円 $p$ はがき（〒８１１崖１１１３早良区板屋
５３０）かファクスに参加者全員の応募事項と生年
月日、性別を書いて１２月１３日（必着）までに問い
合わせ先へ。ホームページ（www.fukuoka崖shi 
zennoie.jp/sefuri/index.html）でも受け付け。

せふりの自然に親
しむつどい1月
 催　し  

1
16
穣

　パソコンの基本操作を学習した後、ワード（文
書作成ソフト）を使って絵入りはがきなどを作
ります。 $w$ 来年1月２３日蝆～３１日蝀（２５日を除
く。連続講座）午前9時半～正午、午後1時半～4
時 $te$ 老人福祉センター「東香園」（東区香住ケ
丘1）☎・ $q$ ６７１崖２２１３ $a$ 市内に住む６０歳以上（過
去受講者を除く） $o$ 各１５人 $y$ ２,５００円 $p$ １１月１５日
～１２月１５日に同園へ来所を（月曜日、１１月２３日は
休園）。

高齢者パソコン教
室（初心者向け）
 講座・教室  

1
23
穣
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元気なふるさと応援基金助成 
団体を募集 
　ＪＡ福岡市管内で地域活性化に係
る各種活動、環境保全活動などを行
う団体に助成します。応募条件など
詳細はホームページ（www.ja崖fuku 
oka.or.jp/）で確認を。【申請期間】来
年2月１２日（必着）まで。 $e$ ＪＡ福岡
市☎７１１崖２０８４ $q$ ７３２崖８７９０
企業向けワーク・ライフ・バラ 
ンス出前セミナー 
　変化に対応できる強い組織づくり
や働き方の見直しの進め方など「ワ
ーク・ライフ・バランス（仕事と生活
の調和）」に関する研修講師を企業に
派遣します。詳細は問い合わせを。 
$e$ 男女共同参画課☎７１１崖４１０７ $q$ デ
ィ・マネジメント５１０崖７２５８ $a$ 市内に
ある企業 $o$ 先着１０社 $y$ 無料 $p$ ファ
クスかメール（info@d崖managem 
ent.co.jp）で問い合わせ先へ。
１１月２５日～１２月1日は犯罪被 
害者週間です 
　犯罪被害者の置かれている状況な
どについて、国民の理解を深めるこ
とを目的に国が設定した週間です。
市や県警は、以下の通り犯罪被害者
をサポートする相談窓口を開設して
います。【福岡県・北九州市・福岡市が
共同で設置した犯罪被害者のための
相談窓口】渇福岡犯罪被害者総合サ
ポートセンター $e$ ☎７３５崖３１５６（午前
9時～午後4時。土日祝日、年末年始
を除く）渇性暴力被害者支援センタ
ー・ふくおか $e$ ☎７６２崖０７９９（午前9時
～午後１２時。年末年始を除く）【県警
の犯罪被害者相談電話「ミズ・リリー
フ・ライン」】 $e$ ☎・ $q$ ６３２崖７８３０（午前
9時～午後5時４５分。土日祝日、年末
年始を除く）【犯罪被害給付制度に関
する相談】 $e$ 県警察本部被害者支援
・相談課☎６４１崖４１４１（内線２５３４）へ。
福祉用具のリサイクルあっせ 
ん事業にご協力を 
　「不用となった福祉用具を譲りた
い人」と「福祉用具が必要な人」との
あっせんを行います。申し込み方法
など詳細は問い合わせを。【対象】渇
提供者＝市内に住み、無料で福祉用
具を提供できる人渇譲受者＝市内に
住み、福祉用具の運搬・修理などに要
する費用を負担できる人【対象物品】

お知らせ
特殊（電動）ベッド、車いす、歩行器、
入浴補助用具など。 $e$ 市社会福祉協
議会生活福祉課☎７５１崖１１２１ $q$ ７５１崖
１５０９
千早音楽・演劇練習場の予約 
を開始します 
 $e$ 文化振興課☎７３３崖５１１３ $q$ ７３３崖
５５３７　来年6月4日蝆にJR・西鉄千
早駅西側にオープン予定の「なみき
スクエア」内に新設される千早音楽・
演劇練習場の利用受け付けを開始。
詳細は市ホームページに掲載。

人権擁護委員が委嘱されまし 
た 
　１０月1日付で阿部真之助氏（城南
区長尾2）、今林秀明氏（東区塩浜
1）、尾花康広氏（東区和白5）、阿部
正剛氏（東区美和台3）、三角公仁隆
氏（東区和白3）、熊谷敦子氏（西区石
丸3）が法務大臣から人権擁護委員
に委嘱されました。 $e$ 福岡法務局人
権擁護部☎８３２崖４３１１ $q$ ８３２崖４３２３

相続税法が改正されました 
　平成２７年1月1日以後に相続また
は遺贈により取得する財産に係る相
続税について渇基礎控除額の引き下
げ渇最高税率の引き上げ渇未成年者
控除や障害者控除の控除額の引き上
げ渇小規模宅地等の特例の適用対象
となる宅地の限度面積の拡大害など
の改正がありました。詳細はホーム
ページ（www.nta.go.jp/souzoku崖
tokushu/index.htm）で確認を。 $e$ 
各税務署　福岡☎７７１崖１１５１、博多☎
６４１崖８１３１、西福岡☎８４３崖６２１１、香椎☎
６６１崖１０３１

水使用量実態調査にご協力を 
 $e$ 水道局計画課☎４８３崖３１９２ $q$ ４８３崖
３２５２　水道使用者から無作為に抽出
した３,０００人を対象に水使用量の実
態について調査をします。対象者に
は調査票を郵送しますので、回答を
同封の返信用封筒で返送してくださ
い。

国勢調査の集計結果について 
　国勢調査へのご回答ありがとうご
ざいました。調査結果の第一報とな
る市区町村ごとの人口速報集計は、
来年2月公表予定です。なお、一部の
地域で調査書類の遅配が生じたこと
をお詫び申し上げます。 $e$ 各区総務
課、統計調査課☎７１１崖４０８１ $q$ ７１１崖
４９３４

香椎駅周辺土地区画整理審議 
会委員選挙を行います 
 $e$ 香椎振興整備事務所換地課☎６７１
崖７６４４ $q$ ６７１崖８１８８　投票日は来年3
月6日蝀。選挙までの手続きは次の
通りです。【1 選挙人名簿の作成】１２
月２０日現在の施行地区内の宅地所有
者と借地権者（登記か申告のある人）
を名簿に登載します。申告による借
地権者は１１月２７日蝅の申告受け付け
分まで登載【2 選挙人名簿の縦覧】
来年1月１２日蝂～２５日蝁に同課（東
区御島崎2）で選挙人名簿を縦覧し
ます。名簿に記載漏れ、誤りがあれば
期間中に申し出を【3 立候補受け付
け】来年2月9日蝂～１８日蝄に同課
へ。
ホストファミリーの登録説明 
会 
　ボランティアで、外国人に日本の
生活を体験する機会を提供する家庭
の登録説明会。 $w$ １２月２０日蝀午後2
時～3時 $te$ レインボープラザ（中
央区天神1 イムズ8階）☎７３３崖２２２０ 
$q$ ７３３崖２２１５ $a$ 福岡都市圏に住む日
本人家庭 $o$ ２０人 $p$ 電話かファクス、
メール（hostfamily@rainbowfia.o 
r.jp）で１２月１３日までに同プラザへ。
特別養護老人ホーム「りんごの 
丘」の入居者を募集 
　来年5月に開設予定の同施設（博
多区光丘町1）の入居者を募集。 $e$ 
「りんごの丘」設立準備室渇１１月２４日
蝂まで＝☎５０１崖４６５６渇１１月２５日蝃以
降＝☎５０２崖７９０１ $q$ ５０２崖７９０２（いずれ
も平日午前9時～午後6時） $a$ 原則
要介護3～5の人 $o$ ５０人 $p$ 電話で同
準備室へ申込書を請求して、郵送か
持参で１２月1日～来年1月３１日（消印
有効）に同準備室へ。申込書は、１１月
中旬ごろからホームページ（www.n 
posoyokaze.com/）でもダウンロ
ード可。
市有財産の条件付き一般競争 
入札 
 $e$ 香椎振興整備事務所計画課☎６７１
崖７６１４ $q$ ６７１崖８１８８　【説明書の配布】
１１月１３日～１２月１１日午前１０時～午後
5時に同課（東区御島崎2）で【参加
申請】１２月2日～１１日午前１０時～午
後5時（正午～午後1時を除く）に同
課へ【入札保証金】入札金額の１００分
の5以上【入札日時・場所】１２月２４日
蝄午前１１時から同課で。詳細は問い
合わせを。

平成２７年度 市教育委員会表彰 
　学校・社会教育の振興発展に貢献
した３６人と２７団体を１１月3日に表彰
しました。受賞者は市ホームページ
で公開しています。 $e$ 教育委員会総
務課☎７１１崖４６０５ $q$ ７１１崖４６００
第3給食センター（仮称）事業 
用地を公募 
 $e$ 給食運営課☎７１１崖４６４２ $q$ ７３３崖
５８６５　第3給食センター（仮称）事業
用地の選定に当たり、立地可能性の
ある土地を把握するため、同用地と
して提供可能な土地を公募します。
【公募要領の配布】同課（市役所１１
階）、情報プラザ（同1階）、早良・西区
情報コーナーで。市ホームページに
も掲載【申し込み】公募要領で詳細を
確認の上、郵送か持参で来年2月4
日（消印有効）までに同課へ。
ＦＦＡＣステップアップ助成 
プログラム募集開始 
　芸術分野の優れた専門性や将来性
を有し、今後の発展が期待される個
人・団体がステップアップを図る活
動や、それを支援する活動を対象に
助成します。詳細はホームページ（w 
ww.ffac.or.jp/）に掲載。 $e$ 市文化芸
術振興財団☎２６３崖６２６５ $q$ ２６３崖６２５９ 
$p$ １１月１６日から同財団（博多区中洲
中島町3）、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）、情報プラザ（市役所
1階）などで配布する申込書を１２月
２２日午後5時（必着）までに同財団に
持参。
市環境行動賞の表彰対象者を 
募集 
 $e$ 環境政策課☎７３３崖５３８１ $q$ ７３３崖
５５９２　市内を主な活動の場として、
本市での環境保全・創造に貢献し、特
にその功績が顕著であると認められ
る個人、団体、学校、事業者を表彰し
ます。自薦他薦は問いません。活動年
数に応じて表彰する奨励賞もありま
す。 $p$ 同課（市役所１３階）、情報プラ
ザ（同1階）、各区役所で配布する推
薦（応募）書を郵送かファクス、メー
ル、持参で１２月1日（消印有効）まで
に同課へ。用紙は市ホームページで
もダウンロード可。
拾六町団地の土地分譲につい 
て事業提案公募を実施中です 
　市営住宅跡地を事業提案公募によ
り売却します。随時受け付け。詳細は
市ホームページに掲載している公募
要綱で確認するか問い合わせを。 $e$ 
住宅計画課☎７１１崖４５５０ $q$ ７３３崖５５８９

予約開始日区分
１２月1日蝂大練習室（約３５０平方㍍）

来年
2月1日蝁

中練習室（約１１０平方㍍）
小練習室（約２５～３５平方㍍） 

参考価格仮換地
面積地目所在地

７,７３０万円２３３.５１
平方㍍宅地東区香椎駅前二

丁目６８５番8
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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・性同一性障がい専門
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（いずれも祝休日を除く）午前１０時
～午後1時 $y$ 無料【専門医師による

相談
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。

ひきこもり相談 
　臨床心理士や社会福祉士などが、
電話や面接で相談に応じます。 $w$ 月
～金曜日（祝休日、年末年始を除く）
午前１０時～午後5時 $te$ ひきこもり
成年地域支援センター「よかよかル
ーム」（中央区舞鶴2 あいれふ3階）
☎７１６崖３３４４ $q$ ７１６崖３３９４ $a$ 市内に住
むおおむね２０歳以上の引きこもり本
人や家族など $y$ 無料 $p$ 面接による
相談は電話で同ルームに予約を。

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。 $w$ １２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。
行政書士による「暮らしと事 
業」無料相談会 
　会社設立、建設業許可、相続・遺言
などの相談に応じます。 $w$ １１月①２１
日蝆②２６日蝄いずれも午前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

くらし・事業なんでも相談会 
　弁護士・税理士など8団体の専門
家が相談に応じます。 $w$ １２月5日蝆
午前１０時～午後4時（受け付けは午
後3時半まで） $t$ あいれふ１０階（中央
区舞鶴2） $e$ 福岡専門職団体連絡協
議会事務局☎７４１崖６４１６（当日は☎０９０
崖９４８３崖５４０７） $o$ 先着１００人 $y$ 無料 $p$ 
不要

　※以下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。

ソーラーダイナソー工作教室
　恐竜、2足歩行ロボなどの4タイ
プに組み換えられるロボットを作り
ます。 $w$ １１月２１日蝆午後1時１５分～
2時４５分 $a$ 小・中学生（小学3年生以
下は保護者同伴） $o$ 先着２４人 $y$ ２,５００
円
とことこペンギン工作教室
　太陽光で充電するアイスドームと
その電気で動くペンギンを作りま
す。 $w$ １１月２２日蝀午前１１時～午後0

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）

時半 $a$ 小・中学生（小学3年生以下は
保護者同伴） $o$ 先着２０人 $y$ ２,１００円
ミニライト（テラスちゃん）工作教室
 $w$ １１月２３日蝈午前１０時～１０時半 $a$ 5
歳～小学生（未就学児は保護者同伴）
 $o$ 先着２４人 $y$ ７００円
ミニソーラーカー工作教室
 $w$ １１月２９日蝀午前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２０人 $y$ １,１００円

１２月の催し
　定員や申し込み方法など詳細は問
い合わせを。一部講座で材料の持参
が必要。 $a$ 市内に住む人（①中学生
以下と保護者⑩小学生以下）

臨海3Rステーション（リサイクルプラザ）

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

費用催し名・日時

無料①親子体験　自然のものでリー
ス作り　１２月6日蝀１０:００～１２:００

５００円②高機（たかばた）で裂き織り
１２月8日蝂、１１日蝅１０:３０～１５:００

２００円③綿の糸紡ぎ講座　
１２月9日蝃１３:００～１５:００

１００円④リサイクルせっけん作り
１２月１０日蝄１０:３０～１２:００

無料
⑤雑紙で折り紙　折り紙でお待
ちかねお猿さん
１２月１２日蝆１３:３０～１５:００

５００円⑥エコ料理
１２月１３日蝀１０:００～１３:００

無料⑦菜園相談会（生ごみリサイク
ル）　１２月１３日蝀１３:３０～１５:００

２００円⑧古布でぞうり作り
１２月１６日蝃１０:３０～１５:００

無料⑨おもちゃの病院
１２月２３日蝈１０:００～１４:００

無料⑩のびのび図工教室　しめ飾り
作り　１２月２３日蝈１０:００～１５:００

1件
５００円

⑪家具の持ち込み修理
随時 １０:００～１５:００

1件
５００円

⑫木製のまな板削り
随時 １０:００～１５:００

１１・１２月の催し
　一部講座等で材料の持参が必要。
⑥の会場は西市民センター（西区内
浜1）。定員など詳細は問い合わせ
を。 $a$ 市内に住むか通勤・通学する
人 $p$ ①⑤⑦不要②③④⑥往復はが
きかファクスで１１月②２４日③④２５日
⑥２７日（必着）までに同施設へ⑧電話
かファクスで希望日の3日前までに
同施設へ。

西部3Rステーション（リサイクルプラザ）

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

５００円
③冬ズボンでパッチワークのバ
ッグ作り　１２月3日～２４日の木
曜日（連続講座）１３:００～１６:００

５００円
④女性用羽織で衿付きロングベ
スト作り　１２月4日～１８日の金
曜日（連続講座）１３:００～１６:００

無料
⑤クリスマスエコもの作り
１２月5日蝆～２０日蝀の土・日曜
日１０:００～１４:００

無料⑥新聞紙を使ったエコバッグ作
り　１２月１７日蝄１０:００～１２：００

無料⑦かえっこバザール
１２月２０日蝀１０:００～１４:００

無料⑧ハーブ入り「リサイクル」せっ
けん作り　水曜日１０:３０～１１:３０

費用催し名・日時
入場
無料

①エコフェスタ２０１５
１１月２３日蝈１０:００～１５：００

３００円②干支（えと）の置き物作り
１２月1日蝂１３:００～１６:００

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）

アミカス相談室（日常生活でのさまざまな問題についての相談）
電話番号相談日時相談方法相談名

☎５２６崖３７８８

１０:００～１７:００月～土曜日
電話・面接 
（要予約）総合相談 １０:００～１６:３０日・祝休日

１０:００～２０:００第2・4月曜日
（祝休日を除く）

１３:００～１６:００第1～4水曜日
（祝休日を除く）

面接 
（要予約）法律相談

１８:００～２０:００第4月曜日 
（祝休日を除く）

面接 
（要予約）お仕事帰りの法律相談

☎５２６崖１７１８１９:００～２１:００第1～3月曜日 
（祝休日を除く）電話男性のための相談ホットライン

☎５２６崖６０７０１０:００～１６:００水・木曜日電話DV相談ダイヤル
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総合図書館映像ホール・シネラ１２月上映スケジュール

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

倉田保昭　アクション映画の冒険
ファイナル・ファイト　最後の一撃（2）2日蝃
黄龍　イエロードラゴン（１１）　
レッド・ティアーズ　紅涙（2）3日蝄

闘え！ドラゴンVol.1（１１）
闘え！ドラゴンVol.2（2）4日蝅

ファイナル・ファイト　最後の一撃（１１）
黄龍　イエロードラゴン（2）
レッド・ティアーズ　紅涙（4：３０）

5日蝆

闘え！ドラゴンVol.1（１１） 　
闘え！ドラゴンVol.2（2）6日蝀

ピーリス夫妻とスリランカ映画特集
運命線（2）9日蝃
変革の時代（１１）　 日が沈むところ（2）１０日蝄
マザーアローン（１１）　長女（2）１１日蝅

散歩の園（１１）　 湖畔の邸宅（2）１２日蝆
流れに逆らって（１１） 　母（2）１３日蝀
灼熱の日 （々2）１６日蝃
太陽のジャングル（１１）　 
やさしい女（2）１７日蝄

湖畔の邸宅（１１）　散歩の園（2）１８日蝅
運命線（１１） 　変革の時代（2）１９日蝆
マザーアローン（１１）　
日が沈むところ（2）２０日蝀

灼熱の日 （々１１） 　長女（2）２３日蝈
母（2）２４日蝄
流れに逆らって（2）２５日蝅
やさしい女（１１）　
太陽のジャングル（2）２６日蝆

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

花と緑のまちかど写真展
　花や緑をテーマにした写真コンテ
スト入賞作品のうち植物園の写真を
展示。 $w$ １２月1日蝂～２７日蝀 $y$ 無料
（入園料別）
冬の野鳥観察会
　「日本野鳥の会」福岡支部長の小野
仁氏や同会員と一緒に、冬の野鳥を
観察します。双眼鏡の無料貸し出し
あり。 $w$ １２月１３日蝀午前１０時～午後
1時 $o$ ５０人 $y$ 無料（入園料別） $p$ 往
復はがきかファクスに応募事項と参
加人数を書いて１１月２９日（必着）まで
に同園へ。ホームページでも受け付

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）

け。
体験教室～レモングラスでしめ縄作
り～
　レモングラスを編み込んで、稲穂
やローズヒップなどで飾り付けをし
たしめ縄を作ります。 $w$ １２月２０日蝀
午後1時半～3時半 $o$ ２０人 $y$ ５００円
（入園料別） $p$ 往復はがきかファク
スで１２月6日（必着）までに同園へ。
ホームページでも受け付け。

アーティスト・イン・レジデンスの
成果展パート2
　美術作家のチュンリン・ジョリー
ン・モク氏（中国）とジュジュ・ユ氏
（韓国）が福岡で制作した作品を展示
します。１１月２１日蝆午前１０時から両
氏のトークイベントも開催。 $w$ １１月
２１日蝆～１２月7日蝁 $y$ 無料

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）

市美術展の作品を募集
　来年3月8日蝂～２１日㉁に開催さ
れる同展の作品を募集。出品者本人
が制作したもので公募展で未発表の
作品に限ります。出品規定など詳細
は問い合わせを。【搬入】来年1月３０
日蝆～３１日蝀午前１０時～午後5時に
同美術館東側搬入口で、出品料（1点
につき２,５００円）を納入の上、作品を
搬入。
仙厓（せんがい）展
　博多の聖福寺（しょうふくじ）の住
持（じゅうじ）を務めた仙厓の、軽妙
でユーモアあふれる書画３５点を展
示。 $w$ １２月1日蝂～来年1月３１日蝀 

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）

$y$ 一般２００円、高大生１５０円、中学生
以下無料

仙厓筆　子孫繁昌図
市美術館蔵（石村コレクション）

大人のための飼育体験講座
　動物飼育を中心とした1日体験教
室。 $w$ １２月１３日蝀午前9時２０分～午
後2時 $a$ 中学生以上 $o$ ５０人 $p$ はが
き（1人1枚）で１１月２４日（必着）まで
に同園へ。当選者のみ通知。

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）企画展示「幔幕からみる若者たちの

姿」
　祝いの席などに張られた幔幕（ま
んまく）を通して、若者集団の姿を探
ります。 $w$ １１月２５日蝃～来年1月２４
日蝀 $y$ 一般２００円、高大生１５０円、中
学生以下無料

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）

市史講演会「福岡の戦後７０年～文化・
スポーツ・まちづくり～」
　第1部は立教大学教授の石川巧氏
による「戦後占領期の福岡における
雑誌出版」、第2部は市体育協会参与
の千代島隆利氏による「幻の福岡ア
ジア大会からアビスパ福岡まで」。
「スポーツとまちづくり」をテーマに
した座談もあり。 $w$ １１月２８日蝆午後
1時半～4時半 $o$ 先着２３０人（当日正
午から整理券を配布） $y$ 無料 $p$ 不要

大門青年中

　※来年3月末に閉館します。
　※１２月2日蝃～4日蝅はプラネタ
リウムを臨時休館します。
科学体験広場
　偏光フィルムやセロハンテープで
作る「ステンドテープ」の他、息を吹
いて回転させる「ジェット風車」、空
気の力で動く「風船ホバークラフト」
などの工作を行います。 $w$ １１月２１日
蝆午後1時～4時 $a$ 幼児と保護者、
小・中学生 $o$ 各１００人程度（教材に限
りあり） $y$ 無料 $p$ 不要
宝石になる鉱物展
　幼児は保護者同伴。 $w$ １１月２２日蝀

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）

～１２月6日蝀午前9時～5時（最終日
は正午まで） $y$ 無料
てづくり教室
　プラスチックの板に絵を描いて作
る「プラ板キーホルダー」、消しゴム
を彫って作る「消しゴムはんこ」、カ
ラフルな粘土で作る「マスコット磁
石」、松ぼっくりを飾り付けて作る
「まつぼっくりツリー」、暗い所で光
る粘土で作る「光る粘土のかざり」な
ど。いずれも材料に限りあり。 $w$ １２
月5日蝆午後1時～3時半 $a$ 幼児と
保護者、小・中学生 $y$ 各コーナー１００
円～２００円程度 $p$ 不要

　※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）「クリス
マス・リースを作ろう」
　綿やリボンなどを使って、クリス
マス・リースを作ります。 $w$ １２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
理科応援教室（高学年向け）「箱カメ
ラを作ろう」
　箱カメラ＝写真＝の製作を通し
て、視覚的な物の見え方の仕組みを
学びます。 $w$ １２月１２日蝆午前１０時半

～正午 $a$ 小学4年生以上 $o$ 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 休日＆ナイト健診（総合健診）

 $w$ ①～⑧１２月5日蝆、6日蝀、１３日
蝀、１６日蝃、２０日蝀いずれも午前9時
～１０時（水曜日は午後6時～7時）⑨
１２月6日蝀午前9時～１０時⑩１２月２０
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） $p$ 
電話で同センターへ。

健康づくりサポートセンター（あいれふ4階）

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

費用対象年齢内容
５００円４０～７４歳①よかドック
５００円３０～３９歳②よかドック３０
６００円３５歳以上③胃透視検査
１,８００円４０歳以上④胃内視鏡検査
１,３００円４０～４９歳⑤乳がん検診

（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DAY１２月5日蝆、１３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。
　※来年1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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