
※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（特定療養費等）がかかる場合がありますので、各医療機関に問い合わせを。

夜間・休日急患診療	 ☎471-0099		ω415-3113

雁の巣レクリエーションセンターの催し
　①「ホークスキッズベースボールスクール体験会」。月・水曜日に開催して
いる通年野球教室の体験会です。福岡ソフトバンクホークス公認コーチが指
導します。②「みんなで！いもほりパート２」。サツマイモを収穫し、持ち帰り
ます。Σ10月①16日㈰午前10時15分～11時15分②29日㈯午前９時半～午後１
時♥￡同センター（東区奈多）α606-3458ω607-9057◎①４歳～小学４年生②
不問ψ先着①30人②65組（１組４～５人程度）＄①無料②１組500円θ①不要
②往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）に代表者の応募事項と参加人数
を書いて10月１日以降に同センターへ。

発達障がいがある人の保護者向け連続講座「はじめの一
歩」

講座
教室

犬のしつけのコツを学ぼう！講座
教室

市民防災センター「新米パパ・ママ応急手当て講習会」講座
教室催し アクロス・ランチタイムコンサートvol.54 スペシャル版

「ロータス・カルテット＆ペーター・ブック」

催し 市民総合スポーツ大会の総合開会式

催し 第10回 金印シンポジウム

催し 東平尾公園の催し

催し もーもーらんど油山牧場「ふれあい月間」

催し ももち福祉まつり

講演 木の魅力を拡
ひろ

げよう！
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　①「博多の森グランドカーニバル2016」で子どもや初心者も楽しめる
「プレイ＆ステイ テニス」を体験できます。②「東平尾公園 キノコ観
察会」。詳細はホームページ（「緑のまちづくり協会」で検索）で確認を。
Σ①10月８日㈯午前11時～午後４時②11月５日㈯午前９時～午後０時半
♥￡同公園（博多区東平尾公園１）α611-1515ω611-8988◎小学生以上

（②の小学生は保護者同伴）ψ①なし②先着20人＄①無料②100円θ
①不要②電話かファクス、メール（rikujyo.hakatanomori@midorimac
hi.jp）で10月１日以降に同公園へ。

　発達障がいの特性と関わり方の工夫を学ぶ講座（参加できる日のみ
の受講可）。テーマは、①うまく使おう、福祉サービス②感覚の違いと付
き合い方③自己理解を支える④「うちの子、こんな子」を伝えよう。詳細
はホームページ（「ゆうゆうセンター」で検索）で確認を。Σ①10月11日
㈫②11月10日㈭③12月14日㈬④来年２月７日㈫午前10時～正午♥発達
教育センター３階（中央区地行浜２）￡ゆうゆうセンターα845-0040ω
845-0045＄無料θ不要

　約7,000人の選手団による入場行
進＝写真＝の他、第30回記念として
公募した参加者による「おおなわと
び大会」などを実施。観覧自由。Σ午
前９時半～正午♥平和台陸上競技場

（中央区城内）￡同大会実行委員会
α645-1231ω645-1220＄無料θ不要

　ステージイベントや福祉施設のバザー、飲食コーナー、抽選会など。
Σ午前10時～午後３時♥￡ももち福祉プラザ（早良区百道浜１）α847-
2761ω847-2763＄入場無料θ不要

　飼い犬の基本的なしつけ方を職員が教えます。犬の同伴可。Σ10月
11日～25日の火曜日、午前10時、午後２時から（１組１時間）♥￡あにま
るぽーと（東区蒲田５）α691-0131ω691-0132◎犬の飼い主ψ各日先着
２組＄無料θ電話で10月５日以降に問い合わせ先へ。

　１歳前後の子どもに対する心肺蘇生法や異物除去法、119番通報の
要領などを学びます。Σ午前10時～11時半、午後１時～２時半♥￡同セ
ンター（早良区百道浜１）α847-5990ω847-5970◎１歳前後の子どもや
孫がいる人、子どもが生まれる予定の人ψ各先着10組＄無料θ電話
で10月１日以降に同センターへ。

　「『金印』をユネスコ『世界の記憶』に～その歴史的意義～」をテーマ
に、シンポジウムを開催します。「海の道むなかた館」館長の西谷正氏
による基調講演他。Σ午前10時～午後５時♥なみきホール（東区千早
４ なみきスクエア）￡志賀島歴史研究会・坂本α090-1168-9596ω414-
2698ψ先着500人＄無料（資料希望者は1,000円）θ不要

　木材コーディネーターの能口秀一氏が「木の魅力と木材の活用方
法」をテーマに話します。Σ午後１時15分～２時45分♥市役所15階講堂
￡森林・林政課α711-4846ω733-5583ψ先着100人＄無料θ電話かファ
クス、メール（shinrin-rinsei.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）で10月１日以
降に同課へ。

　ドイツを本拠地とする弦楽四重奏団「ロータス・カルテット」と、世界
的に活躍するチェロ奏者のペーター・ブックが出演します。Σ正午から
♥福岡シンフォニーホール（中央区天神１ アクロス福岡）￡アクロス福
岡チケットセンターα725-9112ω725-9102＄全席指定1,000円θ同セン
ターなどでチケット購入を。

　乗馬・搾乳体験、バター手作り教室、ヒツジやヤギの餌やりなど。Σ
10月15日㈯、16日㈰、29日㈯、30日㈰午前９時～午後５時♥￡同牧場（南
区柏原）α865-7020ω865-7040＄入場無料（一部有料）θ不要

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

急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
☎847-1099
平 日 内科、小児科	 ▼ 	午後7時半〜翌朝6時半

土 曜 日 小児科	 ▼ 	午後5時〜翌朝7時半
内科	 ▼ 	午後7時〜翌朝7時半

日・祝日
内科、小児科、外科、産婦人科
	 ▼ 	午前9時〜翌朝7時半
眼科、耳鼻咽喉科	▶	午前9時〜午後11時半

　※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（「福岡市急患診療センター」で検索）で
確認できます。

歯科急患診療所（中央区大名一丁目）
　日・祝日の急患診療を歯科急患診療所（県歯科医師会館内
☎・ω７５２−０６４８）で午前９時〜午後４時半に行います。

千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 ☎641-2761
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 ☎591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 ☎771-6361
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 ☎832-1100
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 ☎881-1331
10月９日（日）
福岡輝栄会病院（東区千早五丁目11-５）	 ☎681-3115
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 ☎632-3333
原三信病院（博多区大博町１-８）	 ☎291-3434
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 ☎831-6031
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 ☎861-2780
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 ☎891-2511
10月10日（月・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 ☎608-0001
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	☎721-5252
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 ☎781-6381
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 ☎821-4731
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 ☎832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 ☎883-2525

小児救急医療電話相談
☎	#8000	または	661-0771
　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。

急患診療所（保健福祉センター）
　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。
【内科・小児科】 【内科】
東区	 ☎651-3835 博多区	 ☎441-0020
南区	 ☎541-3299 城南区	 ☎831-7979

西区	 ☎882-3145
　※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。

外科当番医（10月前半の日・祝日）
10月２日（日）
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 ☎641-1966

催 し

募集 催し 講座
教室 講演福岡市政だより

2016（平成28）年10月1日 情報BOX15

Ｄ＝日時、開催日、期間　Ｌ＝場所　Ｉ＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ファクス　Ｔ＝対象　Ｃ＝定員　Ｙ＝料金、費用　Ｎ＝託児　Ｅ＝申し込み　Ｍ＝メール
Ｈ＝ホームページ　Ｏ＝開館時間　Ｘ＝休館日　　　　福岡市ホームページ　http://www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 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。

情報BOX
電話以外で申し込む場合は次の 応募事項 を書いてください。
● 催し名など（コースも）
● 郵便番号・住所
● 氏名（ふりがな）
● 年齢
● 電話番号
● 小中学生は学校名・学年

※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。

講座・催しなどで、特に記載がないものは
●誰でも参加（申し込み）可
●応募多数のときは抽選

申し込み方法
（応募事項）
※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。

※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。



路線バスで行く！「飯盛山登山教室」「親子青空ピザ教
室」

　①「路線バスで行く！飯盛山登山教室」。飯盛山（西区）に登ります。インス
トラクターも同行します。②「今宿姪浜線（なぎさ号）で行く！親子青空ピザ
教室」。今宿野外活動センター（西区今宿上ノ原）でピザを作ります。Σ11月①
５日㈯午前９時40分～午後２時②６日㈰午前９時45分～午後３時半♥集合
は①地下鉄橋本駅②地下鉄姪浜駅￡交通計画課α711-4393ω733-5590◎①
小学５、６年生と保護者②小学生以下と保護者（３歳以下は同伴のみ）ψ①６
組②７組（いずれも20人程度）＄①往復バス代＝430円程度、小学生220円程度
②バス１日フリー乗車券代＝500円、小学生以下300円θはがき（〒810-8620
住所不要）かメール（kotsukeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応
募事項と参加者全員の氏名・年齢、希望日・教室名を書いて10月①15日②18日

（いずれも必着）までに同課へ。当選者のみ通知。

NPO法人入門講座
　NPOの基礎知識や法人設立について学びます。Σ10月15日㈯、11月26日
㈯、12月17日㈯午後２時半～４時半（各回同じ内容）♥￡あすみん（中央区今
泉１）α724-4801ω724-4901◎市内に住む人ψ各先着20人＄無料θ電話か
ファクス、メール（info@fnvc.jp）で10月１日午前10時以降に同施設へ。来所
でも受け付け。

講演 気候講演会「どげんなっとうと！？地球温暖化～どう変
わる？私たちのくらし～」

ホームヘルパースキルアップ研修「知的障がいについて」講座
教室

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

あいあいセンター「地域障がい者フィットネス教室（後
期）」

講座
教室

考古学講座「ひとのかたちと、こころをうつす」講座
教室

生ごみ堆肥を使った菜園講座講座
教室

催し ロボスクエア「第26回マイクロマウス九州地区大会」

催し 九州建設技術フォーラム2016

催し 立花寺緑地リフレッシュ農園「秋祭り」

催し 秋まちウオーキング in 博多

催し 博多町家で聴く筑前琵琶の夕べ

催し 友泉亭公園「秋のきもの祭り」

催し ハートメディア2016～きてみてふれる心の輪～
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●木　「JOY倶楽部（ジョイクラブ）ミュージックアンサンブル」の演奏、ポッ

プコーン無料配布（先着200人）、フリーマーケットなど。Σ午前10時～
午後３時♥￡同農園（博多区立花寺２）α587-0881ω587-0883＄入場無
料（一部有料）θフリーマーケット出店希望者（先着15区画。１区画４平
方㍍で500円）は電話で10月１日午前10時以降に同農園へ。

　知的障がい者への対応と利用できる制度などを学びます。Σ午後
１時～４時40分♥あいあいセンター（中央区長浜１）￡同センター障が
い者生活支援相談室α721-1611ω738-3203◎現職のホームヘルパー・
サービス提供責任者などψ先着50人＄無料θ電話かファクス、メール

（aiai-seisi@fc-jigyoudan.org）で10月１日以降に同相談室へ。　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。Σ午後２
時～４時♥￡ふくおかどうぶつ相談室（西区内浜１）α891-1231ω891-
1259◎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）ψ
先着６組（１組２人、１匹まで）＄無料θ電話で10月３日午前８時半以降に
同相談室へ。

　筑前琵琶福岡旭会会長の米村旭翔さんらによる演奏と話を楽しみ
ます。Σ午後７時、８時から♥￡「博多町家」ふるさと館（博多区冷泉町）
α281-7761ω281-7762＄無料θ不要

　エアロビクスやヨガなどを行います。Σ10月18日～来年３月21日の
火曜日（月２～３回の連続講座）午前10時～正午♥同センター（中央区
長浜１）￡同センターリハビリテーション課α721-1611ω738-3203◎市
内に住む18～64歳の脳血管障がいなどの身体障がい者で、日常生活
がおおむね自立していて、通所が可能な人ψ20人＄無料θ電話かファ
クスで同課へ。申し込み後、担当者との面談あり。

　「段ボールコンポストを使った家庭の生ごみ処理の仕方と堆肥の使
い方」他。送迎バスあり（15人程度）。バス利用者は博多区保健福祉セ
ンター（博多区博多駅前２）に集合。Σ午前10時～正午 ※バス利用者
は午前９時20分～午後１時♥クリーンパーク・東部敷地内（東区蒲田１）
￡博多区自転車対策・生活環境課α419-1069ω441-5603◎市内に住む
人ψ30人程度＄無料θはがき（〒812-8512住所不要）かファクス、メール

（seikatsukankyo.HAWO@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項とバス利用
の有無を書いて10月11日（必着）までに同課へ。

　①和装花嫁体験。抹茶サービス付き②着物姿で年賀状写真撮影。Σ
10月①22日㈯②23日㈰午前９時～午後３時♥￡同公園（城南区友泉亭）
α・ω711-0415ψ先着①６人②６組＄①１万4,800円②１人5,000円（いず
れも入園料別）θ電話で10月１日以降にきものレンタル「まゆの会」（α
735-1758）へ。

　自立型ロボット「マイクロマウス」が独力で迷路を通過するのに要し
た最短時間を競います。観覧自由。Σ午前10時から♥￡ロボスクエア

（早良区百道浜２）α821-4100ω821-4110＄無料θ不要

　楽水園を出発して博多部の名所・旧跡などを巡ります。Σ午前９時15
分～11時半♥￡同園（博多区住吉２）α・ω262-6665ψ先着20人＄500円

（次回来園時に使える抹茶無料券付き）θ電話かファクスで10月１日
以降に同園へ。

　建設技術についての講演、展示など。詳細はホームページ（「九州建
設技術フォーラム」で検索）で確認を。Σ10月17日㈪午後１時～５時、18
日㈫午前10時～午後４時半♥福岡国際会議場（博多区石城町）￡九州
建設技術管理協会α471-0189ω414-0767＄無料θ不要

　宗像市郷土文化課の石山勲（いさお）氏による講座「先人のおもい
を、壁画にたどる～装飾古墳の共通性と独自性について～」。Σ午後１
時半～３時半♥￡埋蔵文化財センター（博多区井相田２）α571-2921ω
571-2825ψ先着200人＄無料θ不要

　10月19日㈬～21日㈮に精神障がい者の作品展（午前10時～午後５時。
21日は午後４時まで）、福祉施設のバザー（午前11時半～午後２時）など
を行います。①ふれあいコンサート（19日正午～午後１時）②映画『パー
ソナル・ソング』上映（20日午後１時～２時20分）③講演会「認知症の理解
と支援」（21日午後６時半～８時）も実施。♥あいれふ（中央区舞鶴２）￡精
神保健福祉センターα737-8825ω737-8827ψ①なし②先着100人③先
着250人＄入場無料θ①②不要③はがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）
かファクス、メール（seishinhoken.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）で10月13日

（消印有効）までに同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

　地球温暖化の現状や影響についての講演、パネルディスカッション。
司会はRKB毎日放送の龍山康朗氏。Σ午後１時半～４時♥市役所15階
講堂￡温暖化対策課α711-4282ω733-5592ψ200人＄無料θはがき
(〒810-8620住所不要）かファクス、メール(ondan.EB@city.fukuoka.lg.
jp)で10月14日（必着）までに同課へ。

催 し

講座・教室

●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

電話以外で申し込む場合は
次の	応募事項	を書いてください。

※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。

講座・催しなどで、特に記載がないものは
●誰でも参加（申し込み）可
●応募多数のときは抽選

申し込み方法
（応募事項）

募集 催し 講座
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アクロス・文化学び塾
　①「現代美術家・木村崇人と楽しむ地球の遊び方」。「地球と遊ぶ」をテーマ
にした作品等を発表している同氏について紹介。②「動き出す！絵画 知られ
ざる仕掛け人『ペール北山』と大正期の洋画、アニメ」。大正時代の若者文化を
リードした北山清太郎について紹介。Σ11月①５日㈯②26日㈯午後２時～３
時半♥アクロス福岡２階（中央区天神１）￡文化観光情報ひろばα725-9100
ω725-9102ψ各先着70人＄500円θ電話で10月１日以降に問い合わせ先へ。

かなたけの里公園の催し
♥￡同公園（西区金武）α・ω811-5118　次の催しの詳細はホームページ（「か
なたけの里公園」で検索）で確認を。【里の収穫祭】歌と踊りのコンサート、ク
ラフト教室、豚汁の炊き出し（先着200食）などの他、野菜等の販売もあり。サ
ツマイモ収穫体験（午前10時、午後２時から）のみ要申し込み。募集口数は午
前の部120口・午後の部180口、１口（４株）500円、１組２口まで。Σ10月30日
㈰午前10時～午後６時＄入場無料（一部有料）θ往復はがき（〒819-0035西区
金武1367）に代表者の応募事項と午前・午後の希望、希望口数を書いて10月12
日（消印有効）までに同公園へ（１世帯１通）。応募多数の場合は抽選で午前の
部・午後の部を決定【サツマイモ収穫体験（団体向け）】Σ10月31日㈪～11月11
日㈮午前10時、午後２時から◎市内の団体ψ４団体＄１団体１万円(80株)θ
往復はがきに代表者の応募事項と団体名を書いて10月12日（消印有効）まで
に同公園へ（１団体１通）。当選後に実施日時を調整。

かしこい消費生活講座「プロに学ぶ、中古車購入時のポイ
ント」

講座
教室

障がい者スポーツ教室「ボッチャ教室」講座
教室

早良障がい者フレンドホーム「発達障がい者の家族のため
のリラックス運動教室」

講座
教室

催し 福岡城ストーリーツアー「櫓
やぐら

ものがたり」

催し パピオビールーム25周年記念「ダンス＆ミュージック
フェスタ」

催し「サザエさん通り」ウオーキング

催し 女性未来農業創造シンポジウム in 福岡

催し アートリエ　ラウンジ・コンサートvol.10

10/

29
●土

10/

23
●日

10/

24
●月

10/

24
●月

10/

27
●木

10/

28
●金

　パピオビールームの利用団体によるダンスや音楽公演。Σ10月22日
㈯、23日㈰午後１時から（開場は午後０時半）♥￡パピオビールーム（博
多区千代１）α633-2180ω633-2177＄無料θ不要

　「福岡検定」の問題やさまざまなクイズを解きながら、商店街やサ
ザエさん通りを歩きます。スタートは早良区役所正面玄関、ゴールは
シーサイドももち海浜公園（早良区百道浜２）。受け付け先着150人に記
念品あり。荒天中止。Σ午前10時から（受け付けは午前９時半～10時）
￡早良区企画課α833-4412ω846-2864＄無料θ不要

　中古車購入時のチェックポイント、購入後の不具合への対策につい
て学びます。Σ午後７時～９時♥あいれふ（中央区舞鶴２）￡消費生活
センターα712-2929ω712-2765ψ先着50人＄無料θ電話かファクスで
10月３日以降に同センターへ。

Σ10月27日㈭、11月30日㈬、来年１月31日㈫午前10時～11時半（全３回）
♥￡同ホーム（早良区百道浜１）α847-2761ω847-2763◎市内に住む発
達障がいがある人の家族ψ15人＄無料θ電話か来所で10月１日～15
日に同ホームへ。

　原雅道、大山佳織、大山平一郎、原田哲男ら４人のプロの音楽家によ
る弦楽四重奏コンサート。演奏曲は『弦楽四重奏曲第３番変ロ長調 作
品67』（ブラームス）、『最後の春かな』（グリーグ）。Σ午後７時から♥福
岡アジア美術館（博多区下川端町 リバレインセンタービル７階）￡文
化芸術情報館アートリエα281-0081ω281-0117＄無料θ不要

　城内に47あったという櫓をテーマに巡ります。Σ午前９時50分～正午
♥集合は福岡城むかし探訪館（中央区城内）￡福岡城・鴻臚館（こうろ
かん）を活（い）かした観光都市戦略事業実行委員会α716-8238ω716-
8254ψ先着20人＄500円、小学生以下無料（保護者同伴）θ電話かファ
クス、メール（staff@fukuokajokorokan.info）に代表者の応募事項と
参加人数を書いて10月１日以降に同会へ。

　テーマは「食と農と命」。女性未来農業創造研究
会名誉顧問の安倍昭恵氏=写真=を迎え、女性の農
業者や大学教授によるパネルディスカッション、講
演などを実施します。Σ午前11時45分～午後５時♥
九州大学伊都キャンパス椎木講堂（西区元岡）￡県
経営技術支援課α643-3572ω643-3516ψ先着1,000
人＄1,000円（学生は無料）θはがき（〒812-8577博
多区東公園７-７）かファクス、メール（kshien@pref.
fukuoka.lg.jp）で10月14日（必着）までに同課へ。

　パラリンピック正式種目の球投げ「ボッチャ」の教室です。詳細はホー
ムページ（「福岡市障がい者スポーツ協会」で検索）で確認を。Σ10月
29日㈯、11月12日㈯、12月17日㈯、来年１月21日㈯午前10時～正午（全４
回）♥さん・さんプラザ（南区清水１）￡同協会α781-0561ω781-0565◎
市内に住む障がいがある小学５年生以上ψ20人＄500円θ９月27日か
らホームページに掲載、または同プラザ、同協会（中央区荒戸３）、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、持参で９月28
日～10月12日（必着）に同協会へ。

男の料理教室講座
教室

10/

22
●土 　栄養士、調理師と一緒に調理後、試食します。Σ10月22日㈯、11月26

日㈯、12月17日㈯、来年１月28日㈯、２月25日㈯、３月18日㈯午前10時～
午後０時半（連続講座）♥￡老人福祉センター早寿園（早良区重留７）α
804-7750ω804-7751◎市内に住む60歳以上の男性ψ10人＄１回600円
θ電話か来所で10月１日～15日に同園へ。

講座・教室

催し 第23回 日本歯科医学会総会 公開フォーラム・市民イベ
ント

　公開フォーラム「口から食べて豊かな人生」（午後２時～５時）では、東
京大学高齢社会総合研究機構教授の飯島勝矢氏による基調講演とパ
ネルディスカッションを実施します。市民イベントでは、「お口と身体（か
らだ）の健康」をテーマにしたパネル展示・口臭チェック等体験・歯科相
談コーナーを設置。Σ午後１時～５時♥福岡国際会議場３階（博多区
石城町）￡福岡歯科大学企画課α801-0411ω801-3678ψ先着1,000人
＄無料θ不要

催し 東区、よかまち・よかとこ歩
さ ん ぽ

・歩・歩「秋の多々良川河畔渡
り鳥を見る」散策

10/

25
●火 　細川幽斎歌碑などを巡りながら、多々良川河畔の紅葉や野鳥を観察

します。Σ午前10時～午後０時半♥集合は西鉄貝塚線名島駅￡東区歴
史ガイドボランティア連絡会・安部α090-8393-6145ω662-8106ψ30人
＄300円θ往復はがき（〒812-8653住所不要）で10月19日（必着）までに
東区生涯学習推進課へ。

催 し

「福岡検定」企画　聞いてみらんね！「博多仁
に わ か

和加」講座講座
教室

　博多仁和加振興会による市無形民俗文化財・博多仁和加（即興笑
劇）の実演を交えた講座です。Σ午後１時～２時半♥「博多町家」ふるさ
と館（博多区冷泉町）￡「福岡検定」実行委員会α733-5050ω733-5901
ψ先着30人＄500円θファクスかメール（fukuokakentei@welcome-
fukuoka.or.jp）に参加者全員の氏名と代表者の当日連絡が可能な電
話番号を書いて10月３日以降に同実行委員会へ。

Ｄ＝日時、開催日、期間　Ｌ＝場所　Ｉ＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ファクス　Ｔ＝対象　Ｃ＝定員　Ｙ＝料金、費用　Ｎ＝託児　Ｅ＝申し込み　Ｍ＝メール
Ｈ＝ホームページ　Ｏ＝開館時間　Ｘ＝休館日　　　　福岡市ホームページ　http://www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索
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福岡タワーの催し
♥￡福岡タワー（早良区百道浜２）α823-0234ω822-4656　【福岡タワーハロ
ウィーンイベント】期間中の夜間、タワーに動くイルミネーションが点灯し
ます。展望室には仮装が楽しめるコーナーを設置。土・日曜日限定で福岡タ
ワーのキャラクター「フータくん」も仮装して登場します。Σ10月７日㈮～31
日㈪午前９時半～午後10時＄高校生以上800円、65歳以上・小中学生500円、４
歳以上200円θ不要【超ウルトラ階段のぼり大会】展望室までの577段を上り
ます。参加者にはドリンクサービスや参加賞あり。雨天中止。Σ10月９日㈰、
10日（月・祝）午前９時半、11時半、午後２時、４時からψ各先着300人＄高校生以
上500円、65歳以上・小中学生300円、４歳以上100円θタワー北側広場で当日
受け付け。

花畑園芸公園の催し
♥￡同公園（南区柏原７）α565-5114ω565-3754　【園芸講座「タマネギ・エン
ドウ・ソラマメなどの作り方」】Σ10月６日㈭午後１時半～３時半ψ先着70人
＄無料θ電話で10月１日以降に同公園へ【スケッチ大会】画板、クレパスの貸
し出しあり。Σ10月８日㈯、９日㈰午前９時～午後４時◎小学生以下（保護者
同伴）＄無料θ不要【ミカン狩りの参加者募集】1人当たり約２kgを収穫でき
ます。Σ11月①５日㈯②６日㈰③13日㈰④20日㈰⑤23日（水・祝）午前11時、午後
２時から（各40分）ψ各回650人＄300円θ往復はがき（〒811-1353南区柏原７
－571－１）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・住所・年齢、希望日（時
間指定不可）を書いて10月①14日②17日③24日④31日、⑤11月４日（いずれも
必着）までに同公園へ。

松風園の催し
♥￡同園（中央区平尾３）α・ω524-8264ψ①②なし③先着15人＄①②無料③
5,000円（いずれも入園料別）θ①②不要③電話で10月１日以降に同園へ。

講演 難病講演会「クローン病について」

めざせ室見川のエコ博士～水辺の環境調査に挑戦しよ
う！～

講座
教室

適塩料理レッスン講座
教室

催し 海づり公園「わくわくグループ釣り大会」

催し 在宅心身障がい児親子レクリエーション

催し 油山市民の森の催し

催し「空き家と向き合う」街づくりシンポジウム

10/

31
●月　

10/

30
●日

10/

30
●日

11/

2
●水

　①秋のノルディックウオーキング初心者教室。２本のポール（つえ）を
持って歩きます。②大人のための野鳥講座。座学のみ（野外活動なし）。
Σ①午前９時半～11時半②午後１時～３時♥油山市民の森（南区桧原）
￡市民の森協会α871-6969ω871-6909◎①小学５年生以上で２km程度
を歩ける人（中学生以下は保護者同伴）②高校生以上ψ①30人②40
人＄①1,000円（ポール持参者は500円）②200円θ往復はがき（〒811-
1355南区桧原855-４）に参加者全員の応募事項を書いて（①は身長も
記入）10月①20日②７日（いずれも必着）までに同協会へ。ホームページ

（「油山市民の森」で検索）でも受け付け。

　元宮崎県知事・東国原英夫氏他による、「空き家対策の推進に関す
る特別措置法」を主軸としたシンポジウムを開催。同法の概要、空き家
対策と相続登記についてなど。Σ午後１時～４時♥アクロス福岡イベン
トホール（中央区天神１）￡県土地家屋調査士会街づくりシンポジウム
実行委員会α741-9398ω731-5202ψ300人＄無料θはがき（〒810-0073
中央区舞鶴３-３-４ ライフピア舞鶴201号）かファクス、メール（info2@
fukuoka-chousashi.or.jp）で10月７日（必着）までに同会へ。当選者のみ
通知。

　佐賀県佐賀市の「三瀬ルベール牧場どんぐり村」他で動物との触
れ合いやリンゴ狩りなどをします。詳細はホームページ（「福岡市手を
つなぐ育成会」で検索）で確認を。Σ午前９時～午後４時￡同会α713-
1480ω715-3561◎市内に住む在宅心身障がい児と保護者（きょうだい
児は事前に相談を）ψ100組200人程度＄無料θ９月26日以降ホーム
ページに掲載する申込書を郵送かファクス、メールで10月１日～10日

（消印有効）に同会へ。受付期間外の申し込み不可。

　河川の環境について学んだ後、室見川で水質調査や生き物の観察
を行います=写真。Σ午前10時半～正午♥金武公民館（西区金武）￡
環 境 保 全 課α733-5386ω733-5592◎市
内に住む小学３年生以上と保護者ψ20人
＄無料θはがき（〒810-8620住所不要）か
ファクス、メール（k-hozen.EB@city.fuku
oka.lg.jp）に参加者全員の応募事項を書
いて10月14日（必着）までに同課へ。

　講師は福岡大学筑紫病院消化器内科の医師・矢野豊氏。Σ午後２時
～４時♥南区保健福祉センター（南区塩原３）￡南区健康課α559-5116
ω541-9914◎難病の患者と家族などψ先着60人＄無料θ電話かファク
スで10月１日以降に同課へ。

　塩分の適量を学び、グループで調理実習をします。Σ午前10時半～
午後１時半♥あいれふ（中央区舞鶴２）￡健康増進課α711-4374ω733-
5535◎市内に住むか通勤・通学する18歳以上ψ25人＄無料θ往復はが
き（〒810-8620住所不要）に応募事項と実施日を書いて10月19日（消印
有効）までに同課へ（１人１通）。Σ午前６時～10時♥￡同公園（西区小田）α809-2666ω809-2669◎小中

学生を含む２～５人の家族・グループ（中学生以下のみの参加不可）ψ
90人＄大人1,200円、中学生以下600円θ往復はがき（〒819-0203西区
小田池ノ浦地先）かファクス、メール（umizuri@fancy.ocn.ne.jp）に代表
者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢を書いて10月20日（必着）まで
に同公園へ。

催 し

催し コミュニティガーデンまつり10/

29
●土 　小学生によるフリーマーケットや、段ボールコンポスト講座等で身近

な資源の循環を体験するイベント。野菜販売、ピザ窯を使ったピザ作り
体験、生き物観察会もあり。Σ午後１時～４時♥アイランドシティコミュ
ニティガーデン（東区香椎照葉１）￡循環生活研究所α405-5217ω405-
5951＄入場無料θ不要（フリーマーケット出店は要事前申し込み。詳細
は問い合わせを）

催し 筑前琵琶保存会演奏会～こころ模様と琵琶もよう～

Σ午後１時半から♥福岡明治安田生命ホール（博多区中洲５）￡同会・
青山α・ω474-2973ψ450人＄前売り1,500円（当日は500円増し）θ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）
などでチケット購入を。

催 し

催し 第10回 青葉公園音楽祭11/

6
●日 　地元中学校吹奏楽部などが出演します。雨天時は隣接する青葉小学

校体育館で実施。Σ午後１時～５時♥￡同公園（東区青葉４）α・ω691-
5725＄無料θ不要

催 し

内容 日時

①展示会「なげいれの花と盆栽」 10／15㈯ ～17㈪ ９:00～17:00
（最終日は16：00まで）

②フィンランドデー in 松風園（フィンランドの
コーヒーショップ出店、器などの展示） 10／22㈯11:00～17:00

③夕ざりの茶会（フィンランド製の器などを使用し
ます） 10／22㈯17:30～20：00

●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

電話以外で申し込む場合は
次の	応募事項	を書いてください。

※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。

講座・催しなどで、特に記載がないものは
●誰でも参加（申し込み）可
●応募多数のときは抽選

申し込み方法
（応募事項）

募集 催し 講座
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西区歴史よかとこ案内人の史跡案内イベント
￡西区歴史よかとこ案内人事務局・中川α090-5472-5507ω884-3232＄300円
θはがき（〒819-0013西区愛宕浜２-１-６-702）に応募事項と希望日を書いて
希望日の４日前（必着）までに同事務局へ。 中央市民センター文化祭

♥￡同センター（中央区赤坂２）α714-5521ω714-5502＄一部有料（30日開催
の講座は300円）　10月29日㈯、30日㈰に開催。詳細は問い合わせを。【催し】▷
29日＝乳幼児と保護者向け「みんなで遊ぼう！子育て広場」（午前10時～午後
２時）▷30日＝「中央市民センター寄席！」（午前11時～午後１時半）、「音楽の
祭典」（午後１時半～５時）θ不要【講座（要申し込み）】▷29日＝「コラージュ
でリフレッシュ！」（午後２時～４時）。対象は育児中の人（託児希望者は申
し込み時にその旨を明記）▷30日＝「短歌、五行歌作り方講座」（午前10時～正
午）、「発酵セミナー甘酒編」（午前10時～正午）、「発酵セミナー塩こうじ編」

（午後２時～４時）。θ往復はがき（〒810-0042中央区赤坂２-５-８）に応募事
項と希望講座名を書いて10月15日（必着）までに同センターへ。

催 し

内容 日時 案内する主な場所 集合場所

西区今宿史跡探訪ウオーキン
グと旧三瀬街道廃道トレッキ
ング

10／22㈯９:30
～15:00

元寇（げんこう）防塁、
馬つなぎ石など JR今宿駅

11／３（木・祝）10 
:30～15:00 金武宿～飯場峠 南金武

バス停
今 津 地 区 の 史 跡 探 訪 ウオ 
ーキング

11／19㈯９:30
～15:00

誓願寺、毘沙門（びしゃ
もん）山など

JR九大学
研都市駅

十郎川沿いの史跡と生の松原
元寇防塁探訪ウオーキング

11／22㈫９:30
～15:00

二宮神社、御手洗（み
たらい）神社など JR下山門駅

高齢者パソコン教室（初心者向け）講座
教室

催し ３on３バスケットボールフェスタ in ももち11/

23
●●水・祝

12/

2
●金 　パソコンの基礎操作を学び、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。Σ12月２日㈮、３日㈯、５日㈪、６日㈫午前10時～
午後４時半（正午～午後１時半を除く。全４日）♥ふくふくプラザ（中央
区荒戸３）￡市シルバー人材センター西部センターα834-4270（平日午
前９時～午後５時）ω834-4271◎市内に住む60歳以上（過去受講者を除
く）ψ20人＄2,500円θ電話で10月31日までに申込書を請求し、申込書
を郵送で11月15日（必着）までに同センターへ。

　３対３でバスケットボールの試合を行います。予選リーグ後に、決勝
トーナメントを実施。Σ午前10時～午後５時♥￡ももち体育館（早良区
百道２）α851-4550ω851-5551◎18歳以上（１チーム３、４人。男女混合は
不可）＄１チーム4,000円θ同体育館、市内の各体育館などで配布する
申込書を郵送かファクスで10月１日～31日（必着）にももち体育館へ。

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

催し 人と人、心と心がつながる！ボランティアのつどい11/

8
●火

11/

11
●金 　育児の援助をしたい提供会員と、育児を援助したり（提供）受けたり

（依頼）する両方会員になるための講習会。Σ11月11日㈮、15日㈫、16
日㈬午前10時～午後２時半（16日は午後３時まで。全３回）♥博多市民セ
ンター（博多区山王１）￡福岡ファミリー・サポート・センターα736-1116
ω751-1524◎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ψ先着60人＄無料β６カ月～就学前、20人、無料（11月
２日までに要予約）θ電話かファクスで10月１日以降に同センターへ。

　ボランティアグループによるオーケストラ演奏、手話ダンス、絵本・
民話の朗読、紙芝居、バルーンアート、皿回し、人形劇の発表・体験会と
交流カフェ。Σ午後１時半～４時♥中央市民センター（中央区赤坂２）￡
シニアフレンズ福岡ボランティア協議会・岡村α080-5219-3575ω585-
4070ψ先着50人＄無料θ不要

歯を守る生活習慣と食事のコツを教えます！講座
教室

11/

10
●木 　80歳で自分の歯を20本以上有する「8020運動」をテーマに、「健口（け

んこう）」の話を聞き、歯を守るための料理を作ります。Σ午前10時半～
午後１時半♥ふくふくプラザ（中央区荒戸３）￡健康増進課α711-4374
ω733-5535◎市内に住むか通勤・通学する18歳以上ψ25人＄無料θ往
復はがき（〒810-8620住所不要）で10月27日（消印有効）までに同課へ。
開催１週間前に当落を通知。

催 し

講演 博多区難病講演会「特発性拡張型心筋症について」

建築物耐震改修セミナー講座
教室

市初級障がい者スポーツ指導員養成研修会講座
教室

催し 地域住民のための福岡東在宅療養シンポジウム2016

催し アイランドシティリレーマラソン

11/

12
●土

11/

15
●火

11/

15
●火

11/

19 
●土

11/

20
●日

　テーマは「やっぱり家（うち）が一番よか！～みんなが応援してるよ！
～」。在宅介護経験者の体験談や在宅療養に関する寸劇の他、医療や
介護に関する展示・相談・体験コーナーもあり。Σ午後２時～３時半♥
福岡リーセントホテル（東区箱崎２）￡市医師会医療介護推進室α852-
1527ω852-1510ψ200人＄無料θ電話かファクス、メール（higashi-
zaitaku@city.fukuoka.med.or.jp）に応募事項（団体の場合は代表者の
応募事項）と参加人数、車いす席希望の有無と希望の場合は人数を書
いて同室へ。

　木造住宅のリフォームに合わせた耐震化や、鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断・耐震改修について解説します。市の耐震化促進の取
り組み、補助制度も紹介。Σ午後１時半～４時40分♥イムズ（中央区天
神１）￡県建築住宅センターα781-5169ω715-5230ψ先着400人＄無料
θファクスかメール（kenshu@fkjc.or.jp）で同センターへ。空きがあれ
ば当日も受け付け。

　東区のアイランドシティ外周緑地と香椎浜北公園（１周2.34km）を周
回して、42.195kmをチーム（４～10人）で走ります。Σ午前９時～午後３
時￡同実行委員会（JTB九州コミュニケーション事業部内）α712-0700
ω751-9200◎１周を完走できる人ψ先着200
チーム＄１人当たり大人3,100円、中学生以
下1,600円θ電話で申込書を請求し、郵送か
ファクスで11月２日（必着）までに同委員会
へ。スポーツ大会申し込みサイト（「アイラン
ドシティリレーマラソン」で検索）でも10月27
日まで受け付け。

　講師は九州大学大学院医学研究院保健学部門の教授・樗木（ちしゃ
き）晶子氏。Σ午後２時半～４時♥博多区保健福祉センター（博多区博
多駅前２）￡博多区健康課α419-1091ω441-0057◎特発性拡張型心筋
症の患者や家族などψ先着60人＄無料θ電話かファクスで10月１日以
降に同課へ。

　障がい者スポーツの基本的知識、安全管理などについて学びます。
定員を超えた場合は書類選考。Σ11月19日㈯午前９時20分～午後６時
15分、20日㈰午前９時40分～午後５時15分、27日㈰午前９時半～午後４
時10分（全３回）♥さん・さんプラザ（南区清水１）￡市障がい者スポー
ツ協会α781-0561ω781-0565◎18歳以上（平成28年４月１日現在）ψ30
人＄4,500円θ９月30日からホームページ（「福岡市障がい者スポーツ
協会」で検索）に掲載、または同プラザ、同協会（中央区荒戸３）、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、持参で10月３日
～17日（必着）に同協会へ。

完走目指してスタート

Ｄ＝日時、開催日、期間　Ｌ＝場所　Ｉ＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ファクス　Ｔ＝対象　Ｃ＝定員　Ｙ＝料金、費用　Ｎ＝託児　Ｅ＝申し込み　Ｍ＝メール
Ｈ＝ホームページ　Ｏ＝開館時間　Ｘ＝休館日　　　　福岡市ホームページ　http://www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索
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健康づくりサポートセンターの催し
♥①②⑤⑥同センター（中央区舞鶴２）③大濠公園（中央区）④あいれふホー
ル（中央区舞鶴２）￡同センターα751-2806ω751-2572θ①②③⑤⑥電話で10
月１日～希望日の２日前に同センターへ。④はがき（〒810-0073中央区舞鶴
２-５-１）かファクスに応募事項と参加人数、講師への質問を書いて10月８日

（必着）までに同センターへ。

福岡よかトピア国際交流財団の催し
♥①ふくふくプラザ１階（中央区荒戸３）②市国際会館（博多区店屋町）③天
神中央公園、アクロス福岡２階（いずれも中央区天神１）④舞鶴公園西広場

（中央区城内）￡同財団①③α262-1700②④α262-1799、いずれもω262-2700 
 ※①③は９月30日までα733-5630ω733-5635、②④は移転のため、10月３日
以降に問い合わせを。＄無料θ①③不要②④メール（②hostfamily@rainbow
fia.or.jp ④kangei-af@rainbowfia.or.jp）で10月17日午後５時までに同財団
へ。④は10月３日以降電話、ファクスでも受け付け。

催 し

内容 日時 	対象・定員 費用
①１日糖尿病教室（食事療
法、運動療法） 10／８㈯９:45～16:00 先着20人 1,000円（食事

付き）

②30歳 代 の ヘ ルシー ス
クール（個別健康相談）

10／10（月・祝）、23㈰14:00～
16:00

よかドック30
受診者等・各
先着10人

無料

③ニコニコペース健康教室
（ウオーキング）

10／15㈯（毎月第３土曜日
開催）14:00～16:00 ―

年会費2,000
円（参加体験
は無料）

④元気！長生き！いきいき健
康セミナー「今すぐできる
メタボ予防！～ポッコリお腹

（なか）にさようなら～」
10／16㈰13:30～15:00 先着250人 無料

⑤楽しくおいしく健康料理
教室 10／20㈭10:00～13:30 先着24人 1,000円（食事

付き）

⑥やせナイト塾（生活習慣
改善教室）

11／３～24の木曜日（全４
回）19:00～21:00 ※初回に
体力測定実施。３カ月後に
フォロー教室開催（無料）

18歳以上で
運動に支障
のない人・先
着15人

1,000円

内容 日時 対象・定員
①外国人による日本語スピーチコンテスト 10／16㈰10:00～15:30 先着200人
②ホストファミリー登録説明会（外国人に日
本の生活を体験する機会を提供するボラン
ティア家庭を募集）

10／23㈰14:00～15:00
福岡都市圏
に住む日本
人家庭・20人

③国際協力フェスタ「地球市民どんたく2016」
（福岡を拠点に国際協力・交流活動を行う
団体の活動紹介）

10／30㈰10:00～16:00  ―

④外国人学生歓迎交流事業（レクリエーショ
ンを通して外国人学生と交流）

11／３（木・祝）10：00～14: 
00

外国人学生
と一般で各
先着150人

催 し

赤い羽根共同募金運動が始まり
ます

　10月１日㈯～12月31日㈯に同運動
が全国一斉に行われます。集まった募
金は、民間の地域福祉活動の支援に
使われます。また、災害支援を行うた
めにも積み立てられ、豪雨などの災
害時には災害ボランティアセンター
の支援に活用されています。地域や
職場での募金運動への参加をお願い
します。￡県共同募金会福岡市支会
α720-5350ω713-0778
犬猫の譲渡受け付け　日曜日開催

　平日に行っている犬猫の譲渡を月
に１回日曜日にも実施しています。譲
渡前講習会、マッチングあり（講習会
のみの参加可）。詳細は問い合わせ
を。Σ10月９日㈰午前11時、午後１時か
ら♥￡あにまるぽーと（東区蒲田５）
α691-0131ω691-0132◎犬猫を譲り受
けたい人、将来ペットを飼うことを考
えている人ψ各先着２組θ10月７日に
電話で問い合わせ先へ。
市県民税の公的年金からの特別
徴収について確認を

　前年度から引き続き市県民税が
公的年金から特別徴収（引き去り）に
なっている人は、10月分から特別徴
収の金額が変更になる場合がありま
す。今年度新たに特別徴収になる人、
または前年度中止になっている人な
どは、10月から特別徴収が開始され
ます。特別徴収金額は、６月に送付した

「平成28年度市民税・県民税納税通
知書」で確認を。￡各区課税課
大規模スポーツ大会利用申し込み

　平成29年度に、市民体育館（博多
区）、九電記念体育館（中央区）、もも
ち体育館（早良区）、各区体育館を利
用予定の大規模スポーツ大会の申し
込みを受け付けます。対象は市規模
以上の大会。詳細は問い合わせを。
￡市スポーツ協会事業課α645-1231
ω645-1220θ上記各体育館などで10月
１日から配布する申込書を郵送かファ
クスで10月31日（必着）までに同課へ。
PCB含有変圧器などの電気機器
類は届け出を

　市内でPCB（ポリ塩化ビフェニー
ル）を含有する変圧器、コンデンサ 
ー、家庭用を除く照明用安定器など
の電気機器類を使用または保管して
いる事業者は届け出が必要です。詳
細は問い合わせを。￡産業廃棄物指
導課α711-4303ω733-5592　
人権啓発ラジオ番組「こころのオ
ルゴール」放送を開始します

　さまざまな人権問題をテーマにし
た朗読形式の番組を、エフエム福岡
で放送します。朗読者は大野城まど
かぴあ館長の林田スマ氏、ディスク
ジョッキーの永淵幸利氏他。Σ10月
３日～12月30日の月～金曜日午後10
時55分～11時￡ココロンセンターα
717-1237ω724-5162

JICAボランティア秋募集「体験談
＆説明会」
　９月30日～11月４日に「青年海外協
力隊」「シニア海外ボランティア」の
ボランティアを募集します。募集に当
たって説明会を実施。詳細はホーム
ページ（「JICA」で検索）で確認を。￡
JICAデスク福岡（福岡よかトピア国
際交流財団内）α733-5638ω733-5635
＄無料θ不要
都市計画原案の縦覧について
♥￡都市計画課（市役所４階）α711-4 
388ω733-5590　原案の縦覧期間中、 
市に意見書を提出できます。【原案の
内容】▷区域区分の変更＝アイランド
シティみなとづくり地区（東区みなと
香椎三丁目の一部）▷用途地域の変
更＝アイランドシティみなとづくり地
区（みなと香椎三丁目の一部）【縦覧・
意見書の提出】10月５日㈬～18日㈫
の午前９時～午後５時に同課で。
都市計画案の縦覧と都市計画審
議会の傍聴
♥￡都市計画課（市役所４階）α711-
4388ω733-5590　案の縦覧期間中、市
に意見書を提出できます。【決定・変
更案の内容】▷地区計画の決定（市決
定）＝茶山三丁目地区（城南区茶山三
丁目の一部）、香椎照葉六、七丁目集
合住宅地区（東区香椎照葉六丁目お
よび七丁目の各一部）、香椎照葉二、
七丁目地区（香椎照葉二丁目および
七丁目の各一部）、香椎照葉五丁目地
区（香椎照葉五丁目の一部）▷地区計
画の変更（市決定）＝香椎浜三丁目地
区（東区香椎浜二丁目および三丁目
の各一部）【縦覧・意見書の提出】10月
３日㈪～17日㈪の午前９時～午後５時
に同課で【都市計画審議会の傍聴】同
案については11月８日㈫に開催する
都市計画審議会に掛けられる予定で
す。傍聴を希望する人は縦覧期間中
に同課へ申し込みを。
インキュベートプラザ博多・百道
浜の入居者を募集
￡創業・大学連携課α711-4455ω733-
5901　創業者に対して格安な賃料で
事業所を提供し、併せて専門家が経
営指導・相談を行い、自立を支援しま
す。入 居 者は審 査で決 定。【募集区
画】▷インキュベートプラザ博多（博
多区博多駅前２）＝20平方㍍、24平方
㍍の２区画▷インキュベートプラザ百
道浜（早良区百道浜２）＝18平方㍍、25
平方㍍の２区画【費用】１平方㍍当た
り月1,200円【対象】創業５年未満で、
新しいアイデア・技術で製品やサー
ビスを生み出す事業計画を持つ企業
または個人【利用期間】12月１日から
最長３年間【申込書・事業計画書の配
布】電話で同課へ請求を。ホームペー
ジ（「福岡市の起業・創業応援サイト」
で検索）にも掲載【申し込み】申請書
と事業計画書に記載の必要書類を
添えて郵送か持参で10月21日午後５時

（必着）までに同課へ。

原子爆弾被爆者二世に対する健
康診断

　希望する人は実施医療機関で無
料で健康診断が受けられます。期間
は10月１日㈯～来年２月28日㈫。詳細
は問い合わせを。￡県健康増進課α
643-3267ω643-3271
就学時健康診断を行います
￡健康教育課α711-4643ω733-5865　
来年４月に小学校へ入学する新１年
生の健康診断を各小学校で実施。対
象家庭には10月14日以降に日時と会
場を記したはがきを送付。10月21日
までに届かない場合は同課へ連絡
を。Σ11月１日㈫～30日㈬＄無料

株式会社、特例有限会社の登記
手続きが変わります

　10月１日から、株式会社または特例
有限会社の登記申請をする際に、株
主総会議事録や株主全員の同意書
等に加え、株主リスト（株主の住所、氏
名、持ち株数、議決権数とその割合な
どの証明書）の添付が必要になりま
す。￡福 岡 法 務 局α721-9306ω721-
4663

お知
らせ
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●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

電話以外で申し込む場合は
次の 応募事項 を書いてください。

※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。

講座・催しなどで、特に記載がないものは
●誰でも参加（申し込み）可
●応募多数のときは抽選

申し込み方法
（応募事項）

お知
らせ



人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室
Σ10月８日㈯午後１時半～４時♥あい
あいセンター７階（中央区長浜１）￡
日本オストミー協会福岡市支部α・ω
553-2141＄無料θ不要
市障がい者110番 肢体障がい 
ピア相談

　肢体障がいの当事者が相談に応じ
ます。Σ10月19日㈬ 午前９時～正 午
♥ふくふくプラザ４階（中央区荒戸３）
￡市身体障害者福祉協会α・ω738-
0010◎市内に住む肢体障がい者や家
族など＄無料θ不要
司法書士・税理士による相続合同
相談会

　相続に関する法律、税務の相談に
応じます。１相談30分。Σ10月15日㈯
午後１時～５時（受け付けは午後４時
まで）♥福岡ビル９階（中央区天神１）
￡県司法書士会α722-4131（平日の
午前10時～午後４時）ψ先着18組＄無
料θ不要

相談
下水道ビジョン2026原案につい
ての意見を募集
￡下水道経営企画課α711-4613ω73 
3-5596　【案の閲覧・配布場所】10月３
日から同課（市役所６階）、情報公開室

（同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【意見書の提出】郵送
かファクス、メールで11月２日（消印有
効）までに同課へ。持参の場合は各配
布場所へ。
道路整備アクションプラン2020
原案についての意見を募集
￡道路計画課α711-4462ω733-5533　
【案の閲覧・配布】10月３日から同課（市
役所６階）、情報公開室（同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
【意見書の提出】郵送かファクス、メー
ルで11月２日（消印有効）までに同課
へ。持参の場合は各配布場所へ。
市地球温暖化対策実行計画につ
いての意見を募集
￡温暖化対策課α711-4282ω733-5592　
【案の閲覧・配布】10月６日から同課（市
役所13階）、情報公開室（同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
【意見書の提出】郵送かファクス、メー
ルで11月４日（消印有効）までに同課
へ。持参の場合は各配布場所へ。

意見
募集

生活福祉資金貸付相談員（臨時
的任用職員）を募集
￡市社会福祉協議会生活福祉課α
751-1121ω751-1509　 詳 細 は 募 集 案
内で確認を。【資格】貸し付け相談や
受け付け業務を行い、パソコンで入
力作業ができる人【募集案内・申込書
の配布】同協議会事務所（中央区荒
戸３）で。郵送での請求は、封筒の表に

「生活福祉資金貸付相談員受験申込
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）を同封して同事務
所（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）へ
【申し込み】申込書と作文を郵送で10
月14日（必着）までに同事務所へ【試
験】随時。応募多数の場合は書類選
考もあり。
第６回　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相談会も実
施。Σ10月28日㈮午後１時～３時半♥
ふくふくプラザ（中央区荒戸３）￡指
導 監 査 課α711-4262ω733-5718◎保
育所に就職を希望する人、平成29年
３月に卒業見込みの学生ψ先着50人
程度＄無料β１～６歳、先着12人、無料

（10月21日までに要予約）θ市ホーム
ページに掲載、または９月28日から情
報プラザ（市役所１階）、各区情報コー
ナー、各保育所などで配布するチラ
シで詳細を確認の上、電話かファク
ス、メールで10月24日までに同課へ。

市国民健康保険「生活習慣病重
症化予防事業」

　平成27年度市国民健康保険特定健
診（よかドック）受診者の中から生活
習慣病が重症化する可能性の高い人
を対象に保健指導を行います。対象
者には委託業者・カルナヘルスサポー
トから電話や文書で連絡します。￡カ
ルナヘルスサポートα263-4381ω263-
4390
板付基地返還促進協議会定期総
会が開催されました

　８月29日に開催された同総会では、
協議会の今後の運動方針や今年度事
業計画などが話し合われ、板付基地
の早期全面返還を目指し、運動を進
めていくことが決定されました。詳細
は市ホームページに掲載。￡総務企
画局総務課α711-4044ω724-2098
前立腺がん検診

　血液検査による検査を実施。Σ10
月１日㈯～31日㈪♥市内の実施医療
機関￡各区健康課◎55歳以上の男性
＄1,000円θ電話で実施医療機関へ。

㈪④⑤12月２日㈮～来年５月30日㈫
♥￡①②③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）α
093-641-6909ω093-631-6516④ ⑤ 福 岡
職業能力開発促進センター飯塚訓練
センター（飯塚市柏の森）α0948-22-
4988ω0948-22-4912◎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ψ①④⑤15人②30人③25
人＄無料（教科書代など別）θ来所で
①②③10月21日まで④⑤10月３日～
11月11日に住所地の公共職業安定所
へ。11月①②③４日㈮④⑤18日㈮に
筆記選考・面接あり。
非常勤調理業務員を募集
￡教育委員会職員課α711-4609ω71 
1-4936　詳細は募集案内で確認を。
【業務内容】市立小学校の給食調理
【資格】平成11年４月１日までに生ま
れた人【募集人数】15人【採用予定】
来年４月１日以降【報酬】日額5,210円

（平成28年度実績）【募集案内・申込
書の配布】10月３日から同課（市役所
11階）、情報プラザ（同１階）、各区情
報コーナー、各出張所、各地域交流セ
ンター、市総合図書館（早良区百道浜
３）、アミカス（南区高宮３）などで。市
ホームページにも掲載。郵送での請
求は同課に問い合わせを【申し込み】
申込書を郵送で10月31日（消印有効）
までに同課へ【１次試験】11月27日㈰
に高宮中学校（南区大楠３）で。
学校給食費指導員・学校栄養指
導員を募集
￡①健康教育課α711-4643②給食運 
営 課α711-4642い ず れもω733-5865 
　①学校給食費指導員（給食費の収
納および滞納整理、給食費の事務に
関する学校との連絡調整など）②学
校栄養指導員（市内の小・中・特別支
援学校で食育や給食に関する調査、
指導、助言など）を募集。詳細は募集
案内で確認を。【資格】ワード、エクセ
ルの基本操作が可能で、①普通自動
車運転免許を持ち、自動車を使用し
た訪問指導が可能な人②管理栄養士
または栄養教諭の資格と３年以上の
実務経験を有する人【任用期間】来年
４月１日～平成30年３月31日【募集案
内・申込書の配布】10月３日から各問
い合わせ先（いずれも市役所11階）、
情報プラザ（同１階）、各区情報コー
ナーで【申し込み】申込書を書留で
郵送するか持参で10月３日～31日（必
着）に各問い合わせ先へ【１次試験】
11月26日㈯。
職場定着力向上研修

　新入社員の早期離職防止のために
行う採用前後の取り組みなどについ
て解説します。Σ10月21日㈮午前10時
～午後５時♥￡福岡商工会議所（博
多区博多駅前２）α441-2189ω414-62 
06◎総務・人事担当者、経営者、管理
職ψ先着40人＄4,630円θ各区情報
コーナーなどで配布中の申込書を
ファクスで同会議所検定・企業研修グ
ループへ。ホームページ（「福商実務
研修講座」で検索）でも受け付け。

職業訓練協会の講座
♥アミカス（南区高宮３）￡同協会α
671-6831ω672-2133θ電話で10月３日
午前９時以降に同協会へ。
①パソコン「エクセル初級」講座
Σ11月14日～28日（土日祝日を除く。
連続講座）午前10時～午後１時◎簡単
な日本語入力、マウス操作ができる
人ψ先着20人＄２万3,000円β６カ月
～就学前、無料、先着10人
②パソコン「ワード初級」講座
Σ11月14日～28日（土日祝日を除く。
連続講座）午後２時～４時半◎パソコ
ン初心者ψ先着20人＄２万円β６カ
月～就学前、無料、先着10人
高齢者活躍人材育成事業「調理
補助」技能講習会

　食材管理や食中毒の予防などにつ
いて学びます。選考あり。Σ11月10日
㈭、11日㈮、16日㈬、17日㈭午前10時
～午後４時（全４回）♥ふくふくプラザ

（中央区荒戸３）￡県シルバー人材セ
ンタ ー 連 合 会α292-1857ω623-5677
◎市内に住み、勤労意欲のある60歳
以上ψ15人＄無料θ電話連絡後、申
込書を10月31日までに同連合会へ。
職業訓練12月生を募集

　①機械加工技術科②住宅リフォー
ム技術科③電気設備技術科④住宅・
設備施工科⑤構造物溶接科で募集。
訓練内容など詳細は問い合わせを。
Σ①②③12月１日㈭～来年５月29日

しごと

社会保険労務士による無料相談
会

　労働問題や年金などの相談に電話
や面接で応じます｡【相談専用電話】
414-4864Σ10月15日㈯ 午 前10時～午
後４時♥JR博多駅前広場（博多口側）、
イムズスクエア（中央区天神１）、イオ
ンモール福岡伊都（西区北原１）￡県
社会保険労務士会α414-8775ω414-
8786＄無料θ不要
合同行政相談所（くらし・行政な
んでも相談）

　人権や登記、税金、年金などの相談
に応じます。法律相談（１人30分以内、
先着20人程度）もあり。Σ10月19日㈬
午前10時半から（受け付けは午後３時
半まで）♥JR博多シティ10階（博多区
博多駅中央街）￡九州管区行政評価
局 行 政 相 談 課α431-7082ω431-8317
＄無料θ不要
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内容 日時 定員
①考えてみよ
う看（み）取りの
介護

11／２～16の 水
曜日14:00～16:00

各先着
40人

②高齢者の筋
トレ

11／11㈮14:00～
16:00

先着
35人

③自助具製作
教室（鼻緒付き
布製スリッパ）

11／12㈯13:00～
16:00

先着
10人

④学んで実践 
介護講座

11／17㈭、19㈯、
24㈭10:00～12:00

各先着
15～20人

内容 日時
①にこにこタイム

（お話や歌）
10／４㈫、18㈫、25㈫
10:30～11：30、14：00
～15：00

②すくすく げん
き（赤ちゃん向け
の遊び）

10／５～26の水曜日
10:30～11:30

③わいわいタイム
（ 体 を 動 か す 遊
びなど）

10／６㈭、13㈭10:30
～11:30、14：00～15：
00

④じどうかいかん
がやってくる（親
子遊び）

10 ／ 12 ㈬ 10:00 ～
12:00

⑤ぎゅーぱっ！（お
話や歌）

10／14～28の 金 曜
日10:30～11:30、14：
00～15：00

⑥木育おもちゃ
のひろば

10 ／ 27 ㈭ 10:00 ～
12:00

ら（各１時間程度）◎子どもと保護者
ψ各先着30組＄無料θ不要
園芸講座
　①秋の庭木の管理②バラの手入れ
と管理。Σ11月①４日㈮②10日㈭午後
１時半～３時半ψ①40人②50人＄無
料θ往 復 は が きかファクスで10月
①21日②27日（必着）までに同園へ。
ホームページでも受け付け。
植物観察会〜秋を楽しむ紅葉とドング
リ〜
Σ11月12日㈯午後１時半～３時半ψ
50人＄無料θ往復はがきかファクス
で10月29日（必着）までに同園へ。ホー
ムページでも受け付け。

10月の事業（一部抜粋）
　④は上履きを持参、会場はさざん
ぴあ博多（博多区南本町２）。◎①③④
２歳以上の幼児と保護者②まだ一人
で歩けない赤ちゃんと保護者⑤２歳
未満で一人で歩ける幼児と保護者⑥
乳幼児と保護者ψ①～⑤なし⑥先着
20組程度＄①～⑤無料⑥１組200円θ
①～⑤不要⑥電話で10月４日以降に
同会館へ。

　※以下の費用はいずれも入園料別。
秋のバラまつり
　バラガイド（土日祝日のみ）やバラ
の人気投票（開花状況に合わせて実
施）、ハーブのポプリ作り体験・ハーブ
ティーの試飲（22日・23日）、ガーデン
コンサート（22日）など。Σ10月18日㈫
～11月６日㈰＄入場無料
秋のバラ展（販売あり）
　バラの展示やアレンジメント教室

（23日午後１時～３時。700円。先着15
人）など。Σ10月21日㈮～23日㈰＄入
場無料
あおぞらえほん〜絵本よみきかせ〜
Σ10月30日㈰午前11時、午後１時半か

10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（お話）、紙芝居など。Σ▷幼児
向け＝土・日曜日（10月29日を除く）午
後２時半～３時▷幼児～小学生向け＝
日曜日午後３時15分～３時45分◎小
学生以下と保護者＄無料θ不要
「青い鳥号」一般公開と人形劇
　移動図書館車「青い鳥号」の車内見
学、展示本の閲覧ができます。人形劇
も実施（午前11時、午後２時半から。雨
天時は館内）。Σ10月29日㈯午前10時
半～午後３時＄無料θ不要

大人のための飼育体験講座
　動物飼育を中心とした体験ができ
ます。Σ11月６日㈰午前９時20分～午
後２時◎中学生以上ψ50人θはがき
に応募事項と性別を書いて10月10日

（ 必 着 ）ま で
に同園へ（１人
１通）。当選者
のみ通知。

ベジフルクッキング「産地による料理
教室」
　県産のキノコを使った料理教室。
青果物の販売（午前10時～午後１時）
も開催。Σ10月15日㈯午前10時半～
午後１時半◎市内に住むか通勤・通学
する18歳 以 上ψ30人＄1,000円θは
がきかメール（brand.AFFB@city.fuku 
oka.lg.jp）で10月６日（必着）までに同
施設へ（１人１通）。ホームページでも 
９月25日以降受け付け。当選者にのみ
10月７日に通知。

　※10月17日㈪、18日㈫は大規模修
理・プールの水入れ替えのため休館し
ます。プールは19日㈬まで休館。
「体育の日」施設無料開放
　補助競技場、プール、本館の各部屋
を無料開放します。補助競技場・本館
の各部屋では運動のできる服装と室
内用運動靴を、プールでは水着と水
泳帽を着用してください。午後６時以
降の小中学生の利用は保護者同伴。
Σ10月10日（月・祝）午前９時～午後10時

（利用は２時間以内）＄無料θ不要
「体育の日」の催し
　①「トレーニングマシン使い方教
室 」。トレー ニング マシンの 正しい
使い方やフォームを指導します。②

企画展示「福岡藩主の絵画と書跡・文
芸」
　江戸時代中後期の福岡藩主たちを
中心に、その作品などを紹介。Σ10月
12日㈬～12月27日㈫＄一般200円、高
大生150円、中学生以下無料

「ニュースポーツで遊ぼう！」。数字の 
付 い たパ ネ ルにディスクを当 てる

「 ディスゲッタ ー」などの 新しい ス
ポーツを体験できます。Σ10月10日

（月・祝）①午前10時～11時②午後１時
～４時◎①中学生以上（中学生は保
護者同伴）②不問ψ①先着15人②な
し＄無料θ①電話か来所で10月１日
以降に同体育館へ。②不要
ツールでエクササイズ
　道具を使った筋力トレーニングや
エクササイズなどを体験します。Σ10
月13日～来年３月23日の第２・４木曜日

（祝日の場合は変動）午後２時～３時
◎18歳以上ψ各25人＄１回400円θ当
日午後１時から受け付け。

「アートでつながる	東南アジアの美術
グループ」展
　東南アジアの現代
美術を中心に、アー
ティストたちのつな
がりに着目しながら
作品を紹介します。Σ
10月６日 ㈭ ～12月25
日㈰＄一般200円、高
大生150円、中学生以
下無料

アミカス記念祭2016
　①映画『マイ・インターン』上映会 
②ビッグバンドジャズコンサート③ 

『テルマエ・ロマエ』著者である漫画
家・ヤマザキマリ氏=写真=の講演会。 
他、雑貨の販売や織物・絵手紙の手作
りコーナー、お茶会などもあります。
詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。Σ11月①５日㈯午前10時
～午後０時５分、午後２時～４時５分②
５日㈯午後７時～８時③６日㈰午後１
時半～３時◎①③小学生以上②不問
ψ各回先着300人＄入場無料β６カ月
～就学前、無料（10月26日までに要予

　※以下の申し込みは電話かファク
ス、メールで10月１日以降に同施設
へ。
九大生とまもるーむ福岡の自然観察会
「解き明かそう！地行浜のいきものの
ナゾ」
　九州大学の学生と一緒に地行浜周
辺の砂浜・防風林で
生き物や漂着物を探
し、観察します。Σ10
月16日㈰午前10時～
午後３時◎小学３～
６年生（保護者同伴）
ψ先着20人＄100円

11月の講座・教室
＄①②④無料③100円程度θ電話か
ファクス、来所で10月１日以降に同セン
ターへ。ホームページでも受け付け。

約）θ電話かファクス、メールに応募
事項と希望日時・イベント名、託児希
望者は子どもの氏名、年齢を書いて
10月１日以降に同施設へ。

身近な環境を学ぶ講座「外来種を楽し
く駆除？」
　身近な外来種について学び、外来
種の植物を使って草木染めをします。
Σ10月29日㈯午前10時～正午◎小学
生以上（小学生は保護者同伴）ψ先着
20人＄無料
特別講座「外来生物の脅威について」
　農作物などへ被害をもたらし、生態
系に深刻な影響を与えている外来生
物について学びます。Σ11月12日㈯
午前10時半～正午◎小学生以上（小
学３年生以下は保護者同伴）ψ先着
25人＄無料

市博物館
〒814－0001 早良区百道浜３－１－１
☎845−5011	ω845−5019
♣午前９時半～午後５時半（入館は閉
館30分前まで）♡月曜（祝休日のとき
は翌平日）

アジア美術館
〒812－0027 博多区下川端町３－１
リバレインセンタービル７・８階
☎263−1100	ω263−1105
♣午前10時～午後８時（入館は午後７時
半まで）♡水曜（祝休日のときは翌平日）

植物園
〒810－0033 中央区小笹５－１－１　☎522−3210	ω522−3275
Πhttp://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/
♣午前９時～午後５時（入園は午後４時半まで） ♡月曜（祝休日のときは翌平日）

中央児童会館「あいくる」
〒810－0021 中央区今泉１－19－22　☎741−3551	ω741−3541
Ωinfo@jidoukaikan-aikuru.or.jp Πhttp://jidoukaikan-aikuru.or.jp/
♣午前９時～午後９時♡月曜（祝休日のときは翌平日）、月末（日曜のときは翌平日）

市民体育館
〒812－0045 博多区東公園８－２　☎641−9135	ω641−9139
♣午前９時～午後10時（プールは午後９時まで）♡毎月第３月曜（祝休日のときは翌平日）

アミカス（男女共同参画推進センター）
〒815－0083 南区高宮３－３－１　☎526−3755	ω526−3766
Ωamikas@city.fukuoka.lg.jp Πhttp://amikas.city.fukuoka.lg.jp/
♣午前９時半～午後９時半（日・祝休日は午後５時まで）
♡毎月第２・最終火曜（祝休日のときは翌平日）

総合図書館
〒814－0001 早良区百道浜３－７－１
☎852−0600	ω852−0609
♣午前10時～午後８時（日・祝休日は
午後７時まで）♡月曜（祝休日のとき
は翌平日）、月末

動物園
〒810－0037 中央区南公園１－１ 
☎531−1968	ω531−1996
Πhttp://zoo.city.fukuoka.lg.jp/
♣午前９時～午後５時（入園は午後４時
半まで）♡月曜（祝休日のときは翌平日）

まもるーむ福岡 （保健環境学習室）
〒810－0065 中央区地行浜２－１－34　保健環境研究所１階　
☎831−0669	ω831−0670
Ωmamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp
♣午前10時～午後５時 ♡月曜・毎月最終火曜（祝休日のときは翌平日）

ベジフルスタジアム
〒813－0019 東区みなと香椎３－１－１－201
☎683−5323	ω683−5328
Π www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/
seika/charm/vegefru_ivent.html
♣電話受付は午前８時～午後４時半
♡日祝日、水曜（不定）

介護実習普及センター（ふくふくプラザ３階）
〒810－0062 中央区荒戸３－３－39
☎731−8100	ω731−5361
Πwww.fukuwel.or.jp/practice/
♣午前10時～午後６時 ♡第３火曜

タン・ダウ『ボツワナ　
悲しみの歌 』 1989
年 シンガポール

獣舎の掃除などもできます

砂浜のツメタガイ

本
草
図
　
紙
本
着
色
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●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

電話以外で申し込む場合は
次の 応募事項 を書いてください。

※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。

講座・催しなどで、特に記載がないものは
●誰でも参加（申し込み）可
●応募多数のときは抽選

申し込み方法
（応募事項）

施設の情報
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