
福岡ソフトテニスユース教室
　定員など詳細は問い合わせを。d土曜日の午後３時半〜５時半（連続講座）l三
菱電機体育館（西区今宿東３）i市ソフトテニス連盟a・f847-1350（午前10時〜午
後３時）t中高生y月3,000円（１回1,000円）e電話で同連盟へ。随時受け付け。

講座・教室

8/

19
●土

2 市総合図書館　大人のためのおはなし会
ストーリーテリングの夕べ〜夏の会〜

　日本・世界の昔話や物語などを聞いて楽しみます。d午後５時〜６時、６
時半〜７時半（入場整理券配布は午後４時半から）li同館（早良区百道
浜３）a852-0600f852-0609t中学生以上c各先着50人y無料e不要

8/

20
●日

2 下水道フェア福岡「課外授業 in キャナル」

　下水道の役割や仕組みを学べます。クイズラリーも実施。①下水道授
業ステージ②微生物観察や下水道管内調査カメラの操作などの体験
ブース③下水道ＰＲコーナー。d午前10時〜午後５時l①②キャナルシ
ティ博多地下１階（博多区住吉１）③ぽんプラザ（博多区祇園町）i道路
下水道局総務課a711-4503f733-5596y無料e不要

2 クリーン・エネ・パーク南部 住民開放デー

　クリーン・エネ・パーク南部（福岡都市圏南部工場）を開放します。①フ
リーマーケット②紙えんぴつ作り③ダイエットに関する講演会（先着100
人）④工場見学など。d①④午前10時〜午後３時②午前10時〜正午③午
後１時〜３時lクリーン・エネ・パーク南部（春日市下白水）i創造の森

（同工場運営事業者）a589-7800f589-7802y入場無料e不要

8/

21
●月

2 平尾寄席ナイト

　平尾の商店街の飲食店で落語やマジックショーが楽しめます。日程や
前売り券（1,000円〜2,000円）の購入方法など詳細はホームページで確認
を。d８月21日㈪〜９月24日㈰で全８回。午後７時から（約45分）l同商店街
(中央区平尾)i平尾商工連合会事務局a521-9751f522-6104hhttp://
hirao-grazie.com/

8/

22
●火

2 ヤフオクドーム de モーニング体操

　福岡ヤフオク！ドームのグラウンドで、福岡ソフトバンクホークスのキャ
ラクターと一緒にラジオ体操をします。体操終了後は、午前10時までグ
ラウンドを開放します。d８月22日㈫〜25日㈮午前８時半〜10時l集合
は同ドーム８番ゲート（中央区地行浜２）i福岡ソフトバンクホークスa 

847-1006y無料e不要

8/

26
●土

2 友泉亭公園感謝デー　浴衣で日本庭園を楽しみませんか

　好きな浴衣を選び、着付け、髪のセットの後、同公園を散策します。ア
マチュアカメラマンによる撮影会（午前10時、午後２時から）や抹茶サー
ビスもあります。d午前９時〜午後０時半、午後１時〜４時l同公園（城南
区友泉亭）iきものレンタル まゆの会a735-1758f735-1759c各先着
10人y１,000円e電話かファクス、来所（中央区天神３ 天神重松ビル４
階）で８月15日以降に問い合わせ先へ。

2 花火ファンタジア＆盆踊り大会

　①盆踊り②花火。荒天の場合は翌日同時刻へ延期。d①午後５時〜８
時②午後８時〜８時20分liベイサイドプレイス博多（博多区築港本町）
a281-7701f281-1175y無料e不要

2 福岡ストリートパーティー〜ミュージックアベニュー〜

　開催日の午後２時〜８時に臨時交通規制がかかり、天神きらめき通り
（中央区天神２）が歩行者専用道路になり
ます。岩田屋本館東側広場や歩道で、音楽
ライブや大道芸などのパフォーマンスが
行われる他、物販や飲食ブースが多数出
店されます。d８月26日㈯・27日㈰午後２
時〜８時iWe Love 天神協議会a734-87 
50f718-7331y無料e不要

8/

27
●日

2 こども×ビジュアルプログラミング〜ワークショップ開
催〜

　子どもでも使いこなせるビジュアルプログラミングを使い、アプリ制作
ワークショップを開催します。プログラミング教育アプリ「Springin'（スプリン
ギン）」の使い方を講師が分かりやすく解説し、作品の制作時間も設けます。
d午後１時〜５時l中央児童会館「あいくる」（中央区今泉１）iFUKUOKA Crea
tors Award（フクオカ クリエイターズ アワード） 2017事務局a406-0604t

小中学生（小学４年生以下は保護者同伴）c先着20人y無料eメール（awa
rd@the-creator.jp）に応募事項と希望日、保護者氏名を書いて申し込みを。

3 親子 Ｄｅ ふれあいスカッシュ体験教室

d①午前10時〜10時50分②午前11時〜11時50分③正午〜午後０時50分
④午後１時〜１時50分lリバティスカッシュコート（博多区石城町）i市
スカッシュ協会a282-9336t市内に住む①②小学１〜３年生③小学４〜６
年生④中学生〜18歳 ※いずれも保護者とのペアc各先着３組y無料
eメール（info@sq-liberty.jp）に参加者全員の応募事項とメールアドレ
スを書いて８月15日以降に同協会へ。
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d＝日時、開催日、期間　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝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
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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。

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。

※カレンダーの日付は、イベント開催日（複数日ある場合はその初日）を記載しています。

催し 講座
教室 講演

夜間・休日急患診療 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。

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・小児科は、待ち人数などの診療状況をホームペー
ジ（「福岡市急患診療センター　待ち時間」で検索）で確認で
きます。

県救急医療情報センターによる病院紹介
a#7119 または 471-0099
f415-3113
　24時間年中無休で、看護師による相談や、現在受診でき
る最寄りの医療機関の案内などを行っています。

急患診療所（各区保健福祉センター）
区 電　話 診療科 診療日時
東 651-3835 内科・小児科

日・祝日の
午前９時
〜午後４時半

南 541-3299
博多 441-0020

内科城南 831-7979
西 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。

小児救急医療電話相談

a#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。

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
a７５２−０６４８）で午前９時〜午後４時半に行います。

外科当番医（８月後半の日曜日）
８月20日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早五丁目11-５） a681-3115
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27） a632-3333
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１） a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28） a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５） a831-6031
白十字病院（西区石丸三丁目２-１） a891-2511
８月27日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26） a641-1100
原三信病院（博多区大博町１-８） a291-3434
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25） a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17） a565-3531
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35） a821-4731
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12） a883-2525

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

※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。

　※盆期間中＜８月13日㈰〜15日㈫＞の急患診療は次の通りです。【急患診療センター】13日㈰＝日曜日と同じ、14日㈪・15日㈫＝内科、小児科　午後７時〜翌朝７時半
【急患診療所】13日㈰のみ診療＝午前９時〜午後４時半　【歯科急患診療所】午前９時〜午後４時半

昨年のメインステージイベント



市民クルーズ「ぱしふぃっく びいなす」で航
い

く 秋の麗
よ

水
す

２泊３日クルーズ
　同クルーズを日本クルーズ客船およびJTB九州の協力により一般価格の15パー
セント引きで提供。詳細は市ホームページに掲載、または各区情報コーナーで配
布するチラシで確認を。d11月１日㈬〜３日（金・祝）iクルーズ課a711-4559f733-
5901t市内に住むか通勤・通学する人c10組y１人５万9,500円（２人１室利用）e往
復はがき（〒810-8620住所不要）に参加者全員の応募事項、市外に住む人は通勤・
通学している会社名・学校名を書いて、８月27日（必着）までに同課へ。

催 し

8/

27
●日

2 アイランドシティスロージョギングを楽しむ会

　健康運動指導士の解説の下、会話ができる速さでゆっくり走ります。
d午前９時半〜11時lアイランドシティ外周緑地（東区香椎照葉１）他i
にこにこ健康アイランド事務局a321-0137f323-1372y無料e初めて
参加する人は電話で同事務局へ連絡を。

2 福岡学生献血サマーキャンペーン

　移動採血バスによる街頭献血の他、屋外ステージでの大学サークルの
パフォーマンス、飲食ブースなど。d午前10時〜午後４時l市役所西側ふ
れあい広場i県赤十字血液センター推進課a921-1493f921-0799y無料
e不要

3 福岡国際母子総合研究シンポジウム・市民公開講座

　内容は、「こんなにわかる胎児の心臓」「早産ってどうやったらふせげる
の？」「おくち、と、おしり」「こどものお口の中からみえてくる病気」「発達
障害とそれを支えるサポート」です。d午後２時〜４時（受け付けは午後１
時半から）lＪＲ博多シティ９階（博多区博多駅中央街）i同事務局a642-
5421f642-5435c先着100人y無料e不要

8/

29
●火

3 城南障がい者フレンドホーム
①癒やしのアロマ教室②城南フレンド祭

　①アロマハンドマッサージを受けられます。②ステージ発表、飲食物
のバザー、ゲームコーナー、缶バッジ作り等の体験教室など。d①８月29
日㈫午前10時半〜正午②９月10日㈰午前10時〜午後３時li同ホーム

（城南区南片江２）a861-1180f861-1123t①市内に住む障がい者や障
がいのある子どもの保護者②不問c①８人②なしy①500円②入場無
料e①電話かファクス、来所で８月15日〜20日に同ホームへ。②不要

8/

31
●木

2 NPO等と市の共働事業提案 公開プレゼンテーション

　平成30年度から実施する共働事業について、提案します。d午後２時
半〜４時15分（受け付けは午後２時から）lあすみん（中央区今泉１）i市
民公益活動推進課a711-4283f733-5768c先着50人y無料e不要

9/

1
●金

3 今津運動公園　①「初級・中級バドミントン教室」②「初
級・中級テニス教室」

d①９月１日〜11月10日の金曜日（11月３日を除く連続講座）②９月７日〜
11月９日の木曜日（連続講座）午前10時〜正午li同公園（西区今津）
a807-6625f807-6627t20歳以上c①25人②40人y①5,400円②8,400
円e電話で８月15日〜①25日②31日に同公園へ。

9/

2
●土

2 かなたけの里公園
①かかし作り体験②クリわくわく収穫体験

　①古着を着せてかかしを作ります（１組１体）。②公園内の栗園での収
穫体験（１組１㎏程度）と試食会。持ち帰りの量は出来高によって増減す
る場合あり。いずれも中学生以下は保護者同伴。d①９月２日㈯午前９時
15分〜午後３時②９月16日㈯、17日㈰、20日㈬、24日㈰午後２時〜３時半
li同公園（西区金武）a・f811-5118c①先着10組②各日15組 ※いず
れも１組５人までy①１人300円（昼食付き）②１組1,000円e①電話か来
所で８月15日以降に同公園へ。②往復はがき（〒819-0035西区金武1367）
に応募事項と希望日を書いて、８月15日〜31日（消印有効）に同公園へ。

2 楽水園「落語」

　内浜落語会の粗忽家（そこつや）一門が出演。抹茶サービス付き。d

午後１時〜２時li同園（博多区住吉２）a・f262-6665hhttp://rakusui
en.net/c先着30人y大人1,000円、中学生以下500円e電話かファクス、
メール（mail-otoiawase@rakusuien.net）、来所で８月15日以降に同園へ。
ホームページでも受け付けます。

9/

2
●土

2 東平尾公園 博多の森を楽しむ会「昆虫ウオッチング」

　レベルファイブスタジアムの裏山で昆虫を観察します。d午前９時〜
午後０時半lレベルファイブスタジアム（博多区東平尾公園２）i同公園
博多の森陸上競技場a611-1515f611-8988t小学生以上（小学生は保
護者同伴）c先着15組（１組２〜３人）y１人200円e電話かファクス、メール

（rikujyo.hakatanomori@midorimachi.jp）、来所で８月15日以降に同公園へ。

2 ラグビーワールドカップ2019推進教育セミナー
〜ラグビー子ども交流大使になろう〜

　トップリーグの選手や元日本代表監督の向井昭吾氏、福岡出身の元
ラグビー選手の松瀬学氏と一緒に、ラグビーワールドカップについて学
びます。参加した小中学生は「ラグビー子ども交流大使」に認定。当日、
認定証を渡します。d午前10時〜正午l市役所15階講堂iTOSS（トス）
福岡教育研究会ネットワークa090-4354-0304f725-9155hhttps://rwc
2019fukuoka.jimdo.com/c先着300人y無料eファクスかメール（kna19 
@na3.fiberbit.net）に応募事項、学生は学校名と学年も書いて8月15日以
降に問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

3 生ごみ堆肥を使った菜園講座

　段ボールコンポストで行う家庭の生ごみ減量と堆肥の使い方を学び
ます。①バレイショの植え付け、ニンジンの種まき②白菜、キャベツの植
え付け、下仁田ネギの土寄せ③木枠コンポスト・段ボールコンポストの
使い方、サツマイモの収穫と調理・試食。d９月①２日㈯午後１時半〜３時
②21日㈭午前10時〜11時40分③23日（土・祝）午前10時〜午後１時l①②ク
リーンパーク・東部敷地内（東区蒲田１）③種苗育成施設内（博多区立花
寺１）i循環生活研究所a405-5217f405-5951t①②市内に住む人③
市内に住む小学生以下と保護者c各30人y①②無料③１人300円e電
話かはがき（〒811-0201東区三苫４-４-27）、ファクスに応募事項と希望日
を書いて実施日の７日前（必着）までに同研究所へ。

9/

3
●日

2
薬物乱用防止キャンペーンイベント「ダメ。ゼッタイ。」
N
ノー

O D
ドラッグ

RUG, K
ノ ー

NOW D
ドラッグ

RUG やめよう乱用！正しく学ぼうくすりの知識！ 
　覚せい剤、大麻、危険ドラッグ等の薬物について啓発します。麻薬探知
犬の実演やミュージシャンによるライブ等のステージ企画、薬物に関す
るパネル展示などを実施します。d正午〜午後４時半lイムズ地下２階
(中央区天神１)i地域医療課a711-4264f733-5535y無料e不要

2 和白干潟のエコチャレンジ　アオサのお掃除大作戦！

　海藻のアオサを集めて干潟を掃除し、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。軍手、長靴または汚れてもよい靴を持参。
d９月３日㈰、10月１日㈰、15日㈰午後０時半〜２時半（９月３日のみ午後１
時〜３時）l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iウエットランドフォーラム・松本a080-5251-8677f512-
8677y無料e不要

2 市民防災センター　防災の日イベント

　消防はしご車試乗（午前９時半から抽選券を配布。４歳〜小学生で30
人）、地震・水害体験など。消防音楽隊と博多消防団によるコンサートも
あり（午前11時半〜午後０時15分）。d午前９時半〜午後５時li同セン
ター（早良区百道浜１）a847-5990f847-5970y無料e不要

d＝日時、開催日、期間　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝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　www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索
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背振少年自然の家の催し
　①「星空観察会（スターウオッチング）」望遠鏡を使って土星や夏の星座を観察し
ます。悪天候時は中止（当日午後５時以降にホームページか電話で確認を）。②「せ
ふりチャレンジクラブ」火おこしや野外調理など、自然の中で生き抜くスキルを身
に付けます。送迎バスあり（集合・解散は市役所）。詳細はホームページで確認を。
d①８月19日㈯、26日㈯午後７時45分〜９時15分②９月17日㈰〜18日（月・祝）、10月21
日㈯〜22日㈰、12月２日㈯〜３日㈰の各１泊２日（全３回） li背振少年自然の家（早
良区板屋）a804-6771f804-6772hwww.fukuoka-shizennoie.jp/sefuri/t①自家用
車などで直接来所できる人②小学４〜６年生c①なし②40人y①無料②各7,000円
e①不要②はがき（〒811-1113早良区板屋530）かファクス、メール（mail-inquiry@se
furi.fukuoka-shizennoie.jp）に応募事項と性別、保護者氏名と携帯電話番号、同施
設までの交通手段（自家用車または送迎バス利用）、保護者が参加に同意する旨を
書いて８月31日（必着）までに同施設へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

9/

4
●月

3 雁の巣レクリエーションセンター
「ノルディック・ウオーキング教室」

　２本のポール（ストック）を使った、運動効果の高い歩き方を学びます。
d９月４日〜25日の月曜日（９月18日を除く）、午前10時〜11時半（受け付
けは午前９時45分から）l同センター球技場管理棟（東区奈多）i同セ
ンターa606-3458f607-9057c各先着30人y無料（ポールレンタル代
300円）e不要

9/

5
●火

3 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）」

d９月５日㈫、12日㈫、15日㈮、20日㈬、26日㈫（連続講座）午前10時半〜
正午li同ホーム（東区松島３）a621-8840f621-8863t市内に住む障
がいのあるパソコン初心者c５人y無料e電話かファクス、来所で８月
15日〜20日に同ホームへ。

9/

6
●水

3 緑のコーディネーターによる体験講座
「カラーサンドアレンジ」

　ガラスの器に色付きの砂を４層重ねて入れ、水だけ
で育つ植物=写真=を植え込みます。d午後２時〜４
時l西市民センター（西区内浜１）i市緑のまちづく
り協会みどり課a822-5832f822-5848hwww.midorima
chi.jpc20人y700円eはがき（〒814-0001早良区百
道浜２-３-26）かファクスで８月23日（必着）までに同課
へ。ホームページでも受け付けます。

9/

9
●土

3 鮮魚市場「市民感謝デー ＆ こどもおさかな料理教室」

　サンマのかば焼き丼を作ります。新鮮な魚介類の販売イベント「市民
感謝デー」（午前９時〜正午）もあります。d午前10時〜午後１時l鮮魚市
場会館（中央区長浜３）i鮮魚市場a711-6414f711-6099hhttp://nagah
amafish.jp/t市内に住む小学３年〜中学生と引率者c25人y１人500円
e電話かメール（sengyo.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に引率者の応募事項

（日中連絡が可能な電話番号を明記）、子どもとの関係（続柄）、参加者全
員の氏名、子どもの学年を書いて８月30日午後４時半までに同市場へ。

3 桧原運動公園「ジョギング教室」

　西鉄陸上競技部の選手から学びます。d①午前９時半〜10時半②午
前11時〜正午li同公園（南区桧原５）a566-8208f566-8920t①３〜５
歳②小学１〜３年生 ※保護者同伴c各先着20人y無料e電話か来所で
８月22日午前９時以降に同公園へ。

3 立花寺緑地リフレッシュ農園
「市民向け　秋・ 冬野菜栽培講習会」

　家庭菜園での初級者向け秋冬野菜栽培の講習や相談会を行います。
d午前10時〜正午li同農園（博多区立花寺２）a587-0881f587-0883 
c先着40人y300円e電話で８月15日以降に同農園へ。

9/

9
●土

3 不登校セミナー

　①「進路を考える〜15歳からのハロースクール・ハローワーク〜」②
「不登校とゲーム依存について」。いずれも不登校経験者の体験談発表
あり。d①９月９日㈯②11月25日㈯午前10時〜午後０時半l①なみきス
クエア（東区千早４）②早良市民センター（早良区百道２）i不登校よりそ
いネット事務局a283-8815（平日午前10時〜午後３時）f292-3217t子
どもの不登校や行き渋りに悩む保護者や不登校支援の関係者などc各
先着50人y500円e電話かファクス、メール（info@futokosien-net.main.
jp）に応募事項と希望日を書いて同事務局へ。空きがあれば当日も受け
付け可。

4 地域包括ケア推進のための市民向け講演会「活用しよう！
在宅療養のサポーター！〜在宅であなたらしく生きる〜」

　テーマは、在宅医療・介護の連携やサービスの活用方法など。d午後
１時半〜４時lアクロス福岡地下２階（中央区天神１）i市医師会在宅医
療課a852-1512f852-1510hwww.city.fukuoka.med.or.jp/t市内に住む
人、医療・介護関係者などc先着400人y無料e電話かファクスで同課
へ。ホームページでも受け付けます。空きがあれば当日も受け付け可。

9/

10
●日

2 西南杜
もり

の湖畔公園「花市場」

　季節の花苗を販売します。d午前９時半〜午後３時（なくなり次第終
了）li同公園（城南区七隈６）a・f863-7929y入場無料e不要

2 せいぶ・フレンドフェア

　西部療育センターと西障がい者フレンドホーム（いずれも西区内浜１）
で開催します。ゲームや車いす体験の他、飲食コーナー（有料）には手打
ちそばやお茶もあります。d午前11時〜午後３時i西部療育センター

（西区内浜１）a883-7161f883-7163y入場無料e不要

3 視覚障がい者のためのパソコン・スマホ・デイジー研修会

　パソコンやスマートフォン、デイジー（デジタル録音図書）でできるこ
ととサポートについて紹介します。d午後３時〜５時lふくふくプラザ

（中央区荒戸３）i市視覚障害者福祉協会a716-0536 または藤川a090-
1973-6459f559-0334t市内に住む視覚障がい者とその関係者c先着
35人y無料e電話かファクスで８月15日以降に問い合わせ先へ。

9/

12
●火

3 手話ダンス　ボランティア入門講座

　手話を使った簡単なあいさつや手話ソングの体験など。d午後１時半
〜３時（受け付けは午後１時から）l中央市民センター（中央区赤坂２）i

シニアフレンズ福岡ボランティア協議会・鵜池（ういけ）a090-5923-
1692f851-0653c先着30人y無料e不要

9/

14
●木

4 難病講演会
「パーキンソン病〜基礎知識と新しいトピックス〜」

　村上華林堂病院 理事長の菊池仁志氏が日常生活上の注意点などに
ついて話します。d午後２時〜４時l南区保健福祉センター（南区塩原
３）i南区健康課a559-5116f541-9914tパーキンソン病患者や家族な
どc先着60人y無料e電話かファクスで８月15日以降に同課へ。

9/

16
●土

2 もーもーらんど油山牧場「牧場満喫ツアー」

　搾乳や乗馬体験、レストランでの食事が楽しめます。d午前10時〜午
後０時半li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040t４歳以上c15組

（２人１組）y１組3,240円e往復はがき（〒811-1353南区柏原710-２）に参
加者全員の応募事項と参加組数を書いて８月15日〜28日（必着）に同牧
場へ。

●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）

情報BOX 福岡市政だより
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9/

16
●土

3 板付弥生のムラ「土器づくり体験教室」

d午前10時〜正午l「板付弥生のムラ」板付遺跡弥生館（博多区板付３）
i史跡整備活用課a711-4783f733-5537hhttp://bunkazai.city.fukuo
ka.lg.jpc20人y無料e往復はがき（〒810-8620住所不要）に参加者全員
の応募事項を書いて８月15日〜31日（必着）に同課へ。

3 野菜づくりを体験しませんか？

　有機栽培で野菜を作っている農家の指導を受けて、大根・かつお菜な
どの種まきから収穫、調理・試食まで体験します。d９月16日㈯〜12月中
旬の間で全３回。午前９時〜正午。詳細は問い合わせをl東区唐の原の
農地。集合・解散は市役所i農業振興課a711-4852f714-4033t市内に
住む20歳以上c15人y無料eファクスかメール（n-shinko.AFFB@city.fu
kuoka.lg.jp）で８月31日までに同課へ。

3 公開研修会〜子どもの心の安全基地とは〜

　子どもにとって心の安全基地とは何か、愛着の絆がいかに重要である
か、虐待などが子どもに与える影響を理解し、その影響が思春期、青年
期にどのように表れるのかを学びます。講師は九州大学大学院人間環
境学研究院教授の黒木俊秀氏。d午後１時半〜４時lえがお館（中央区
地行浜２）iＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡＮ事務局a737-8655f737-8665h 

www.sosjapan.org/c先着50人y1,000円（学生無料）n１人500円。９月８
日までに要予約e情報プラザ（市役所１階）で配布する申込書をファクス
かメールで同事務局へ。ホームページでも受け付けます。

9/

18
●●月・祝

3 一輪車乗り方教室

d午前９時〜正午l市民体育館（博多区東公園）i一輪車教室実行委
員会事務局・木村a090-7534-6343f566-4786t小学生c先着30人y 

600円eファクスかメール（kimyura2006@yahoo.co.jp）に応募事項と緊急
連絡先、保護者氏名、一輪車を所持しているか否かを書いて８月15日以
降に同事務局へ。折り返し、当落をお知らせします。

9/

19
●火

3 舞鶴公園「ドライアジサイリース作り」

　同公園のアジサイ（ドライフラワー）を使って作ります。d午前10時半
〜午後０時半li同公園（中央区城内）a781-2153f715-7590hwww.mid
orimachi.jpc20人y1,000円eはがき（〒810-0043中央区城内１-４）かファ
クスで８月15日〜９月５日（必着）に同公園へ。ホームページでも受け付け
ます。

9/

22
●金

3 成年後見制度活用講座　連続講座

　詳細はホームページで確認を。d９月22日㈮、10月24日㈫、11月10日
㈮、27日㈪午前10時〜正午（11月10日は午後３時、27日は午後４時まで）l

ふくふくプラザ（中央区荒戸３）iあんしん生活支援センターa751-
4338f751-1509hwww.fukuoka-shakyo.or.jp/c20人y無料eホームペー
ジに掲載、または同センター（中央区荒戸３）で配布する申込書を郵送か
持参で８月31日（必着）までに同センターへ。

9/

23
●●土・祝

2 博多の森テニス競技場「テニスの日関連イベント」

　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。
①②は初心者向け、③はセルフジャッジできるテニス経験者向け。詳細
は問い合わせを。d①②午後１時〜４時③午後１時〜５時l同競技場（博
多区東平尾公園１）i県テニス協会a722-1605f722-1607hhttp://
fukuoka-tennis.com/t①③小学１〜４年生②プレイ＆ステイ参加者の保
護者c①50人②③20人y500円e往復はがき（〒810-0022中央区薬院２
-14-26 東洋薬院ビル５階）に応募事項と希望コースを書いて８月13日〜
９月10日（必着）に同協会へ。

9/

23
●●土・祝

2 ひと山まるごとガーデニング

　市の水源地域である大分県日田市大山町で、下草刈りや地元の人と
の交流会を行います。d午前７時半〜午後５時半l集合・解散は市水道局

（博多区博多駅前１）i流域連携課a483-3194f483-3252t市内に住む
か通勤・通学する小学５年生以上で、山中の傾斜地で草刈り活動ができ
る人（中学生以下は保護者同伴）c40人y無料eはがき（〒812-0011博
多区博多駅前１-28-15）かファクス、メール（ryuiki.WB@city.fukuoka.lg.jp）
で８月28日（必着）までに同課へ。

9/

27
●水

3 からだよろこぶ！朝ごはん！

　朝食の大切さについて学び、栄養バランスの取れた朝食を作ります。
d午前10時半〜午後１時半lあいれふ（中央区舞鶴２）i健康増進課
a711-4374f733-5535t市内に住むか通勤・通学する18歳以上c25人
y無料e往復はがきで８月15日〜９月13日（消印有効）に同課（〒810-
8620住所不要）へ。１人１通。

2 海づり公園「シニア海づり大会」

　詳細は問い合わせを。d午前６時〜10時li同公園（西区小田）
a809-2666f809-2669t60歳以上c60人y200円（当日300円、釣り台利
用料別） e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）で９月13日（必着）までに同公園へ。空
きがあれば当日も受け付けます。

9/

30
●土

2 西区歴史よかとこ案内人と巡る史跡探訪とウオーキング

　今津元寇防塁や勝福寺などを訪れ、今津半島を巡ります。d午前９時
半〜午後３時l集合はＪＲ九大学研都市駅i西区歴史よかとこ案内人事
務局・徳冨a080-2773-7702f843-7138y300円eはがき（〒814-0104城
南区別府７-５-33-707）で９月26日（必着）までに同事務局へ。

2 アクロス・クラシックふぇすた

　①ストリングス・カーニバル（弦楽）②ブラス・ジャンボリー（吹奏楽）の
演奏会に出演できます。詳細は問い合わせを。d①９月30日㈯②10月１
日㈰▷受け付け・リハーサル＝午前９時〜正午▷自由演奏会本番＝午後０
時半〜１時l福岡シンフォニーホール（中央区天神１ アクロス福岡）i

アクロス福岡事業部事業企画グループa725-9115f725-9102hwww.acr
os.or.jp/t楽譜が読め、楽器を持っている人y1,500円（コンサート１セッ
ト券付き）。当日の一般観覧は無料eアクロス福岡のホームページから
ダウンロード、またはアクロス福岡チケットセンターなどで配布の申込
書をファクスで９月17日までに①イズタ・バイオリン（f713-7904）②クレ
モナ楽器（f761-8382）へ。

10/

3
●火

3 KBC点字教室

　点字を学ぶ初心者向けの連続講座。d10月３日〜12月19日の火曜日 
午前10時〜正午lKBC会館４階（中央区長浜１）iKBC開発a751-
4070f715-1148c先着20人y無料e電話で９月１日午前９時半以降に問
い合わせ先へ。

10/
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3 男性家族介護者のつどい「手軽にできる料理教室」

　料理講座、家族介護者同士の意見交換・懇親会。d午前10時〜午後２
時lふくふくプラザ（中央区荒戸３）i市社会福祉協議会地域福祉課
a720-5356f751-1524t市内に住み、要介護者（要支援または要介護の
認定を受けた人）を在宅で介護している男性c20人y1,000円e電話か
はがき（〒810-0062中 央 区 荒 戸３-３-39）、ファクス、メー ル（chiiki@
fukuoka-shakyo.or.jp）に応募事項と家族の誰を介護しているか、介護し
ている人の要支援度・要介護度を書いて９月20日（必着）までに同課へ。
来所でも受け付けます。

d＝日時、開催日、期間　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝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　www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索

催し 講座
教室 講演福岡市政だより
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アクロス福岡の催し　①アクロス弦楽合奏団　定期
演奏会②JAZZ meets Classics 国府弘子スペシャルト
リオ×クラシック・プレイヤーズ

　①「ホルベルク組曲作品40番」（グリーグ）、「弦楽セレナード ホ長調作品22番」（ド
ボルザーク）などを演奏。②ジャズピアニスト国府弘子が「ラプソディ・イン・ブルー」

（ガーシュイン）などを演奏。d①８月20日㈰午後３時から②９月５日㈫午後７時からl

福岡シンフォニーホール（中央区天神１ アクロス福岡）iアクロス福岡チケットセン
ターa725-9112f725-9102y①S席3,000円、Sペア席5,000円、A席2,000円（学生は
各1,000円引き）②S席5,000円、A席3,000円（学生券1,500円）e電話で同センターへ。

催 し

ももち体育館の教室
　全て連続講座。li同体育館（早良区百道２）a851-4550f851-5551t18歳以上
c①②25人③40人e往復はがき（〒814-0006早良区百道２-３-15）に応募事項と希
望教室を書いて８月15日〜31日午後８時（必着）に同体育館へ。来所の場合は返信
用はがきを持参。

内容 日時 費用
①ピラティスdeモテ体！ ９／28〜12／14の木曜日、19:00〜20:30

（11／16、23は除く） 6,300円

②はじめてのピラティス 10／１〜12／17の日曜日、10:00〜11:15
（11／５、12／10は除く） 5,200円

③リンパストレッチ 10／３〜来年２／27の火曜日、14:00〜15：
00（12／26、来年１／２は除く） 5,800円

講座・教室

市民体育館の教室

li同体育館a641-9135f641-9139t①③65歳以上②３〜５歳④18歳以上y①１
回300円②③4,000円④１万1,200円eはがき（〒812-0045博多区東公園８-２）かファ
クスで８月15日〜31日（必着）に同体育館へ。来所でも受け付けます（窓口で応募用
紙に記入）。

内容 日時 定員

①シルバー体操 ９／８〜12／12の火・金曜日10：00〜11：
00（９／19、10／17を除く）

先着
20人

②げんきっず広場 ９／21〜11／９の木曜日16：00〜17：00 15人
③ロコモ（運動器症候群）予防教
室・スタジオ編 ９／21〜11／９の木曜日14：00〜15：00 20人

④アフタヌーン ヨガ（初心者向
け）

９／29〜来年２／２の金曜日13：00〜14：
00（11／３、12／29、来年１／５を除く） 25人

　※①は当日午前９時半から受け付け。②〜④連続講座。

講座・教室

松風園の教室

li同園（中央区平尾３）a・f524-8264c各先着10人e電話かファクスで９月①〜
⑤６日⑥13日までに同園へ。

内容 日時 対象 費用
①華道・草月流 ９／10㈰10:00

〜12:00 不問 3,000円

②茶道 表千家・中級 ９／10㈰10:00
〜12:00 平点前ができる人 3,000円

③茶道 表千家・略盆点前 ９／10㈰13:00
〜15:00

袱紗（ふくさ）さばきができ
るか、同講座の初級編を終
えた人

2,000円

④煎茶 藤蔭（とういん）
流・中級

９／10㈰13:00
〜15:00 同講座の初級編を終えた人 2,000円

⑤煎茶 藤蔭流・初級 ９／10㈰15：30
〜17:30 初心者 2,000円

⑥貝合わせ〜宝尽くし〜
（貝に絵付けします）

９／16㈯13:00
〜15:00 不問 3,500円

（入園料別）

講座・教室

市科学館からのお知らせ
　10月１日に開館する市科学館の名誉館長で、日本人最長の
宇宙滞在を経験し、日本人初のＩＳＳコマンダー（国際宇宙ス
テーション船長）を務めた若田光一氏＝写真＝による講演会。ＩＳ
Ｓの高画質ＶＲ（バーチャルリアリティ）映像なども見ることがで
きます。d10月１日㈰午後１時半〜３時l天神スカイホール（中
央区天神１）i市科学館開館準備室a235-8541f235-8542c

先着600人y無料e往復はがき（〒810-0001中央区天神１-４-１ 
西日本新聞イベントサービス内）に応募事項と参加者全員の
氏名・年齢、若田氏に質問したい人はその内容も書いて、９月５
日（必着）までに「市科学館 開館記念講演会」事務局へ（１通２
人まで）。抽選結果は９月14日以降に返信用はがきで通知。

市民総合スポーツ大会「福岡・玄海センチュリーライ
ド」

　北九州若松汐入公園を折り返し地点とする80㎞〜160kmを自転車で走ります。
d11月５日㈰午前６時45分〜午後４時40分l集合・スタートは雁の巣レクリエーショ
ンセンター（東区奈多）i大会運営委員会事務局a090-9795-1324f531-9454t

コースを熟知し８時間以内に完走できる人c先着250人y5,000円e８月15日以降に
ホームページ（https://www.sportsentry.ne.jp)で大会要項を確認の上、申し込みを。

催 し
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3 九州大学芸術工学部公開講座「建築探偵シリーズ　アジアの都市
と建築　神戸、旧満州（中国東北部）、台湾、韓国の都市遺産を歩く」

　19世紀以降の東アジアの近代化の過程を学び、現在の都市空間に残
された主要な都市遺産の魅力を検証します。d10月10日㈫、24日㈫、11
月７日㈫、21日㈫、12月５日㈫、19日㈫（連続講座）午後７時〜９時l同大
学大橋キャンパス（南区塩原４）i同学部学務課a553-4587f553-4597 
c先着30人y7,400円eファクスかメール（gkgnyushi@jimu.kyushu-u.ac.
jp）に応募事項と職業を書いて９月１日以降に同課へ。

10/
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●水

2 ハートメディア〜自分の花を咲かせましょ〜

　10月11日㈬〜13日㈮に、障がい者の作品展（午前10時〜午後５時。最
終日は午後４時まで）や福祉施設のバザー（午前11時〜午後２時）などを
行います。①映画「べてるの家」上映（11日午後１時〜２時半。開場は午後
０時半から）②講演会「インターネット依存症は病気？うまく付き合う方法
を考える」（12日午後６時半〜８時）③ふれあいコンサート（13日正午〜午
後１時）も実施。lあいれふ（中央区舞鶴２）i精神保健福祉センター
a737-8825f737-8827c①先着100人②先着250人③なしy入場無料
e①③不要②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８月15日以降に同センター
へ。定員を超えた場合のみ通知。

10/
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2 地下鉄運転シミュレーター体験

　地下鉄運転士が使用する訓練用シミュレーターを体験します。d午前
10時〜午後４時l姪浜車両基地（西区下山門４）i「鉄道の日」九州実行
委員会a472-4051f472-2353t小学生（保護者同伴）c25人y無料e

はがき（〒812-0013博多区博多駅東２-11-１）、メール（qst-kyutetu-keika 
ku@ml.mlit.go.jp）に応募事項と保護者氏名を書いて９月８日（必着）まで
に同実行委員会へ（体験者１人につき１通）。

10/
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●日

3 ようこそ、奏で舞う雅
が が く

楽の世界へ　①レクチャーコンサート
「雅楽入門講座」②「楽器・舞体験ワークショップ」

　①プロの楽師集団「伶楽舎（れいがくしゃ）」による解説付き演奏会。②
雅楽の楽器と舞=写真=を体験できます。こども編とおとな編があり。い
ずれも全席自由（桟敷席）。d①午前11時、午後２時半から② ▽こども編
＝午前11時のコンサート鑑賞〜午後１時ごろ ▽おとな編＝午後２時半の
コンサート鑑賞〜４時ごろ ※いずれも①の鑑賞必須l住吉神社能楽殿

（博多区住吉３）i市文化芸術振興財団a263-6266f263-6259t①小学
生以上② ▽こども編＝小学４〜６年生 ▽おとな編＝
中学生以上c①各回先着160人程度②各20人
y①大人1,000円、小学生500円②こども編800円、
おとな編1,300円e①８月26日以降にチケットぴあ、
などでチケット購入を。②ファクスかメール（ffac-
04@ffac.or.jp）に応募事項とメールアドレスまたは
ファクス番号を書いて９月６日までに同財団へ。
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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）

JAXA/NASA

催し 講座
教室 講演



精神保健福祉センター「こころの病ピアサポート講
座」

　心の病を持つ人の体験談や講演。d①９月14日㈭②27日㈬③10月13日㈮午後１時
半〜４時半lあいれふ（中央区舞鶴２）i同センターa737-8825f737-8827c各100
人y無料e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）に応募事項と希望日を書いて８月15日以降に同センターへ。

講座・教室

介護実習普及センターの講座・教室

li同センター（中央区荒戸３）a731-8100f731-5361hwww.fukuwel.or.jp/practi
ce/y無料e電話かファクス、来所で９月１日以降に同センターへ。ホームページで
も受け付けます。

内容 日時 定員
①介護保険制度を知ろう 10／４㈬13:30〜15:30 40人
②選んで使おう車いす 10／５㈭13:30〜15：30 20人
③選んで使おう車いす 10／７㈯10：00〜12：00 15人
④介護保険で使えるサービス 10／11㈬13：30〜15：30 40人
⑤楽ちんベッドからの移乗 10／12㈭13：30〜15：30 20人
⑥介護の心構え／介護保険で安心・安全な住
まい 10／18㈬13：30〜15：30 40人

⑦介護にまつわるお金の話／老後の暮らし方
を考える 10／25㈬13：30〜15：30 40人

　※いずれも先着順。

講座・教室

市民スポーツフェスタ トップアスリート（元オリンピッ
ク選手やプロ選手）との交流イベント

　①【ラグビー】リオデジャネイロオリンピック７人制ラグビー日本代表主将の桑
水流裕策選手とラグビーを体験します。②【陸上】バルセロナ・アトランタの２大会
連続でオリンピックに出場した谷口浩美氏、アトランタオリンピック出場の千葉真
子氏、九電工所属の荒尾将吾選手が走り方を指導します。③【サッカー】元サッカー
日本代表武田修宏氏と、アビスパ福岡の井原正巳監督がサッカーの楽しさを伝え
ます。d10月９日（月・祝）①午前11時半〜午後０時半②午後１時〜２時③午後２時半〜
３時半l平和台陸上競技場（中央区城内）i市民総合スポーツ大会実行委員会
a645-1231f645-1220t小学生以上c各500人y無料e８月10日〜９月８日にホー
ムページ（www.sports-fukuokacity.or.jp/）で申し込みを受け付けます。

催 し

志賀島の「苺の実アイス」 限定販売
　農山漁村地域活性化の一環として志賀島産のイチゴ「あまおう」の中にアイスク
リームを詰めた「苺の実アイス」を販売します（１個200円）。d８月17日から（限定100
個。売り切れ次第終了）午前10時〜午後６時lシカシマサイクル（東区志賀島）＝市
営渡船志賀島ターミナルそばi▷商品に関して＝政策企画課a711-4841f733- 
5583▷販売に関して＝シカシマサイクルa050-3459-2956e不要

催 し

臓器移植普及啓発ポスターコンテ
スト「いのちのリレー」の作品を募集

　臓器移植を通じてイメージできる、相
手を思いやる優しさやいのちの大切さ
をテーマにした作品を募集します。【規
定】四つ切り画用紙（縦）。応募方法など
詳細は問い合わせを。i県腎臓病患者
連絡協議会事務局a713-8020f733-42 
00t県内に住むか通勤・通学する人e郵

お知らせ
送（〒812-0016博多区博多駅南２-９-30 県
メディカルセンター内）か持参で９月22日

（必着）までに同事務局へ。
市あき缶・びん対策協会 小・中学生
ポスターコンクールの作品を募集

　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。i

資源循環推進課a711-4039f733-5907 
t市内に住むか通学する小中学生e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８日（消印有効）までに同課へ。

福北連携コーナー
北九州の産業観光ツアー

　①シャボン玉石けん（若松区）とTOTO（トートー）小倉第２工場（小倉北区）②
太刀浦ＣＴ（門司区）と三菱マテリアル九州工場・東谷鉱山（小倉南区）の２コース
あり。d９月①４日㈪②19日㈫lJR小倉駅新幹線口発着i北九州産業観光セン
ターa093-551-5011f093-521-3956t①高校生以上②小学５年生以上c先着
①40人②24人y①6,300円②6,800円 ※いずれも昼食付きe電話で①８月21日
②９月５日までにアーバンツーリスト（a093-961-3370）へ。

大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

i経営支援課a441-2027f441-3211　
縦覧期間中は、市に意見書を提出でき
ます。【縦覧期間】①10月30日㈪まで②
11月13日㈪まで【縦覧場所】同課（博多
区博多駅前２ 福岡商工会議所ビル２
階）、県中小企業振興課（県庁７階）。

名称（所在地） 内容 届出日
①天神ビブレビル他４
ビル（中央区天神一丁
目）

変更 ６月８日

②スーパーセンタート
ライアルアイランドシ
ティ店（東区香椎照葉
五丁目）

新設 ６月26日

市施設の緊急工事店を追加募集
i市施設整備公社a738-7220f738-72 
30hwww.seibicop.or.jp/　 市 の 施 設 の
修繕などを行う緊急工事店を追加募集
します。【対象】市の競争入札参加資格
登録業者名簿（平成28〜30年度）に登載
され、市内に主たる事業所があり、休日・
夜間でも常時受け付けができ、修繕な
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)、機械、塗装、防水、金
属製建具、木製建具、黒板、フェンス、厨
房用機械器具、消防施設、電気通信、体
育遊戯施設、内装インテリア、畳。応募は
１業種のみ【指定期間】10月１日から２年
間【申請】８月15日からホームページに
掲載、または９月１日〜８日に同公社（中
央区天神１ 天神ツインビル11階）で配
布する申請書を９月11日〜12日に同公
社へ持参。※申請書の配布および申請
受け付けは月〜金曜日の午前９時半〜
午後４時(午前11時半〜午後１時半を除
く)。現在指定中の工事店は申請不要。
出産や手術で大量出血した人等
へ

　過去に妊娠中や出産時、または手術
などで大量出血した人などの中には、特
定の血液製剤の投与を受けたことによ
り、Ｃ型肝炎ウイルスに感染した人がい
ます。こうした感染被害者には、「Ｃ型肝
炎特別措置法」に基づき給付金が支給
されます。給付金の支給を受けるために
は、国を相手にした訴訟の提起などを来
年１月15日までにすることが必要です。
対象になる人は期限までに手続きをし
てください。i厚生労働省フィブリノゲ
ン製剤等に関する相談窓口a0120-509-
002
市営住宅などの緊急工事店を追
加募集

i市住宅供給公社a271-2571f291-73 
50hwww.nicety.or.jp/　【対象】市の競
争入札参加資格登録業者名簿（平成28
〜30年度）に登録され、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２年間【申請】８月15日から
ホームページに掲載、または８月15日〜
25日に同公社（博多区店屋町）で配布す
る申請書を８月23日〜25日に同公社へ
持参。郵送不可。※申請書の配布およ
び申請受け付けは月〜金曜日の午前10
時〜午後５時(正午〜午後１時を除く)。
現在登録中の工事店は申請不要。
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11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。i住所地か事業場所在地の
区選挙管理委員会（各区役所内）
ロボスクエア閉館のお知らせ

　ロボスクエアは８月31日㈭に閉館し、
10月１日㈰オープンの市科学館内（中央
区六本松４）に移転します。iロボスクエ
アa821-4100f821-4110
西南杜（もり）の湖畔公園駐車場
が９月１日から有料化

　【料金】1時間ごとに100円、１日最大
300円【利用時間】24時間。iみどり推進
課a711-4424f733-5590
総合西市民プール長水路（50m）
の一般開放

　通常25m・２面のメインプール（水深
3.3m）を50mにして開放します。準備のた
め、午後３時〜５時は閉鎖。d８月22日㈫
午後５時〜９時li同プール（西区西の
丘１）a885-0124f885-6016t同プール
が発行するメインプール利用カードの
持参者。発行条件は中学生以上で100ｍ
以上泳げる人（中学生は親権者同伴で
の申し込みが必要）y一般320円、高校
生160円、中学生110円
県海外戦没者慰霊巡拝団員を募
集

　下記の地域を巡拝する団員を募集。
参加資格や費用、申し込み方法など詳
細は問い合わせを。【行き先・日程】①
ミャンマー（ヤンゴン、ミートキーナ、マ
ンダレー、バガン）＝11月13日㈪〜20日㈪

（７泊８日）②マレーシア・シンガポール
（クアラルンプール、シンガポール、コキ
タナバル、ラブアン島）＝来年２月15日㈭
〜22日㈭（７泊８日）【定員】各15人【申込
期限】①９月15日②12月15日まで。i県
遺族連合会事務局a761-0012f781-20 
56
ため池・水路・井せきでの水遊び
は大変危険です

　ため池・水路・井せきで子どもたちを
遊ばせないようにして事故防止にご協
力ください。i農業施設課a711-4861 
f733-5583

市立病院機構職員（医療技術職）
を募集

i市立病院機構法人運営課a692-3422 
f682-7300hwww.fcho.jp/　診療放射線 
技師、臨床検査技師、臨床工学技士を募
集。【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
ページにも掲載【申し込み】申込書と返
信用封筒を郵送か持参で８月28日（必
着）までに同課へ。
市立小・中学校教員（日本語指導
教諭）を募集

i教職員第１課a711-4612f733-5536
　児童生徒等に対して日本語の指導が
できる専門の教員を募集。採用予定は
11月1日。詳細は市ホームページで確認
を。【志願書の配布】市ホームページに
掲載、または情報プラザ（市役所１階）、
各区情報コーナーなどで配布【申し込
み】志願書を郵送で８月31日（消印有効）
までに同課（市役所11階）へ。

しごと
　※募集する職員等の資格や勤務条件
など、詳細は募集案内で確認するか問
い合わせを。

アイランドシティ中央公園ぐりんぐりんの催し
　小学３年生以下は保護者同伴。li同公園（東区香椎照葉４）a661-5980f661- 
8020t①②不問③小学生以上y①１回につき２投500円②300円③1,000円e①不
要②③電話で８月②17日③24日以降に同公園へ。

内容 日時 定員
①輪投げＴＲＥＥ（ツリー） ８／27㈰13：30〜15：30 30人
②スポーツ鬼ごっこ体験会 ９／17㈰10：00〜12：00、13：30〜15：30 各30人
③ツリーワーカー（木登りのプ
ロ）が教える木登り体験 ９／24㈰10：00〜12：30 20人

　※いずれも先着順。

催 し
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西部３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒819－0162 西区今宿青木1043－２　a8８２－３１９０ f8８２－４５80
o午前10時〜午後５時 x月曜（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　a852−0600 f852−0609
o午前10時〜午後８時（日・祝休日は午後７時まで）x月曜（祝休日のときは翌平日）、月末

映像ホール・シネラ９月上映一覧
日本映画名作選
２日㈯ 無法松の一生(11)　 神々の深き欲

望(２)
３日㈰ また逢う日まで(11)　 昨日消えた

男(２)
６日㈬ 人情紙風船(11)　 事件(２)
７日㈭ 五人の斥候兵(11)　 裸足のピク

ニック(２)
８日㈮ しろばんば(11)　 歓待(２)
９日㈯ 無法松の一生(11)　 日蓮と蒙古大

襲来(２)
10日㈰ さらば愛しき大地(11)　 事件(２)
13日㈬ また逢う日まで(11)　 日蓮と蒙古

大襲来(２)
14日㈭ 昨日消えた男(11)　 神々の深き欲

望(２)
15日㈮ 三文役者(11)　 事件(２)

16日㈯ 五人の斥候兵(11)　 人情紙風船
(２)

17日㈰ 裸足のピクニック(11)　 三文役者
(２)

18日
（月・祝） 歓待(11)　 日蓮と蒙古大襲来(２)

21日㈭ 三文役者(11)　 さらば愛しき大地
(２)

22日㈮ 無法松の一生(11)　 人情紙風船
(２)

23日
（土・祝） しろばんば(11)　 歓待(２)
　題名の横のかっこは開始時間。（11）＝午
前11時、(２)＝午後２時。料金など詳細は直
接問い合わせを。

臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒812－0051 東区箱崎ふ頭４－13－42　a６４２－４６４１ f６４２－４５９８
hwww.econet-fukuoka.com/
o午前10時〜午後５時 x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。t市
内に住むか通勤・通学する人（⑩は小中
高生と保護者のペア⑪は販売業者を除
く20歳以上）y無料（②⑨は部品代別）
e①②⑤⑦⑧⑨電話で９月１日以降に
同施設へ。③④⑥⑩往復はがきかファク
スで③９月３日④９月４日⑥９月７日⑩９月
14日（必着）までに同施設へ。ホームペー
ジでも受け付けます。⑪往復はがきで９
月10日（必着）までに同施設へ。⑫不要

内容・日時 定員
①ミシンの時間貸し（リメークのため
の使用に限る）　９／６㈬10：00〜13：00

先着８
人

② 傘 の 修 理　９／12㈫、18（月・祝）
10:00〜13:00

各先着
６人

③ひもなし簡単エプロン ２日間コー
ス　９／13㈬、20㈬10:00〜13:00 ８人

④包丁研ぎ講座　９／14㈭10:00〜
12:00 ５人
⑤かんたんコンポスト（初心者向け
セット付き）　９／15㈮10:30〜12:00

先着10
人

⑥エコクッキング　冷麺他　９／17
㈰10：00〜13：00 10人
⑦菜園相談会（生ごみリサイクル）　
９／17㈰13:30〜15:00

先着10
人

⑧木製のまな板削り　９／23（土・祝）、
28㈭10:00〜16:00 

各先着
12人

⑨おもちゃの病院（子ども向けおも
ちゃ）　９／24㈰10:00〜14:00

先着10
人

⑩親子で布ぞうり作り　９／24㈰
10:00〜14：00 ５組
⑪フリーマーケットの出店　９／24
㈰10:30〜13:00 20区画
⑫紙すき（はがき作り）、裂き織り

（コースター作り）、廃材工作　毎
日10:00〜15:30

―

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　a526－3755 f526－3766
mamikas@city.fukuoka.lg.jp hhttp://amikas.city.fukuoka.lg.jp/
o午前９時半〜午後９時半（日・祝休日は午後５時まで）
x毎月第２・最終火曜（祝休日のときは翌平日）

　※以下の申し込みは電話かファクス、
メールに応募事項（アミカス男性カレッ
ジは参加者全員分）を書いて同施設へ。
来所、ホームページでも受け付けます。
女性のための就職応援プログラム
　履歴書・職務経歴書の書き方から模
擬面接までを体験する全３回のセミ
ナー。履歴書等の添削や求人の探し方
などについての個別支援もあり。詳細
は問い合わせを。dステップ１＝９月22日
㈮、ステップ２＝個別に日時設定、ステッ
プ３＝10月６日㈮午前10時〜正午t再就
職を希望する女性c先着20人y無料n

６カ月〜就学前、無料（９月13日までに要
予約。申し込み時に子どもの氏名・年齢
を明記）

アミカス男性カレッジ「福岡初開催 
パパ ’s 絵本プロジェクト　絵本読み
聞かせライブ！」
　東京で始まった同プロジェクトは、ウ
クレレやギターを使った歌や音楽に合
わせて、父親が子どもに絵本の読み聞
かせを行う活動です。講師はこの活動を
推進するファザーリング・ジャパン設立
者の安藤哲也氏。d９月24日㈰午前１０
時半〜正午t子育て中の男性と子ども

（女性の同伴可）c先着50人y無料
女性の人生サポート講座「遺言・相続・後見」
d９月30日㈯午後１時半〜３時半t女性
c先着40人y無料n６カ月〜就学前、
無料（９月20日までに要予約。申し込み
時に子どもの氏名・年齢を明記）

市内の農家で農作業に従事する
人を募集

　詳細は問い合わせを。【勤務場所】市
内全域（西区が最多）【報酬】時給765円
から【申し込み】来所で問い合わせ先

（西区今宿青木）へ。登録制。iJAファー
ム福岡a807-1233f807-1355
留守家庭子ども会年休代替支援
員を募集

i放課後こども育成課a711-4662f 
733-5736　市内の小学校内に設置する
同会で、主任支援員の休暇時などに職
務を代理します。詳細は問い合わせを。

【任用期間】10月１日〜３月31日【申し込
み】履歴書に勤務可能日（月〜土曜日）と

「年代希望」を書き添えて、郵送（〒810-
8620住所不要）か持参で８月31日（必着）
までに同課（市役所13階）へ。
職業訓練協会の講座

l①②④同協会（東区千早５）③⑤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）i同協会
a671-6831f672-2133e電話で８月①②
16日③17日④⑤18日以降に同協会へ。
①パソコン「AutoCADによる建築と機
械部品図面作成」講習
d９月26日〜11月28日の火・金曜日（11
月３日を除く連続講座）午後６時半〜９時
t文字入力、マウス操作ができる人c
先着15人y４万9,000円
②パソコン「エクセルVBAマクロ」講習
d９月26日〜11月17日の火・金曜日（11
月３日を除く連続講座）午後７時〜９時t

エクセルで簡単な名簿作成、データ
ベース編集ができる人c先着15人y２
万7,000円
③パソコン「アクセス 2016」講習
d10月1日〜29日の日曜日（連続講座）
午前９時半〜午後４時半tエクセルの

基本操作ができる人c先着15人y２万
7,000円
④賃貸不動産経営管理士受験対策講習
d10月１日〜11月５日の日曜日（連続講
座）午前10時〜午後４時t賃貸不動産
経営管理士受験予定者c先着25人y３
万2,000円
⑤パソコン「エクセル中級データベース
と実務関数」講習
d10月２日〜30日の月・木曜日（10月９日
を除く連続講座）午後７時〜９時tエク
セルの基本操作ができる人c先着15人
y１万6,000円（テキスト代別）
県高齢者能力活用センター「シニ
ア就業希望者セミナー」

　働いている高齢者による体験談や、
元西日本新聞論説委員長の中川茂氏に
よる講演「高齢者の社会参加は、いいこ
とばかり！」など。d９月６日㈬午後１時
半〜４時半l福岡商工会議所ビル（博
多区博多駅前２）i同センターa451-
8621f451-8623hwww.hatsu-ratsu.com/
tおおむね60歳以上c先着200人y無
料e電話かファクス、来所（福岡商工会議
所ビル１階）で８月15日以降に同センター
へ。ホームページでも受け付けます。
市嘱託員（知的・精神障がい者対
象）を募集

i人事課a711-4187f733-5559　募集
職種は①図書整理等補助②文書整理等
補助③庁内古紙回収補助④調理業務等
補助。【任用期間】10月２日〜来年３月31
日（更新あり。２回まで、最長２年６カ月）

【募集要項・申込書の配布】８月15日から
同課（市役所８階）、情報プラザ（市役所
１階）、各区情報コーナー、障がい者就労
支援センター（中央区長浜３）などで。市
ホームページにも掲載【申し込み】所定
の申込書を郵送で８月29日（消印有効）
までに同課へ。

高齢者活躍人材育成事業「パソコ
ン中級　エクセル」技能講習会

　エクセルの効率的な業務対応手法を
学びます。d10月２日㈪〜４日㈬午前10
時〜午後４時（全３回）lふくふくプラザ

（中央区荒戸３）i県シルバー人材セン
ター連合会a292-1857f623-5677t市
内に住み、勤労意欲のある60歳以上で、
エクセルの基本的な操作ができる人
c15人y無料e電話連絡後、申込書を
ファクスか来所で９月22日までに同連合
会へ。

精神保健福祉センター 専門相談
li同センター（中央区舞鶴２）a737-
8825f737-8827　同センターで以下の
相談に応じます。【専門電話相談】①依
存症・引きこもり②発達障がい・性同一
性障がいa737-8829。d①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
による面接相談】アルコール・薬物など
の依存症、引きこもりについての相談。
日時など詳細は問い合わせを。e相談
専用電話（737-8829 火・木曜日の午前10
時〜午後１時）で事前予約を。
高齢者・障がい者のための成年後
見無料相談会

　司法書士が成年後見制度の利用、遺
言や遺産相続などに関する相談に応じ
ます。d９月９日㈯午前10時〜午後１時

（１件50分まで）l天神ビル11階（中央区
天神２）i成年後見センター・リーガル

相 談

９月の催し
　一部講座で材料の持参が必要。⑤の
会場はさいとぴあ（西区西都２）。t市内
に住むか通勤・通学する人y①②④500
円⑥1,000円③⑤⑦⑧無料e①②④⑥
はがきかファクス、来所で③⑤往復はが
きがファクスで⑦⑧電話かファクス、来
所で①②８月22日まで③９月５日まで④⑥
９月８日まで⑤９月12日まで⑦希望日の３
日前まで（いずれも必
着）に同施設へ（⑧は
随時受け付け）。①②
④⑥は当選者のみ通
知。

内容・日時 定員
①直線裁ちの襟なしジャケットコー
ト（連続講座）　９／1㈮、８㈮、15㈮
13：00〜16：00

15人

②作務衣（さむえ）上下 裏付き（連
続講座）　９／７〜28の木曜日13:00
〜16:00

15人

③祝日フリーマーケットの出店　９
／18（月・祝）10：00〜14：00 16区画
④古布で干し柿のタペストリー（連
続講座）　９／20㈬、27㈬13:00〜16：
00

15人

⑤「いとにぎわい祭り」フリーマー
ケットの出店　９／24㈰10：00〜15：00 16区画
⑥衣類のリフォーム教室（連続講
座）　９／27㈬〜12／20㈬の原則毎
週水曜日13:00〜16:00

10人

⑦ハーブ入りリサイクルせっけん作
り　水曜日10：30〜11：30

各先着
10人

⑧つまみ細工の花飾り=写真　毎
日10：30〜15：00の30分程度 ―

サポート福岡支部a722-4131f714-423 
4y無料e予約専用電話（a0570-783-
544）かファクスで８月21日〜９月８日（土・
日曜日を除く）午前10時〜午後４時に予
約を。
介護と仕事の両立に困った時は
ご相談を

li働く人の介護サポートセンター（市
役所地下１階）a982-5407f982-5409　
同センターでは、働く人が介護の問題に
直面した場合でも、離職せずに働き続け
られるよう、ケアマネジャーの資格を持
つ相談員に相談できます。介護休業や
介護保険サービス、介護保険外の在宅
サービス等を組み合わせた効果的な介
護方法など、相談内容に応じて提案しま
す。まずは相談を（電話での相談も可。
来所相談は予約を優先します）。d月・
水・金曜日の正午〜午後８時、日曜日の
午前10時〜午後６時（祝日、年末年始は
休み。祝日が日曜日の場合は開設）
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。d平日（年
末年始を除く）午前10時〜午後５時li

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）a716-3344f716-3394t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e面接による相談は
電話で同ルームに予約を。
くらし・事業なんでも相談会

　弁護士・税理士など10団体の専門家
が相談に応じます。d９月２日㈯午前10
時〜午後４時（受け付けは午後３時半ま
で）lあいれふ10階（中央区舞鶴２）i

福岡専門職団体連絡協議会事務局
a473-8761f481-3878c先着100人y
無料e不要
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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）

施設の情報相談しごと



④胃内視鏡検査 40歳以上 1,800円

⑤乳がん検診 40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑥子宮けいがん検診 20歳以上 400円
⑦大腸がん検診 40歳以上 500円

⑧結核・肺がん検診 40歳以上 500円
喀痰細胞診検査 50歳以上 700円

⑨骨粗しょう症検査 40歳以上 500円
⑩歯周病予防検診 － 1,000円
　※女性医師DAY＝９月９日㈯、10日㈰は、
⑥の検診を女性医師が行います。①②⑤の
健（検）診は全日程女性医師および女性技師
です。

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑧９月３日㈰、９日㈯、10日㈰、17
日㈰、20日㈬、24日㈰午前９時〜10時（20
日は午後６時〜７時）⑨９月３日㈰午前９
時〜10時⑩９月24日㈰午前10時〜11時
t①は市国民健康保険加入者、⑧の喀痰

（かくたん）細胞診検査は、結核・肺がん
検診受診者で喫煙など一定の条件の該
当者cあり（先着順）y一部減免ありn

３カ月〜小学３年生、500円（希望日の４
日前までに要予約）e電話で同セン
ターへ。ホームページでも受け付け可。

内容 対象年齢 費用
①よかドック 40〜74歳 500円
②よかドック30 30〜39歳 500円
③胃透視検査 35歳以上 600円

健康づくりサポートセンター 
〒810－0073 中央区舞鶴２－５－１ あいれふ内　a7５1－２８０６ f７５１－２５７２
o午前９時〜午後５時 hwww.kenkou-support.jp/

せて展示します。②藩主夫人の遺愛品の
伝来過程を紹介します。d①８月22日㈫
〜10月22日㈰②８月29日㈫〜11月５日㈰
企画展示 夜と道具
　灯火具など夜に使うさまざまな道具を
紹介します。d８月22日㈫〜10月15日㈰
源氏物語の香り〜におい袋作りワーク
ショップ〜
　小学生以下は保護者同伴。d９月24
日㈰午前10時〜正午、午後２時〜４時c

各15人y無料e電話かはがき、ファク
ス、メ ー ル（fcmevent@city.fukuoka.lg.
jp）で、８月31日（必着）までに応募事項と
参加人数（２人まで）、手話通訳等必要な
場合はその旨を明記の上、同館へ。

　※以下の企画展示の料金は一般200
円、高大生150円、中学生以下無料。開
館が延長される日は午後５時半以降、観
覧無料。
企画展示 市美×市博 黒田資料名品展　
①黒田家の婚礼②藩主夫人が愛した文物
　①婚礼調度と道具帳、婚礼記録を併

市ヨットハーバー
〒819－0001 西区小戸３－58－１
a882−2151 f881−2344
hhttps://www.fukuoka-sailing.jp/
o午前９時半〜午後６時（４月〜９月）

親子クルーザー体験セーリング
　クルーザーヨットで湾内を航行しま
す。d８月26日㈯午前10時〜正午、午後
１時半〜３時半t市内に住む小学生以上
と保護者c各回先着25人y１人600円e

８月15日午前10時以降にホームページ
で受け付けます。来所でも受け付け可。
ジュニアヨット教室
d９月10日㈰午前10時〜午後４時t市内
に住む小学３年〜中学生c18人y1,500
円e往復はがきかファクスで８月15日〜
28日（必着）に同施設へ（１人１通）。ホー
ムページ、来所でも受け付けます。

ロボスクエア
〒814－0001 早良区百道浜２－３－２
TNC放送会館２階　
a821−4100 f821−4110
hhttp://robosquare.city.fukuoka.lg.jp/
o午前９時半〜午後６時 x８月31日
㈭まで無休 ※８月31日㈭に閉館、10
月１日㈰に移転します（９面参照）。

国際宇宙ロボット（火星ローバー）コン
テスト
　火星に見立てた競技場で、ロボットが
障害物をクリアし、ゴールを目指す競技
を観覧できます。d８月20日㈰午前10時
半〜午後４時y無料e不要
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のバト
ル大会を観覧できます。d８月27日㈰午
後１時〜４時y無料e不要

はかた伝統工芸館
〒812-0026 博多区上川端町６－１
a409−545０ f409−5460
o午前10時〜午後６時（入館は午後５時
半まで）x水曜（祝休日のときは翌平日）

木村博多織手織り専門工房展
　博多織伝統工芸士・木村佐次男氏と
娘のゆき子氏による作品約100点を展
示・販売します（最終日は午後５時まで）。
d８月31日㈭〜９月５日㈫y入場無料
はかた伝統工芸館友の会「ものづくり
のよもやま話」
　博多にまつわる伝統工芸の匠（たく
み）と楽しく語り合う会です。d９月16日
㈯午後６時〜８時c先着20人y1,000円

（１ドリンク、お菓子付き）e電話かファク
ス、来所で８月15日以降に同館へ。

植物園
〒810－0033 中央区小笹５－１－１
a522−3210 f522−3275
h http://botanical-garden.city.
fukuoka.lg.jp/ o午前９時〜午後５時

（入園は午後４時半まで）
x月曜（祝休日のときは翌平日）

秋の野鳥写真展
　秋の野鳥の写真と生態を紹介するパ
ネルを展示します＝写真。d８月29日㈫
〜９月24日㈰y無料（入園料別）

　※以下の催しは、いずれも未就学児
は保護者同伴。
８・９月の事業（一部抜粋）
t①⑧⑨⑩乳幼児②③④⑤小中高生・
幼児⑥２歳以上の幼児⑦まだ一人で歩
けない乳幼児c①〜⑧なし⑨⑩先着20
組y①〜④⑥〜⑩無料⑤500円e①〜
⑧⑩不要⑨電話で９月１日〜12日に同
会館へ。

内容 日時
①ミニミニシアター ８／17㈭14：00〜
②お手玉あそび ８／19㈯14：00〜16：00
③カプラ（フランスの
積み木）であそぼう ８／22㈫14：00〜17：00

④昔あそび ８／25㈮10：00〜13：00

⑤サマーキャンドル作
り

８ ／26㈯10：00〜12：
00、13：30〜15：00

⑥にこにこタイム（歌
やお話）

８／29㈫10：30〜、14：
00〜

⑦すくすくげんき ８／30㈬10：30〜
⑧木育おもちゃの森
ひろば ９／１３㈬10：00〜15：00

⑨「おもちゃコンサル
タントの木育講座」 ９／１３㈬11：00〜

⑩木育おもちゃの森
ひろば「福岡県産のス
ギでおもちゃ作り」

９／１３㈬13：45〜（当
日会場で受け付け）

　※①⑥⑦⑨⑩は各1時間。
　※⑤は好きな時間に参加可。作業時間20
分程度。

中央児童会館「あいくる」
〒810－0021 中央区今泉１－19－22　a741－3551 f741－3541
minfo@jidoukaikan-aikuru.or.jp hhttp://jidoukaikan-aikuru.or.jp/
o午前９時〜午後９時 x月曜（祝休日のときは翌平日）、月末（日曜のときは翌平日）

花畑園芸公園
〒811－1353 南区柏原７－571－１　a５６５−５１１４ f５６５−３７５４
o午前９時〜午後５時 x月曜（祝休日のときは翌平日）
園芸相談a566-3987 午前10時〜正午、午後１時〜４時

　※以下の申し込みは電話かファクス
で同公園へ。
園芸講座「秋バラの管理」
　せん定や肥料のやり方の実習など。
d８月25日㈮午後１時半〜３時半c先着
50人y無料e８月18日以降に同公園へ。
折り紙ヒコーキ教室
d８月26日㈯午前10時〜正午t５歳〜
小学生と保護者c先着50人y200円e

８月17日以降に同公園へ。
園芸講座「昆虫の目で見た植物」
　植物と昆虫の関係について学びま
す。d８月27日㈰午後１時半〜３時半c

先着50人y無料e８月20日以降に同公
園へ。

花畑キッズファーム(秋まきチーム)
　親子でダイコンやニンジンなどの種
まきから収穫まで体験します=写真。詳
細は問い合わせを。d９月〜来年１月の
日曜日で５回程度、午前10時半〜11時半
t５歳〜小学生と保護者y１組1,000円
c先着20組(１組５人まで)e８月17日以
降に同公園へ。

　※以下の申し込みは電話かメール、
来所で８月15日以降に同施設へ。
特別講座「キノコの世界の不思議」
　さまざまなキノコの実物を見ながら
九州大学農学研究院の大賀祥治教授か
ら学びます。d９月９日㈯午前10時半〜
正午t小学生以上（小学３年生以下は保
護者同伴）c先着40人y無料
理科応援教室「ダンゴムシの迷路実験」
　ダンゴムシを観察し、習性を学びま
す。d９月16日㈯午前10時半〜正午t

小学４〜６年生c先着25人y無料

d＝日時、開催日、期間　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝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　www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索

福岡市政だより
2017（平成29）年８月15日 情報BOX7 施設の情報

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　
a831−0669 f831−0670
mmamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp
o午前10時〜午後５時 x月曜・毎月
最終火曜（祝休日のときは翌平日）

油山市民の森・自然観察の森
〒811－1355 南区桧原855－４　
a871−6969 f871−6909
o午前９時〜午後６時 
hwww.shimi-mori.com/

いざゆけ！ハチクマ観察会
　ハチクマなど渡り鳥を観察=写真。中
学生以下は保護者同伴。d９月24日㈰
午前９時半〜午後１時c40人y200円e

往復はがきで９月１日（必着）までに同施
設へ。ホームページでも受け付けます。

市博物館
〒814－0001 早良区百道浜３－１－１　a845－5011 f845－5019
o午前９時半〜午後５時半、８月27日までの金・土・日曜日と８月14日㈪、15日㈫は
午後８時まで開館（入館は閉館30分前まで）x月曜（祝休日のときは翌平日） ※８
月14日㈪は開館、８月16日㈬は休館

「博多町家」ふるさと館
〒812－0039 博多区冷泉町６－１0　a281－7761 f281－7762
o午前10時〜午後６時（入館は午後５時半まで）x12月29日〜12月31日

「博多っ子純情」(より面白い)青春エピ
ソード募集！
　同館の長谷川法世館長作の漫画『博
多っ子純情』の主人公と仲間たちに勝る
とも劣らないエピソードを、純情エピソー
ド部門と博多っ子エピソード部門で募
集。400字以内。e郵送かファクス、メー
ル（furusatokan@hakatamachiya.com）に
応募事項と性別を書いて８月10日〜９月
30日（必着）に同館へ。来館でも受け付
けます。

「博多町家思い出図画展」の作品を募集
　「なつかしい思い出」をテーマとした
作品を募集。サイズは４〜10号。水彩、
油彩、貼り絵など自由。額装、パネルで
の出品は不可。受賞作品は来年１月中
旬から同館に展示します。t40歳以上

e作品（１人３点まで）の裏に応募事項と
性別、題名、作品の簡単な説明を書いて
郵送か持参（午前10時〜午後５時）で９月
１日〜11月30日（必着）に同館へ。

昨年の福岡市長賞受賞作品

塩竃松島図屏風（しおがままつしまずびょう
ぶ）・市美術館蔵


