
手話奉仕員・手話通訳者の養成講座

lふくふくプラザ（中央区荒戸３） ※手話奉仕員養成講座の夜の部は博多・南・
西市民センターでも開講i市聴覚障がい者情報センターa718-1723f718- 
1718　【手話奉仕員養成講座（入門・基礎課程）】d５月14日〜来年２月27日 ▽入
門＝原則毎週月・水曜日 ▽基礎＝原則毎週水曜日（連続講座）。昼の部は午後１時
半〜３時、夜の部は午後７時〜８時半t市内に住む18〜60歳の初心者で、講座修
了後に手話ボランティア活動が可能な人c各会場30人y無料（テキスト代別）
e往復はがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）に応募事項と希望時間（夜の部の
希望者は希望会場も記入）、受講を希望する動機、講座修了後のボランティア活
動予定を書いて４月27日（必着）までに同センターへ。【手話通訳者養成講習会

（通訳１）】手話実技に関する選考試験を５月上旬に実施。d５月24日〜来年３月
14日の原則毎週木曜日（連続講座）。昼の部は午後２時〜３時半、夜の部は午後７
時〜８時半t市内に住み、次のいずれかに該当する人①手話奉仕員養成講座

（入門・基礎課程）を修了し、１年以上手話ボランティア活動の経験があり、手話に
よる日常会話が可能②手話検定２級を有するc20人y無料（テキスト、補助教材
代別）e往復はがきに応募事項と勤務先、希望の部（昼・夜）、①は最終受講講習
名・年度、手話ボランティア活動内容、②は手話検定２級を有する旨を書いて４月
27日（必着）までに同センターへ。

講座・教室

　※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。

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
　年中無休で24時間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。

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。

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。

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（４月後半の日・祝休日）
４月15日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
４月22日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333

原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
４月29日（日・祝）
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
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
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
４月30日（月・休）
福岡輝栄会病院（東区千早五丁目11-５）	 a681-3115
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
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511

◇　　　　　　　　◇

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。
hwww.city.fukuoka.lg.jp/kyukyu-shobo/
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●金

2舞鶴公園「福岡城　藤まつり」

　藤園内の藤棚の下でくつろげます。21日㈯、22日㈰は「お城めぐり」
（ガイド付きミニツアー。午後２時から１時間程度。各先着20人。要事前
申し込み）や「ほうじ茶カフェ」なども実施。詳細はホームページで確認
を。d４月20日㈮〜29日（日・祝）午前10時〜午後４時半li同公園（中央
区城内）a781-2153f715-7590hwww.midorimachi.jp/y入場無料（一部
有料）eお城めぐりの申し込みは、はがき（〒810-0043中央区城内１-４）
に応募事項と希望日を書いて４月15日以降に同園へ。
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21
●土

3市美術館　つきなみ講座「わたくし的展覧会学〜学芸
員の妄想、告白します〜」

d午後３時〜４時（受け付けは午後２時半から）l市博物館（早良区百
道浜３）i市美術館学芸課a714-6054f714-6145c先着30人y無料
e不要
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22
●日

2アイランドシティスロージョギングR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。
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28
●土

2ソーシャル・ビジネス・フォーラム・アジア

　ノーベル平和賞を受賞したムハマド・ユヌス博士が提唱する「ソー
シャル・ビジネス」（ビジネスの手法を用いて社会問題の解決を図る
事業）を広めることを目的とした公開シンポジウム。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。d午前10時〜午後５時lFukuoka Grow
th Next（中央区大名２）i九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス
研究センターa642-2744f642-2747hhttp://sbrc.kyushu-u.ac.jp/c

先着100人y無料eメール（info@sbrc.kyushu-u.ac.jp）で同センター
へ。
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●●日・祝

2もーもーらんど油山牧場「羊の毛刈り実演」

d４月29日（日・祝）、30日（月・休）、５月３日（木・祝）〜６日㈰午後１時からli同
牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040y無料e不要
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3
●●木・祝

2海上保安庁巡視船「やしま」一般公開

　船内を見学できます。小学生以下は保護者同伴｡ d５月３日（木・祝）午
後１時〜３時、４日（金・祝）午前９時半〜11時半、午後１時〜３時l中央ふ
頭イベントバース(博多区沖浜町)i福岡海上保安部管理課a･f281-
5866y無料e不要

2マリエラ「どんたくるーず」

　レストラン船「マリエラ」で博多湾内をクルーズ。創作フランス料理
（ビュッフェ、コース）を味わいながら、即興笑劇「博多仁和加（にわか）」
などの催し物を楽しみます。d午後７時〜９時10分l集合はベイサイ
ドプレイス博多（博多区築港本町）iマリエラ予約センターa751-7171 
f751-9110hwww.mariera.jp/c先 着50人y一 般7,020円 〜、６〜12歳
3,510円〜 ※５歳以下で料理を希望する場合は2,160円のメニューあ
りe電話かファクスで４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。

2松風園　①「煎茶の茶会〜緑茶で楽しく〜」②「若葉の
茶会〜抹茶で一服〜」

　初心者も参加可。d５月①３日（木・祝）②５日（土・祝）午前11時〜午後３時
li同園（中央区平尾３）a・f524-8264c各先着30人y500円（入園
料別）e不要
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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
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

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



街歩きアートツアー

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。i市美術館学芸課a714-
6054f714-6145hwww.fukuoka-art-museum.jp/c各15人e往復はがき（〒810-0043 
中央区城内２-５）かメール（workshop@fukuoka-art-museum.jp）に応募事項と希望
ツアーを書いて４月25日（必着）までに同課へ。

ツアー名 日時 集合場所 費用
カトリック大名町教会の光
と修猷館の隠された名品
たち

５／12㈯13:30〜15:30 福岡銀行本店広場
（中央区天神２） 260円

探検！博多レトロな画家たち５／13㈰13:30〜15:00
市赤煉瓦（れんが）
文化館（市文学館
 中央区天神１）

無料

お！こんなところに彫刻が
〜天神ぶらぶらアート巡り
〜

５／15㈫10:00〜11:30 市役所西側ふれあ
い広場 無料

落ち美拾い〜de 博多駅〜 ５／16㈬10:00〜12:00 ＪＲ博多駅博多口前 無料

西南学院大学でアート発掘！５／17㈭10:30〜12:00 同大学図書館前（早 
良区西新６） 無料

お宝発見！七隈 ５／18㈮10:00〜14:30 地下鉄七隈駅
1,100円
（昼食
付き）

催 し

福北連携コーナー
B
ブリックライブ
RICKLIVER in JAPAN

　子ども向け知育玩具「LEGORブロック」を使ったイベント。ブロックで作った橋
や家などを配置して巨大な地図を完成させるコーナーなどさまざまな造作体
験ができるほか、ブロック作品の展示等もあり。d５月３日（木・祝）〜６日㈰午前９
時半〜午後４時半（最終日は午後４時まで。入場は閉場30分前まで）l西日本
総合展示場 新館（北九州市小倉北区浅野３）i北九州観光コンベンション協
会a093-511-4422f093-541-5928y13歳以上1,500円（1,200円）、３〜12歳1,000
円（800円）、２歳以下無料 ※かっこ内は前売りeローソンチケット、チケットぴ
あなどでチケット販売中。
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●●土・祝

3ももち体育館
「こどもの日イベント　親子バドミントン教室」

d午前10時〜正午li同体育館（早良区百道２）a851-4550f851-5551 
t小学生と保護者のペアc先着15組y無料e電話か来所で４月15日
午前10時以降に同体育館へ。

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　設置型コンポストの使い方とぼかし肥料作りを学びます。サツマイ
モの植え付けなどもあり（５日と17日で一部内容が異なります）。詳細
は問い合わせを。d５月５日（土・祝）午後１時半〜３時、17日㈭午前10時〜
11時40分lクリーンパーク・東部敷地内（東区蒲田１）i循環生活研究
所a405-5217f405-5951t市内に住む人c各30人y無料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。

2コココのダンス

　ダンス経験、病気や障がいの有無などを問わず、みんなでダンスを
創作し発表するイベントです（観覧自由）。詳細は問い合わせを。d午後
２時からli市民会館（中央区天神５）a761-6567f761-5866hhttps:// 
fukuoka-civichall.jp/c先着1,700人y無料e不要
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6
●日

2福岡国際女子テニス　①予選②本戦

　詳細は問い合わせを。d①５月６日㈰、７日㈪②５月８日㈫〜13日㈰
午前10時開始l博多の森テニス競技場(博多区東平尾公園１)i福岡
国際女子テニス事務局（九州テニス協会内）a722-1605f722-1607c

各日7,000人y①無料②６日間通し券＝前売り800円、当日1,000円、高
校生以下無料e①不要②チケットぴあ、ローソンチケットなどでチケッ
ト購入を。または、電話で同事務局へ。

3今津リフレッシュ農園「ジャム作り教室」

　農園のイチゴでジャムを作り、持ち帰ります。d午前10時〜正午l 

i同農園（西区今津）a806-2565f806-2570t小学生以上と保護者c

先着10組y１組1,000円e電話で４月21日以降の午前８時45分〜午後
５時に同農園へ。
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●火

3緑のカーテン育て方講座

　朝顔などを使った緑のカーテンの育て方を基礎から学ぶ講座。朝
顔の種も進呈します。d５月①８日㈫②９日㈬③14日㈪④15日㈫午後２
時〜３時半 ※４回とも同じ内容l①西市民センター（西区内浜１）②中
央市民センター（中央区赤坂２）③城南市民センター（城南区片江５）
④博多市民センター（博多区山王１）i環境・エネルギー対策課a711-
4282f733-5592t市内に住む人、市内の事業者c各30人y無料eは
がき（〒810-8620住所不要）かファクス、メール（kankyoenergy.EB@
city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日を書いて４月23日（必着）まで
に同課へ。市ホームページに掲載、情報プラザ（市役所１階）、各区情
報コーナーなどで配布する申込書でも申し込み可。

3初心者弓道教室

d５月８日〜７月13日の火・金曜日（連続講座）午後７時〜９時l西体育 
館（西区拾六町１）i市弓道連盟福岡西支部・大枡a090-1871-6854t 

18歳以上c20人y6,000円e往復はがき（〒819-0022西区福重３-38-１
-514）で４月16日〜30日（必着）に問い合わせ先へ。
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●木

3市総合図書館「布の絵本講習会」

　布の絵本を作る連続講座（初心者向け）。d５月10日㈭、17日㈭、６月
７日㈭、21日㈭、７月５日㈭、19日㈭午前10時15分〜午後０時15分li

同図書館（早良区百道浜３）a852-0621f852-0609c50人y3,240円e

往復はがき（〒814-0001早良区百道浜３-７-１）で４月24日（必着）までに
同図書館へ。

5/

11
●金

4難病講演会「サルコイドーシスについて」

　講師は九州中央病院呼吸器内科部長の古藤洋氏。d午後３時〜４
時半l西区保健福祉センター（西区内浜１）i西区健康課a895-7073 
f891-9894c先着60人y無料e電話かファクスで４月16日午前８時45
分以降に同課へ。

5/

12
●土

3今津運動公園 野球場完成記念　
福岡ソフトバンクホークスによる「ふれあい野球教室」

　元福岡ソフトバンクホークス投手の新垣渚氏らが指導します。d午
前９時半〜午後０時半l同公園（西区今津）iみどり整備課a711-
4410f733-5590t小学生c100人y無料e往復はがき（〒810-8620住
所不要）かファクス、メール（midoriseibi.HUPB@city.fukuoka.lg.jp）に応
募事項と野球経験の有無を書いて４月15日〜30日（必着）に同課へ。

2博多ガイドの会「博多ノスタルジー〜町家と文化財を歩
く、スイーツな午後〜」　

　登録有形文化財に指定された町家建築や寺が連なる通りなど、博
多のまちを巡ります。d５月12日㈯、19日㈯午後１時45分〜４時l集合
は神屋町バス停i博多区企画振興課a419-1012f434-0053t小学生
以上c各先着20人y1,500円（デザートセット付き）e電話で４月16日
午前９時以降に同課へ。

催し

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
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アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん

　小学３年生以下は保護者同伴。②は輪投げが成功すると観葉植物を持ち帰る
ことができます。li同公園（東区香椎照葉４）a661-5980f661-8020y①無料
②２投分500円③1,000円（①③は入館料別）e①②不要③電話で４月15日以降に
同公園へ。

内容 日時 対象 定員
①しゃぼん玉で遊ぼう ５／５（土・祝）11：00〜15：00 小学生以下 先着100人
②輪投げＴＲＥＥ（ツリー） ５／６㈰13：30〜15：30 ― 先着30人
③寄せ植え教室 ５／12㈯10：00〜11：30 ― 先着20人

催 し

博多座「市民半額観劇会」

　「六月博多座大歌舞伎」を半額で観劇できます。d６月２日㈯、４日㈪、５日㈫、６
日㈬、７日㈭午前11時、午後４時20分からl博多座（博多区下川端町）i市民半
額会事務局a751-8258（平日午前10時〜午後６時）c各回50人yＡ席9,000円（事
務手数料・振込手数料別）eはがき（〒810-8799福岡中央郵便局留「市民半額
会」）に代表者の応募事項と希望日時（１公演のみ）、参加人数（２人まで）を書いて
４月23日（消印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（４月26日ごろ発送）。

催 し

5/

12
●土

2鮮魚市場　①市民感謝デー②こどもおさかな料理教室

　①新鮮な魚介類を販売します。②「イサキの煮付け」を作ります。
d①午前９時〜正午②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://nagahamafish.jp/
t①不問②市内に住む小学３年〜中学生と引率者c①なし②25人
y①入場無料②１人500円e①不要②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）、参加者全員の氏名（子どもの名前の横に学年）を書いて５月
１日午後４時半までに同市場へ。当選者のみ通知。

2南障がい者フレンドホーム「長浜鮮魚市場見学＆食事」

d午前９時〜午後１時l鮮魚市場（中央区長浜３）i同ホームa541-
5858f541-5856t市内に住む障がいのある人とその介助者c20人y

実費e電話かファクス、来所（南区清水１）で４月28日までに同ホーム
へ。

5/

13
●日

3ジュニアヨット教室

d午前10時〜午後４時li市ヨットハーバー（西区小戸３）a882-2151 
f881-2344hhttps://www.fukuoka-sailing.jp/t市内に住む小学３年〜 
中学生c18人y1,500円e来所で４月15日〜30日に同施設へ。ホーム
ページでも受け付けます。

5/

14
●月

2博多座ガイドツアー

　客席、ロビーなど博多座の施設を案内しながら、演劇の魅力や博多
座の成り立ちについて説明します。d午後１時半から（１時間程度）l博
多座（博多区下川端町）i博多座ガイドツアー係a263-5874f263-3632 
c25人y無料eはがき（〒812-8615博多区下川端町２-１）で４月25日

（必着）までに同係へ。当選者のみ５月２日ごろに通知。

3西南杜
もり

の湖畔公園「初心者向けテニススクール」

d５月14日〜６月18日の月・木曜日（５月28日を除く連続講座）午前10
時〜正午li同公園（城南区七隈６）a・f863-7929t18歳以上c先
着20人y8,000円e電話で４月17日午前９時以降に同公園へ。

5/

16
●水

3福岡ファミリー・サポート・センター　
提供・両方会員養成講習会

　育児を援助する「提供会員」と、育児を依頼したり援助したりする「両
方会員」になるための講習会。d５月16日㈬、18日㈮、22日㈫（全３回）午
前10時〜午後３時（16日は午前10時半から。18日は午後２時半まで）
lふくふくプラザ（中央区荒戸３）i福岡ファミリー・サポート・センター
a736-1116f751-1524t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c先着100人y無料n６カ月〜就学前

（20人。無料。５月９日までに要予約）e電話かファクス、メール（f-suppo
rt@fukuoka-shakyo.or.jp）、来所で４月15日以降に同センター（ふくふ
くプラザ３階）へ。

5/

19
●土

2アクロス・ランチタイムコンサート スペシャル版「うたたね
クラシック　ふかわりょう・遠藤真理とゆかいな仲間たち」

　タレント・ふかわりょうが選んだ名曲の演奏とトーク。演奏曲はエル
ガーの「愛の挨拶（あいさつ）」など。d正午から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
a725-9112f725-9102y全席指定1,000円e電話で同センターへ。
ローソンチケット、チケットぴあでも販売。

2水源地“うきは”体験事業

　本市の水源地がある「うきは市」で、茶摘み体験や吉井町散策など
をします（坂、足場の悪い場所あり）。集合・解散は福岡市役所。d午前
８時半〜午後４時45分lうきは市山春地区他i福岡都市圏広域行政
事業組合事務局a733-5004f733-5005t福岡都市圏に住む小学生以
上（小学生は保護者同伴）c80人y1,000円eはがき（〒810-8620住所
不要）かファクス、メール（fvgv9840@mb.infoweb.ne.jp）に参加者全員の
応募事項を書いて５月７日（必着）までに同事務局へ。当選者のみ５月
11日までに通知。

5/

22
●火

2歴史講座「西
せ ご

郷どんと福岡藩勤王の志士たち〜中央区
のゆかりの地めぐり〜」

　西郷隆盛と福岡藩・平野國臣との関わりについての講義後、参加者
同士で交流します。翌週のまち歩きは西郷隆盛の隠れ家などを巡りま
す。d５月22日㈫午後１時〜３時半、29日㈫午前10時〜正午（全２回）l

中央市民センター（中央区赤坂２）他iシニアフレンズ福岡「福岡歴史
探訪ガイド事務局」・井上a・f771-6773c40人y1,000円e往復はがき

（〒810-0064中央区地行３-22-13）で５月８日（必着）までに同事務局へ。

5/

27
●日

2市観光案内ボランティアとまち歩き　
百道・西新サザエさん通りコース

　漫画『サザエさん』発案の地である早良区百道浜からサザエさん
商店街通りまでのコースです。d午前10時〜午後０時半l集合は市
総合図書館（早良区百道浜３）i福岡観光コンベンションビューロー
a733-5050f733-5055c先着20人y500円、小学生以下無料（保護者
同伴）eファクスかメール（event-bora@welcome-fukuoka.or.jp）に参加
者全員の応募事項と代表者名を書いて４月16日午前10時以降に問い
合わせ先へ。

6/

2
●土

2東図書館「知的書評合戦　ビブリオバトル」

　「アニバーサリー（記念日）」をテーマにしたお薦めの本についての
発表後、ディスカッションを行います。d午後２時〜３時半lなみきス
クエア（東区千早４）i同図書館a674-3982f674-3973t中学生以上
c先着５人（観覧は定員なし）y無料e電話か来所で４月15日以降に
同図書館（なみきスクエア１階）へ。観覧は申し込み不要。

6/

3
●日

2市民総合スポーツ大会
「アクアスロン IN シーサイドももち」

　水泳とランニングを連続して行う複合競技。詳細は問い合わせを。
d午前８時〜午後１時lシーサイドももち海浜公園（中央区地行浜）i

同選手受付事務局a0120-846-598f734-4443t小学生以上c先着800
人y一般5,500円〜１万円、高校生4,000円〜4,500円、小中学生3,500円
e電話で同事務局へ。スポーツエントリー（https://www.sportsentry.ne.
jp/）でも受け付けます。

催し

●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）
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県肢体不自由児等療育キャンプ

　詳細は問い合わせを。i県肢体不自由児協会a・f584-5723y無料（①は保
護者のみ実費負担）e５月２日から各区福祉・介護保険課で配布する申込書を５
月７日〜25日に各区同課へ持参。

場所 日時 対象・定員

①スコーレ若宮（宮若市乙野） ７／21㈯〜22㈰
（１泊２日）

県内に住む進行性筋萎縮症
児と保護者、25人

②県立少年自然の家「玄海の家」
（宗像市神湊）

８／10㈮〜12㈰
（２泊３日）

県内に住む小学３年〜中学
生の在宅肢体不自由児、50人

③やすらぎ荘（朝倉郡筑前町） ８／25㈯〜27㈪
（２泊３日）

県内に住む小学３年〜中学
生の在宅肢体不自由児、30人

催 し

植物園

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。li同園（中央区小笹５）a 

522-3210f522-3275hhttp://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/t① ③ ④ 〜 ⑧
不問②小学生以下と保護者c①③④⑤なし②各先着30組⑥30人⑦20人⑧50人
y①〜⑤⑧入場無料⑥2,000円⑦6,000円程度（いずれも入園料別）e①〜⑤不要
⑥⑦⑧往復はがき（〒810-0033中央区小笹５-１-１）かファクスで４月15日から開催日
２週間前の午後５時（必着）までに同園へ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時
①「春のバラまつり」バラの人気投票、バラガイド
なども実施

４／28㈯ 〜５／20㈰9:00〜
17:00

②「あおぞらえほん〜絵本よみきかせ〜」 ４／29（日・祝）11：00〜12：00、13: 
00〜14:00

③「春の洋らん展」苗の無料配布、植え替え講習
（有料）もあり ５／３（木・祝）〜６㈰9:00〜17:00
④「ボタニカルアート展 〜植物の細部を描く〜」
植物画を展示 ５／８㈫〜13㈰9:00〜17:00
⑤「春のばら展」相談コーナーや苗の販売、アレ
ンジメント教室（12日のみ。有料）もあり ５／11㈮〜13㈰9:00〜17:00

⑥園芸講座「フラワーアレンジメント基礎講座」 ５／25㈮13:30〜15:30

⑦園芸講座 「ボタニカルアート入門（全６回）」
５／29㈫、６／26㈫、７／24㈫、
８／21㈫、９／19㈬、10／23㈫
13:30〜15:30

⑧「旬の植物ガイド」 ６／９㈯13:30〜15：30
　※入園は午後４時半まで。月曜日休園。

催 し

さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）

　②〜⑦⑩⑪は連続講座。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。
l①〜⑪同プラザ（南区清水１）⑫南体育館（南区塩原２）i同プラザa511-1132 
f552-3447hwww.fc-jigyoudan.org/sunsun/t市内に住む障がいのある人（催しに
よって他要件あり）y①〜⑪無料⑫シングル＝１人1,500円、ダブルス＝１組3,000
円e①随時受け付け②〜⑫４月15日から同プラザで配布する申込書をファク
ス、持参で同プラザへ。ファクスの場合は送付後に電話連絡が必要。

内容 日時 定員

①スポーツ医事相談（障がいやリハ
ビリについての相談）

４／21〜来年３／２（10月、12月、
来年２月を除く）の原則第３土曜
日15:00〜17:00

各日先着
４人

②ユース水泳教室（基本技術の習
得）

４／22〜５／27の日曜日10:30〜
11:30 先着10人

③フットサル教室（基礎体力づくり、
ゲームなど）

４／28〜来年２／２の原則第２・４
土曜日13:00〜15:00 先着10人

④アスリート水泳教室（国内・国際大
会出場を目指す選手の育成）

４／29〜 来 年３／10の 日 曜 日
13:00〜16:00 先着10人

⑤リハビリ教室（体操、椅子に座って
行う運動など）

５／８〜来年３／５の火曜日10:00
〜12:00 先着10人

⑥放課後スポーツ教室（歩く・走る・
跳ぶ・投げる・転がるなどの基本動
作）

５／９〜来年３／６の水曜日17:00
〜18:00 先着10人

⑦ジュニアサッカー教室（基礎体力
づくり、ゲームなど）

５／11〜 来 年３／８の 金 曜 日 
17:00〜18:30 先着10人

⑧おもちゃ図書館（おもちゃ遊び・お
もちゃの貸し出し）

５／12〜来年３／９の原則第２
土曜日（11月、来年２月を除く）
13:00〜15:00

各日先着
20人

⑨おはなし会（絵本の読み聞かせな
ど）

５／12〜来年３／９の原則第２
土曜日（11月、来年２月を除く）
13:00〜15:00

各日先着
10人

⑩リフレッシュ教室（体操、水泳、ト
レーニング等）

５／17〜来年３／7の原則第１・３
水曜日10:30〜12:00 先着20人

⑪エンジョイスポーツ教室 ５／19〜来年３／９の原則第２土
曜日17:00〜18:00 先着10人

⑫福岡オープンバドミントン大会
（障がい別の交流試合） ６／９㈯、10㈰9:00〜17:00 各先着

150人

催 し

友泉亭公園

　①「新緑のフォトコンテスト」同公園内で撮影した新緑の写真を募集。詳細は
問い合わせを。②「季節の折り紙教室」季節の動植物などの折り紙を学びます。
抹茶サービス付き。d①５月２日㈬〜13日㈰午前９時〜午後４時②５月12日㈯午
前９時45分〜10時45分、11時〜正午li同公園（城南区友泉亭）a・f711-0415 
c①先着30点（１人１点）②各先着15人y①無料②500円（いずれも入園料別）
e①郵送（〒814-0122城南区友泉亭１-46）か持参で上記期間内（消印有効）に同
公園へ。郵送の場合は作品に応募事項を書いた紙を添付。②電話で４月15日午
前９時以降に同公園へ。

催 し

雁の巣レクリエーションセンター

　①は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ぶ教室です
（雨天中止）。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。li同センター
（東区奈多）a606-3458f607-9057hwww.gannosu-rc.comt①小学生以上②不問
③小学１〜４年生e①不要②③往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファ
クスに応募事項（ファクスの場合はファクス番号も記入）を書いて５月１日（必着）
までに同センターへ（②は代表者の応募事項、参加人数、チームに所属している
人はチーム名を記入）。ホームページでも受け付けます。

内容 日時 定員 費用
①ノルディック・ウオーキ
ング教室

５／７〜28の月曜日 10：00
〜11：30（受け付けは9:45
から球技場管理棟で）

各先着30人
無料（ポール
レンタル 代
300円）

②雁の巣グラウンドゴル
フ大会 ５／10㈭9：00〜16：00 400人 600円

③運動会応援！かけっこ
上達教室 ５／13㈰10：00〜12：00 60人 500円

催 し

かなたけの里公園

　①「ブドウづくり体験」収穫後のブドウ（12房程度）は持ち帰り可能です。②「穂
先タケノコ収穫体験」３mほどに伸びたタケノコを揺さぶり、折れた先端部を収穫
して持ち帰ります（50cm前後を２本程度）。試食付き。d①５月６日〜７月８日の日
曜日、８月11日（土・祝）、12日㈰、10月14日㈰午前９時半〜正午②５月12日㈯午前９
時半〜正午li同公園（西区金武）a・f811-5118c各30組（１組５人程度まで）
y①１組4,000円②１組800円（別途体験料として小学生以上は１人につき300円）
e往復はがき（〒819-0035西区金武1367）に代表者の応募事項と参加人数を書
いて４月15日〜①21日②25日（消印有効）に同公園へ。

催 し

全国健康福祉祭（ねんりんピック） ①予選会②選手募集

i同祭参加事業福岡市実行委員会事務局a713-1340f713-0157 ※①について
は県麻雀業組合連合会a・f725-4090（午前10時半〜午後４時半）へ。　同祭は
11月３日（土・祝）〜６日㈫に富山県で開催されます。いずれも対象は市内に住む60
歳以上（昭和34年４月１日以前生まれ）。詳細は問い合わせを。【①福岡市予選会
　健康麻雀（マージャン）】d５月20日㈰午後０時半〜４時l麻雀クラブ ブルード
ラゴン（中央区天神３）c先着52人y3,000円e電話かファクスで４月15日以降に
県麻雀業組合連合会へ。【②マラソン参加選手を募集】c３km、５km、10kmで各２
人e電話かファクスで同事務局へ問い合わせの上、申込用紙を郵送かファクス
で５月14日（必着）までに同事務局へ。

催 し

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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ひとり親家庭支援センター

　いずれも連続講座。li同センター（中央区大手門２）a715-8805f725-7720 
t市内に住む一人親家庭の父母か寡婦y無料（一部自己負担あり）n小学生ま
で。無料e来所で４月15日〜29日に同センターへ（月曜日休館）。

内容 日時 定員

ワード・エクセル基礎講座
５／12〜６／30の土曜日9:30〜16:30 10人
５／29〜６／８の火〜金曜日9:30〜16:30 10人

介護実務者研修（通信） ５／15㈫10：00〜11：00、７／11〜８／29の
水曜日9:30〜18:00 15人

初めてのパソコン講座 ５／17〜23の火〜金曜日9:30〜16:30 10人
医療事務講座 ５／30〜８／９の火〜木曜日18:15〜20:45 15人
コミュニケータ基礎研修 ５／31〜６／８の火〜金曜日9:30〜12:30 15人
ワード基礎講座 ６／５〜26の火〜木曜日18:15〜20:45 10人
エクセル検定対策講座 ６／13〜28の水・木曜日9:30〜16:30 10人
FP技能検定３級講座 ６／23〜８／25の土曜日9:30〜16:30 15人
レクリエーション介護士２級講座６／24〜７／１の日曜日9:30〜16:30 12人
ワード検定対策講座 ７／１〜８／５の日曜日9:30〜16:30 10人
パワーポイント講座 ７／７〜28の土曜日9:30〜16:30 10人
ケアマネジャー受験対策講座 ７／８〜９／２の日曜日9:30〜13:00 20人

講座・教室

南障がい者フレンドホーム

　いずれも連続講座。li同ホーム（南区清水１）a541-5858f541-5856t市内
に住む障がいのある人（②はパソコンの基本操作や文字入力が可能な人、③は小
学４年生以上、④は小学生以上） ※③④は18歳未満保護者同伴y①②④実費③
１人月100円e電話かファクス、来所で４月①②23日③④28日までに同ホームへ。

内容 日時 定員
①パソコン初心者（基本操作、
文字入力など） ５／７〜７／９の月曜日 10:00〜12:00 ４人

②パソコン　ワード（書類など
を作ります） ５／７〜７／９の月曜日 13:00〜15:00 ４人

③習字（子どもは習字、同伴の
保護者は硬筆を学びます）

５／12〜来年３／９の第２土曜日（８月を除
く）10:00〜12:00 ８組

④パン（簡単なパンの作り方を
学びます）

５／12〜来年３／９の第２土曜日（８月を除
く）13:00〜15:00 ８組

講座・教室

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

iアラカンフェスタ実行委員会a401-3456f739-6081l①六本松 蔦屋書店（つ
たやしょてん・中央区六本松４）②③④あすみん（中央区今泉１）y①無料②③④
500円e①不要②③④電話かファクス、メール（info@r60festa.jp）で４月15日以降
に同委員会へ。

内容 日時 定員
①オトナ塾「香椎宮 権禰宜（ごんねぎ）木下英
大さんに聞く　地名から紐解く福岡歴史」 ４／24㈫13:00〜14:00 先着50人

②ワンポイントコーチング＆まわしよみ新聞 ５／７㈪10:30〜12:30 先着20人
③コミュニケーションを通して自己理解を深め
る「ジョハリの窓」ワークショップ ５／７㈪13:30〜15:30 先着20人

④コミュニケーション力アップ講座 ５／７㈪16:30〜18:00 先着20人

講座・教室

語学講座（イタリア語・フランス語・英語）

　いずれも連続講座。①③はコースによって曜日が異なります。詳細は問い合
わせを。l①TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター（博多区博多駅中央街）②九州
学士会（中央区天神２）③博多座・西銀ビル（博多区下川端町）i①福岡日伊協会
a476-2153f476-2634②福岡日仏協会a821-5088f734-1186③福岡日英協会
a476-2155f476-2634 ※いずれも電話は平日のみe電話で各問い合わせ先
へ。

言語 日時 費用

①イタリア語 開講中〜７／５㈭の間で週１回 18：30〜20：
00または19：00〜20：30

１万5,000円（テキスト
代・年会費別）

②フランス語 ４／16㈪〜７／10㈫ ▽基礎＝月曜日18：30
〜20：00 ▽会話＝火曜日19：00〜20：30

一般１万5,000円、学生
１万4,000円（いずれも 
テキスト代別）

③英語
５／７㈪〜７／31㈫の間で週１回（初級＝
月・水曜日、中級＝火・木曜日、上級＝金曜
日）18：30〜20：00

２万円（テキスト代別）

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」

　エアロビクスやヨガなどを行います。d４月24日〜９月25日の火曜日（月３回程
度の連続講座）午前10時〜正午li同センター（中央区長浜１）a721-1611f 

738-3203t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c20人y無料e電話かファクス
で同センターへ。申し込み後、担当者との面談あり。

講座・教室

アミカス

　①「夫・パートナーとの関係を考える〜これってDV？〜」講義とグループワーク
形式で学びます。②「女性の人生サポート講座　創業の基礎知識から創業計画
づくりまで」税理士や弁護士による個別相談もあり。d５月①25日㈮②26日㈯午
後１時半〜３時半liアミカス（南区高宮３）a526-3755f526-3766t女性c先
着①20人②40人y無料n６カ月〜小学３年生（無料。10日前までに要予約）e電
話かファクス、メール（①amikas.soudan@city.fukuoka.lg.jp②amikas@city.fukuo
ka.lg.jp）に応募事項と託児希望者は子どもの名前・年齢を書いて４月15日以降
に同施設へ。来所、ホームページ（http://amikas.city.fukuoka.lg.jp/）でも受け付
けます。

講座・教室

「子どもの食と居場所づくり支援
事業」活動団体を募集

　子どもたちへの温かな食事の提供
に加え、大人と一緒に調理したり宿題
をしたりするような居場所づくり活動
に対して、補助対象経費の一部を助
成します。詳細は市ホームページに掲
載。【申し込み】市ホームページに掲
載する書類を郵送か持参で各区社会
福祉協議会へ。iこども未来局総務
企画課a711-4170f733-5534
第３子優遇事業の手当申請を受
け付けています

i各区子育て支援課　18歳未満の子
どもを３人以上養育する家庭を対象
に、３番目以降の子どもが小学校入学
前の３年間、幼稚園や保育所の保育
料などを免除または助成、手当を支

お知らせ
給する「第３子優遇事業」を行ってい
ます。申請は４月27日までに住所地の
同課へ。詳細は市ホームページに掲
載。

九電記念体育館を閉館します
　後継施設である福岡市総合体育館

（東区香椎照葉６）が今秋開館するこ
とに伴い、来年３月31日㈰に九電記念
体育館を閉館します。iスポーツ振
興課a711-4099f733-5595
NPO活動推進補助事業の実施報
告会・募集説明会

　市民や企業・団体からの寄付金を
基にした基金「あすみん夢ファンド」を
活用したNPO法人による補助金事業
の報告会と、平成30年度の募集説明
会を開催します。d４月26日㈭午後７
時〜９時（午後６時半から受け付け）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20人y無料e不要

　平成30年３月15日号５面（体験しよう都市圏大学公開講座）に掲載した「にこに
こスロージョギングRwithウォーキング2018」について、申し込み・問い合わせ先
の電話番号が誤っていました。正しくは中村学園大学国際交流・社会連携課a 

834-2178です。お詫びして訂正いたします。

電話番号の訂正

●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）
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防犯活動を行うボランティア団体
に助成します

i市防犯ボランティア支援事業実行
委員会事務局（生活安全課内）a711-
4054f711-4059　【対象】地域の防犯
力向上のために、市内で自主的に防
犯活動を行うボランティア団体（他要
件あり）【申し込み】４月16日から市
ホームページに掲載、または同課（市
役所７階）、各区地域防犯担当課で配
布する申請書類を郵送か持参で５月
31日（必着）までに同事務局へ。書類
審査・ヒアリングによる選考あり。

どんたく前夜祭の整理券を配布
　５月２日㈬に福岡国際センター（博
多区築港本町）で開催される前夜祭
の入場整理券を配布します（無くなり
次第配布終了）。【整理券の配布日時・
場所】４月18日㈬午前10時から、福岡
商工会議所１階（博多区博多駅前２）、
博多港ベイサイドミュージアム（博多
区築港本町）、エルガーラ・パサージュ
広場（中央区天神１）、ＲＫＢ毎日放送

（早良区百道浜２）で。i福岡市民の祭
り振興会a441-1170f441-8557
地域で学習活動を行うグループ
に助成します

i市地域の教育力育成・支援協議会事
務局（人権・同和教育課内）a711-4645 
f733-5538　詳細はホームページ（www. 
city.fukuoka.lg.jp/kyoiku/05.html）で
確認するか問い合わせを。【対象】 ▽

小中学生の保護者など10人以上で構
成する、家庭教育に関する学習を行う
グループ ▽人権課題の当事者など10
人以上で構成する、人権問題に関す
る学習を行うグループ ▽中学生の保
護者など10人以上で構成する、放課
後等補充学習を行うグループ【対象
期間】４月１日〜来年３月31日【助成
額】対象経費の５分の４以内で上限額
30万円【申し込み】申請書類を郵送か
持参で５月７日（必着）までに同事務局
へ。書類・面接による選考あり。

厚生労働省慰霊巡拝
　８月〜来年２月に、旧ソ連、中国東北
地方、東部ニューギニア、北ボルネオ、
ビスマーク諸島、ミャンマー、パラオ諸
島、フィリピン、硫黄島を巡拝します。

【対象】上記の地域における戦没者の
遺族＜配偶者（再婚した人を除く）、父
母、子、兄弟姉妹、孫、おい・めい、参加す
る遺族（子・兄弟姉妹）の配偶者＞で原
則80歳以下の人。参加者経費負担あ
り。申し込み方法など詳細は問い合わ
せを。i保健福祉局総務課a711-4493 
f733-5587
平成29年度市民スポーツ賞の受
賞者が決定しました

　 ▽功労者関係＝緒方蓉子、西村充
生 ▽競技者関係＝中村学園女子高等

学校剣道部・バトン部、福岡工業大学
付属城東高等学校ダンス部、福岡大
学付属若葉高等学校ダンス部、ゴー
ルデンハーツバトンチーム、福岡海星
女子学院高等学校バトン部、中村学
園三陽高等学校ヨット部、東福岡高等
学校ラグビーフットボール部、荒木遼
太郎、永石拓海、立川莉奈、酒井陽向、
横山世奈、磯崎哲也、高柳彬、天野穂、
山田雪花、田中菜津美、中村麻美、前
田明日香、松尾瑚子、佐伯聖海、古賀
悠斗、三浦銀二、稲吉渓太、隠塚翔太
朗、木下龍、木原音弥、清原裕揮、小林
賢太、福井翔大、丸山凜太朗、村本晃樹

（敬称略・順不同）iスポーツ振興課a 

711-4099f733-5595
固定資産税の現況調査にご協力
を

　適正な課税のために毎年土地や家
屋の現況調査を行っていますのでご
協力をお願いします。訪問する職員
は顔写真付きの徴税吏員証と職員証
を携帯します。提示を求め、確認して
ください。i各区課税課
平成29年度包括外部監査結果を
公表

i監査総務課a711-4704f733-5867
　監査結果報告書は同課（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
所で閲覧できます。市ホームページ
にも掲載。
障がい福祉サービスを長年利用
した65歳以上を対象に介護保険
サービス負担額を軽減します

i各区福祉・介護保険課または健康
課　平成30年４月以降の障がい福祉
相当介護保険サービス（訪問介護、通
所介護等）の利用負担額を軽減（償
還）します。【対象】次の全てを満たす
人。 ▽65歳に至る前５年間、居宅介
護、重度訪問介護、生活介護、短期入
所いずれかの支給決定を受けていた

▽対象者本人の65歳前日および65歳
以降の申請時に、本人および配偶者
が非課税または生活保護世帯に該当

▽65歳前日において障がい支援区分
２以上 ▽65歳まで介護保険サービス
を利用していない【申請方法】詳細を
問い合わせの上、申請書（マイナン
バーの記載などが必要）、代理受領委
任状、本人名義の銀行預金通帳を持
参して、問い合わせ先へ。

国民生活基礎調査にご協力を
　厚生労働省の委託で生活に関する
調査を行います。４月下旬〜６月上旬
に、市が委嘱した調査員が対象の世
帯を訪問します。厚生労働行政の基
礎資料となる重要な調査です。ご協
力をお願いします。i地域医療課a 

711-4892f733-5535

保健所での検査料金の一部改定

　診療報酬の算定方法の一部改正に
伴い、４月１日から各区保健所の梅毒
検査の料金を570円から610円に改定
しました。i保健予防課a711-4270f 

733-5535
木造戸建て住宅の耐震改修補助
制度を拡充します

　補助上限額を90万円に増額しま
す。また、耐震シェルターや防災ベッ
ドの設置も補助対象となります。詳細
は市ホームページに掲載。i建築物
安全推進課a711-4580f733-5584
大学ネットワークふくおかのホー
ムページをリニューアル

　「DAiFuk.（だいふく）」という名前で、
ホームページ（https://www.daifuk.net
 右下のコードを読み取ってアクセスす
ることもできます）を４月からリニューア
ルしました。全国の高校生に向けて福
岡のまちや大学の魅力を発信し、福岡
への進学を提案しています。関東・関西
と比較した福岡の魅
力、福岡の年間イベン
ト情報なども掲載。i

創業・大学連携課a 

711-4637f733-5901
「もったいない！食べ残しをなくそう
福岡エコ運動」の協力事業者を募集

　適量メニューの提供や啓発ポス
ターの掲示等、同運動に取り組む協力
店を募集しています。登録店舗には啓
発キャラクター「宴会部長　完食一
徹」のポスターとステッカーを送付す
る他、市ホームページで店舗情報や取
り組み内容などを紹介します。詳細は
市ホームページで確認するか問い合
わせを。i資源循環推進課a711-4039 
f733-5907
赤い羽根共同募金の配分先を募
集

　民間社会福祉施設や福祉団体に配
分し、活動を支援します。申請書類な
ど詳細は問い合わせを。【問い合わせ・
申請先】県共同募金会福岡市支会（中
央区荒戸３ ふくふくプラザ２階）a 

720-5350f713-0778【対象事業】平成
31年度実施事業（平成30年度受け付
け分）【申請期間】４月26日〜５月11日

都市計画の原案が縦覧できます
i都市計画課a711-4388f733-5590
　縦覧期間中、市に意見書の提出や
公聴会で意見を述べる（公述）申し出
を行うことができます。地区計画は５
月７日㈪まで意見書の提出可。【原案
の内容】①区域区分・地区計画などの
変更・決定＝大字徳永、大字田尻（い
ずれも西区）の各一部②地区計画の
決定＝香椎照葉六、七丁目（東区）の
各一部【縦覧・意見書の提出・公述の

申し出】４月17日㈫〜30日（月・休）の午
前９時〜午後５時に同課（市役所４階）
で。 ※土・日曜日、祝休日を除く。詳細
は問い合わせを【公聴会（①のみ）】５
月８日㈫午後７時〜９時に市役所15階
で。公述申し出がない場合、公聴会は
開催しません。

介護保険事務の「特定個人情報保
護評価書」についての意見を募集

i介護保険課a733-5452f726-3328
　「特定個人情報保護評価書」は、マ
イナンバー制度施行に伴い、介護保
険に関する事務について、特定個人
情報を保有するに当たり作成したも
のです。同評価書に変更が生じるた
め、意見を募集します。【原案の閲覧・
配布】同課（市役所12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４月27日〜５月26日（消印有
効）に同課へ。

自死遺族法律相談
　臨床心理士同席の下、弁護士が相
談に応じます。d５月２日㈬午後１時〜
４時li天神弁護士センター（中央区
渡辺通５）a738-0073t家族や恋人、
友人などを自死（自殺）で亡くした人
や支援者y無料e電話で同センター
へ。

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）a716-3344f716-3394 
t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。

意見募集

相 談
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休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑧５月１日㈫、６日㈰、13日㈰、20
日㈰、26日㈯、27日㈰午前９時〜10時（１日
は午後６時〜７時）⑨５月６日㈰午前９時
〜10時⑩５月27日㈰午前10時〜正午t 

①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ます。

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

映像ホール・シネラ５月上映一覧
鈴木清順監督特集
２日㈬ 夢二（11）、ツィゴイネルワイゼン（２）
３日

（木・祝）
野獣の青春（11）、悪太郎（２）、暗黒
街の美女（4：30）

４日
（金・祝）

関東無宿（11）、河内カルメン（２）、東
京流れ者（4：30）

５日
（土・祝）

殺しの烙印（11）、けんかえれじい
（２）、悲愁物語（4：30）

６日㈰ 夢二（11）、ツィゴイネルワイゼン（２）
９日㈬ オペレッタ狸御殿（11）、陽炎座（２）
10日㈭ 暗黒街の美女（11）、野獣の青春（２）
11日㈮ 悪太郎（11）、関東無宿（２）
12日㈯ 東京流れ者（11）、河内カルメン（２）

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 歯周病予防健診 ― 1,000円
　※女性医師DAY＝５月13日㈰、20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。

13日㈰ オペレッタ狸御殿（11）、陽炎座（２）
16日㈬ けんかえれじい（11）、殺しの烙印（２）
17日㈭ 悲愁物語（11）、夢二（２）

18日㈮ 暗黒街の美女（11）、ツィゴイネルワ
イゼン（２）

19日㈯ 野獣の青春（11）、悪太郎（２）
20日㈰ 関東無宿（11）、陽炎座（２）
23日㈬ 東京流れ者（11）、殺しの烙印（２）
24日㈭ 悲愁物語（11）、けんかえれじい（２）

25日㈮ 河内カルメン（11）、オペレッタ狸御殿
（２）

　（11）＝午前11時、（２）＝午後２時、（4：30）＝
午後４時半。料金や作品についての詳細は
ホームページ（www.cinela.com）で確認する
か問い合わせを。

　※以下の展示の料金は一般200円、高
大生150円、中学生以下無料。
島とくらし〜玄界島〜
　玄界島（西区）に受け継がれてきた文
化や暮らしを紹介。d４月10日㈫〜６月
10日㈰
甲冑（かっちゅう）にみる江戸時代展〜
武士と武人の甲冑像〜
　武士・武人の甲
冑像や関連資料=
写真=を紹介。d

４月24日㈫〜６月
24日㈰

　※いずれも未就学児は保護者同伴。
乳幼児を対象にした親子あそび
　火〜金曜日に実施（曜日によって時
間・対象年齢など異なる）。詳細はホーム
ページで確認を。
４月の事業（一部抜粋）
　①お手玉あそび②ふれあいひろばd

４月①21日㈯午後２時〜３時半②22日㈰
午後２時〜３時t幼児〜高校生y無料
e不要

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

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/

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（入館は閉
館30分前まで）x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
a741-3551 f741-3541
m info@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）

暴力団被害集中相談日

　警察や弁護士などが電話・面接で
暴力団からの不当要求等の相談に応
じます。d４月21日㈯午前10時〜午後
４時li市暴力追放相談センター（市
役所２階）a711-4076f711-4083y無
料e不要

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a737-8829d①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。y無料e相談専用電話（737- 
8829 火・木曜日午前10時〜午後１時）
で事前予約を。

市職員（文化学芸職）を募集
i美術館リニューアル事業課a714-
6051f714-6145　文化学芸職員（近
現代美術）を募集。【資格】昭和63年４
月２日以降に生まれ、４年制大学で博
物館学、美学、美術史等に関する専門
知識を修めて卒業した人。他要件あ
り【採用予定日】９月１日以降【募集案
内・申込書の配布】情報プラザ（市役
所１階）、各区情報コーナーなどで。市
ホームページにも掲載【申し込み】申
込書を特定記録郵便か簡易書留で４
月16日〜５月８日（消印有効）に同課
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。

職業訓練協会の講座（連続講座）

　詳細は問い合わせを。l①④同協会
（東区千早５）②③⑤アミカス（南区高
宮３）i同協会a671-6831f672-2133 
c先着①④15人②③20人⑤30人n 

①④なし②③⑤６カ月〜小学３年生
（先着順。無料）e電話で４月①16日
②③17日④⑤18日以降に同協会へ。
①パソコン「エクセルVBAマクロ」講習
d６月１日〜７月20日の火・金曜日 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
y２万7,000円
②パソコン「ワード初級」講座　d６月
４日〜20日の月〜木曜日（６月12日を
除く）午前10時〜午後０時半tパソコ
ン初心者y２万円
③パソコン「エクセル初級」講座　d

６月４日〜20日の月〜木曜日（６月12
日を除く）午後１時半〜４時半t簡単
な日本語入力、マウス操作ができる
人y２万3,000円

④パソコン「AutoCADによる建築と機
械部品図面作成」講習　d６月５日〜
８月３日の火・金曜日 午後６時半〜９
時t簡単な日本語入力、マウス操作
ができる人y４万9,000円
⑤ファイナンシャル・プランナー講座
d６月８日〜８月31日の金曜日（８月10
日を除く）午後１時半〜４時y２万円
市立千代保育所 年休代替看護師

（臨時的任用職員）を募集
i指導監査課a711-4262f733-5718
　【資格】看護師免許を持ち、病院、福
祉施設等で看護師として勤務経験が
ある人【勤務場所】同保育所（博多区
千代５）【任用期間】５月21日〜11月20
日（再任用あり）【募集案内・申込書の
配布】同課（市役所13階）、情報プラザ

（同１階）、各区子育て支援課などで。
市ホームページにも掲載【申し込み】
履歴書等を郵送か持参で４月27日（必
着）までに同課へ。

ミュシャ展〜運命の女たち〜
　アールヌーボー様式の画家 アルフォ
ンス・ミュシャの作品を約150点展示。d

４月21日㈯〜５月
27日㈰y一般1,5 
00円、高大生1,0 
00円、小中生500
円（ 前 売りは各
200円引き）

園芸ワークショップ「母の日　花のプレ
ゼントワークショップ」
　母の日のプレゼント用に、花を植えた
フラワーポット=写真=をシールで飾り
付けます（持ち帰り可）。d５月６日㈰午後
１時半〜２時半t小学生以下と保護者c

先着20組y１組
500円e電話か
ファクスで４月
29日以降に同公 
園へ。

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
a263-1100 f263-1105
o午前10時〜午後８時（入場は午後７時
半まで） x水曜（祝休日のときは翌平日）

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

ミュシャ展ポスター

▲

●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）
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飼育の日（４月19日＝しいくの日）
　飼育員が担当獣舎で動物ガイドを行
います。飼育員による餌やりなどもあ
り。詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d４月19日㈭y無料（入園
料別）e不
要（一部で
当日抽選
あり）

　※以下の催しは無料。小学３年生以下
は保護者同伴。
ミラクルラボ体験教室
　手洗いチェックや顕微鏡観察、工作を
します。詳細はホームページで確認を。
d５月３日（木・祝）、５日（土・祝）、13日㈰、27
日㈰午後３時〜３時半（当日午後１時か
ら受け付け）c各先着25人e不要
特別講座「身近な嫌われものたち〜ゴ
キブリからアライグマまで〜」
　感染症を媒介したり、人に害を与えた
りする「衛生動物」についての講座です。
食品害虫（クロゴキブリ、タバコシバン
ムシ）、感染症を媒介するマダニ類、外
来種問題を引き起こしているセアカゴ

ケグモやアライグマなどについて、標本
を交えながら話します。d５月12日㈯午
前10時半〜正午t小学生以上c先着40 
人e電話かメール、来所で４月15日午前
10時以降に同施設へ。
理科応援教室「葉脈標本を作ろう」
　水酸化ナトリウムを用いてヒイラギの
葉脈標本=写真=を作り、葉脈の仕組み
を学びます。d５月19日㈯午前10時半〜
正午t小学４〜
６年生c先着25
人e電話かメー 
ル、来所で４月15
日午前10時以降 
に同施設へ。

　※以下の催しは中学生以下は保護者
同伴。申し込みはホームページでも受
け付けます。
油山十六景めぐり（山笠岩コース）
　十六景（史跡・景勝地）を巡るハイキン
グ。d５月６日㈰午前９時半〜午後１時
c50人y200円e往復はがきで４月26日

（必着）までに同施設へ。
新緑マイナスイオン登山
　油山の山頂（597ｍ）を目指します。d５
月27日㈰午前10時半〜午後２時半c50
人y200円e往復はがきで５月４日（必着）
までに同施設へ。

　①②③⑦は５月〜来年３月、④⑤⑥⑧
は５月〜９月開催（月２回の連続講座）。
詳細はホームページで確認を。d①④
⑤日曜日 午前10時から②土曜日 午後２
時から③土曜日 原則午前10時から⑥日
曜日 午後２時から⑦木曜日 午後６時半
から⑧金曜日 午後６時半からy①3,000
円②１万2,000円③3,500円④⑤⑥⑧２万
円⑦３万5,000円eホームページで４月22
日午後10時まで受け付けます。

クラブ名（内容） 対象・定員
①無線（国内外のアマチュア
無線局と交信します）

小学４年〜高
校生（他要件
あり）、25人

②発明（素材や部品の特徴等
を学び、ものづくりをします）

小学４〜６年
生、12人

③ネイチャー（顕微鏡・天体望
遠鏡等を使った観察・実験）

小学３〜６年
生、20人

④ロボット（火星探査ロボット
と同じ機能のロボットを作り
ます）

小学３年生以
上、24人

⑤実験研究（ノーベル賞を受
賞した実験などに挑戦します）

小学３年生以
上、24人

⑥プログラミング（パソコン
などで使えるアプリを製作し
ます）

小学３年生以
上、24人

⑦デジタル工作（工作機器の
使い方、データの作り方を学
習します）

パソコンの基
本的な操作が
できる中学生
以上、５人

⑧みんなでつくるみんなの科
学館（科学館内の掲示物等を
デザインします）

高校生以上、
７人

科学館
〒810-0044 中央区六本松４-２-１　a731-2525 f731-2530
hwww.fukuokacity-kagakukan.jp/
o午前９時半〜午後９時半 x火曜（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）

〒819-0162 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）

内容 日時 定員 費用
①フリーマーケットの出店 ５／５（土・祝）10：00〜14：00 16区画 無料
②かんたん袖なしAラインチュニック
作り ５／10〜24の木曜日13:00〜16:00 15人 500円

③細長い残り布でパッチワークのバッグ
作り ５／12〜26の土曜日13：00〜16：00 15人 500円

④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 無料
⑤牛乳パックで紙すき 毎日10：30〜15：00の30分程度 ― 無料
⑥つまみ細工の花飾り 毎日10：30〜15：00の30分程度 ― 無料

５月の催し
　②③は連続講座。一部講座で材料の持参が必要。t市内に住むか通学・通勤す
る人（①は販売業者を除く20歳以上）e①往復はがきかファクスで４月21日（必着）
までに同施設へ。②③はがきかファクス、来所で４月24日（必着）までに同施設へ。
当選者のみ通知。④⑤⑥電話かファクス、来所で④希望日の３日前までに⑤⑥随時
同施設へ。

内容 日時 定員 費用
①ボール de 足の使い方まなぼう！ ５／５（土・祝）14：00〜15：00 先着

15人 無料

②メイク美ボディー ベリーダンス ５／10〜６／28の木曜日13：00〜14：15 20人 5,600円
③Let's トライ エクササイズ ５／10〜６／28の木曜日14：45〜15：45 20人 4,800円
④げんきっずコーディネーション（バラ
ンス、反応など運動能力を高めます） ５／11〜７／13の金曜日17：30〜18：30 15人 5,000円

⑤ZUMBA GOLD（ズンバゴールド） ５／12〜７／14の土曜日10：00〜11：00 20人 7,000円
⑥ZUMBA（ズンバ） ５／12〜７／14の土曜日11：15〜12：15 20人 7,000円

　②〜⑥は連続講座。⑤⑥の「ズンバ」はラテン系の音楽に合わせて踊るダンスエ
クササイズです（初心者も参加可）。詳細は問い合わせを。t①小学生②③⑤⑥18
歳以上④小学１・２年生e①電話かファクス、来所で４月15日以降に同体育館へ。②
〜⑥はがきかファクス、来所で４月15日〜②④⑤⑥30日③25日（いずれも必着）に
同体育館へ。

５月の催し
　一部講座で材料の持参が必要。t市
内に住むか通学・通勤する人（②は小学
生と保護者のペア③は販売業者を除く
20歳以上）e①②④⑤⑥往復はがきか
ファクスで開催日の10日前まで（必着）に
同施設へ。②④はホームページでも受
け付けます。③往復はがきで４月28日

（必着）までに同施設へ。⑦電話で５月２
日以降に同施設へ。

内容・日時・料金 定員
①リサイクルせっけん作り　５／９
㈬10:30〜12:00　100円 10人

②親子でエコクッキング　５／13㈰
10:00〜13：00　１組500円 ５組

③フリーマーケットの出店　５／13
㈰10:30〜13:00　無料 20区画

④パッチワーク講座　５／16〜６／
20の水曜日（６／13を除く連続講座）
10:00〜13:00　150円

10人

⑤古布で裂き織り　５／19㈯10:00
〜15:00　500円 10人

⑥古布でぞうり作り　５／24㈭10:00 
〜15:00　200円 10人

⑦おもちゃの病院　５／27㈰10：00
〜14：00　無料（部品代別）

先着10
人　　

クリンパ！元気フェスタ
　「陶器市」「丸織りブローチ作り」など、
さまざまなイベントを実施。詳細は問い
合わせを。d５月13日㈰午前10時〜午後
３時y入場無料（一部有料）e不要

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）

動物園
〒810-0037 中央区南公園１-１
a531-1968 f531-1996
hhttp://zoo.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）

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/

市民体育館
〒812-0045 博多区東公園８-２　a641-9135 f641-9139
o午前９時〜午後10時（プールは午後９時まで）x毎月第３月曜（祝休日のときは翌平日）

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　a731-8100 f731-5361
hwww.fukuwel.or.jp/practice/ o午前10時〜午後６時 x第３火曜

内容 日時 定員
介護ベッドを正しく使おう ６／２㈯10：00〜12：00 先着15人
入浴用具の活用と足浴 ６／６㈬10：00〜12：00 先着20人
認知症を理解しよう ６／７㈭13：30〜15：30 先着50人
シニアエクササイズ ６／11㈪14：00〜16：00 先着40人
心地よい排泄（はいせつ）のために ６／13㈬10：00〜12：00 先着20人
認知症・こんな時はどうするの？ ６／14㈭13：30〜15：30 先着50人
認知症の人の生活を支える ６／21㈭13：30〜15：30 先着50人
地域で支える認知症／認知症サポーターとは／
認知症サポーターにできること ６／29㈮13：30〜15：30 先着50人

６月の講座
y無料e電話かファクス、来所で５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。

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 hwww.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/m-room 
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）

昨年の動物ガイド（レッサーパンダ）

昭和の福博〜あの頃の記憶　写真家	
北島寛のフレーム〜
　昭和30年代前半の写真約60点と、当
時の暮らしを伝える資料を展示。d４月
24日㈫〜５月27日㈰y無料（入館料別）

　※５月３日（木・祝）は午後９時まで開館。
５月４日（金・祝）は午前８時から開館。
博多人形節句人形展
　かぶとや桃太郎などの作品約50点を
展示・販売。d４月19日㈭〜５月８日㈫ ※
最終日の展示は午後５時までy入場無料

「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（11月〜４月）、
午前９時〜午後５時（５月〜10月） 
※入館は閉館30分前まで
x第４月曜日（祝休日のときは翌平日） 

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）

東中洲電停付近 わらべ官兵衛（作家：植木進）

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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