
かなたけの里公園　
①うどん打ち体験②ブドウわくわく収穫体験

　①同公園で採れた麦で作ります。天ぷらの試食もあり。②１口当たり１㎏（３〜
４房）程度の巨峰を収穫。持ち帰りできる量は出来高によって増減する場合あ
り。詳細は問い合わせを。d①７月28日㈯、29日㈰午前９時半〜午後１時②８月18
日㈯、19日㈰、22日㈬午後１時半〜３時半li同公園（西区金武）a・f811-5118 
c①各10組程度（先着。１組５人まで）②各100口（抽選。１組２口まで）y①１組
3,000円②１口900円e①電話か来所で７月15日以降に同公園へ。②往復はがき

（〒819-0035西区金武1367）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢、希
望日、希望口数を書いて７月15日〜８月１日（消印有効）に同公園へ。

催 し

はかた伝統工芸館①田中勇気 博多人形工房 七月人形教
室生徒成果展②博多人形妖怪展

d①７月19日㈭〜24日㈫②８月９日㈭〜14日㈫午前10時〜午後6時（入館は５時
半まで。最終日は５時まで）li同館（博多区上川端町）a409-5450f409-5460 
y入場無料e不要

催 し

　※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 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/

a＃7119●救急車を呼ぶべきか
　迷ったときは
　県救急医療情報センターが年中無休で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
を行います。a471-0099f415-3113でも受け付けま
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。
　※７月18日㈬は百道浜地区花火大会のため、渋滞や交通
規制にご注意ください。

●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。

●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
　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。a661-0771でも受け付けます。

●外科当番医（７月後半の日・祝日）
７月15日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	 a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811

７月16日（月・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
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
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	a558-0081
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
７月22日㈰
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
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
７月29日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 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
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511

7/

19
●木

2博多ひ〜んやり打ち水

　県警察音楽隊による「安全・安心コンサート」の後、浴衣のピーアー
ルレディ「ミスジャポン」や市の環境シンボルキャラクター「エコッパ」
が打ち水をします。雨天中止。d午後６時〜６時半l博多駅前広場i

博多まちづくり推進協議会a474-7243f474-2406（電話は平日午前
10時〜午後５時）y無料e不要

7/

20
●金
他

2夏休み ワクワク「水の天空実験室」

　水道水に関するクイズラリーや２種類の水を飲み比べる利き水体
験、水のサイエンスショーなど。d７月20日㈮〜22日㈰午前10時〜午
後５時lＪＲ博多シティつばめの杜（もり）ひろば（博多区博多駅中央
街）i水道局総務課a483-3139f482-1376y無料e不要

7/

21
●土

3市美術館　つきなみ講座
「ニューヨークミュージアム事情」

　ニューヨーク（米国）におけるミュージアムの教育活動について話し
ます。d午後３時〜４時（受け付けは２時半から）l市博物館（早良区百
道浜三丁目）i市美術館学芸課a714-6054f714-6145c30人（先着）
y無料e不要

7/

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
一丁目）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。

7/

22
●日

2夏休みの自由研究にバッチリ 
和白干潟の生きものやハマボウを見る会

　帽子・飲料を持参、長靴や濡れてもいい運動靴で参加を。d午前10
時半〜午後０時半（受け付けは10時15分から）l集合は和白干潟海の
広場（東区和白四丁目）＝西鉄貝塚線唐の原駅下車徒歩５分i和白干
潟を守る会・山之内a090-8412-2663f944-1543y無料e不要

7/

23
●月
他

2暮らし安心・適応リノベーション促進事業
〜複層ガラス等への改修効果が分かるパネル展〜

　省エネにつながるほか、結露の防止や熱中症予防などにも効果的
な複層ガラス等のパネル展。実物の展示もあり。d７月23日㈪〜26日
㈭午前10時〜午後５時l市役所１階多目的スペースi環境・エネル
ギー対策課a711-4282f733-5592y無料

7/

25
●水

3ボートレース福岡
｢プリザーブドフラワーを使ったハーバリウム作り｣

　ガラス瓶の中にオイルと花を入れて飾り物を作ります。作品は持ち
帰り可。d午後１時〜２時半lボートレース福岡（中央区那の津一丁目）
iアノンセa771-3166f771-3344t20歳以上の女性c20人（抽選）y

無料（入場料別）eはがき（〒810-0041中央区大名２-３-３-903）かファク
スに応募事項とファクスの場合はファクス番号を書いて７月20日（必
着）までに問い合わせ先へ。７月23日までに当選者のみ通知。

7/

27
●金

2市博物館　トワイライト・コンサート

　市立福岡西陵高校管弦楽部が演奏します。小学生以下は保護者同
伴。d午後７時〜８時半 ※雨天時は午後８時〜９時li同博物館（早
良区百道浜三丁目）a845-5011f845-5019y無料e不要

7/

27
●金
他

3手話を学びたい聴覚障がい者のための手話教室

　日程など詳細は問い合わせを。d７月27日〜12月21日の全９回（い
ずれも金曜日）午後７時〜８時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁
目）i市ろうあ協会a406-3406f406-3407t市内に住む18歳以上の
聴覚障がい者c12人（先着）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）に応募事項とファクス番号、職業を書い
て７月15日以降に同協会へ。

情報BOX 福岡市政だより
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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

※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
教室催し 講座
教室催し 講座
教室

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

※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。
※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 事 項



海っぴビーチ　①サマーフェスタ②マリンスポーツ教室

　詳細は問い合わせを。①スイカ割りなどのレクリエーションと放水シャワー、地
引き網体験（午前11時から。要予約）。小学生以下は保護者同伴。②ウインドサー
フィン、カヌー、パドルサーフィン（複数コースあり）。小学生は保護者同伴。d①７
月22日㈰午前10時〜午後３時半②８月５日㈰午前９時〜午後２時l①シーサイド
ももち海浜公園（早良区百道浜二丁目）②マリナタウン海浜公園（西区愛宕浜三
丁目）i市海浜公園a822-8141f822-8147t①地引き網体験は４歳以上②小学
３年生以上c①なし。地引き網体験は150人（先着）②各コース10人（先着）y①
入場無料。地引き網体験は500円②ウインドサーフィン＝2,000円、カヌー、パドル
サーフィン＝各1,500円e①不要。地引き網体験は７月20日午後５時までに②７月
15日以降に同公園へ。いずれもファクスかホームページで受け付け。

催 し
福北連携コーナー
北九州市立総合農事センターのお知らせ

　自然に触れ、農業を知ることができる公園です。ウサギやモルモット、ポニー
などがいる「動物ふれあい広場」のほか、地元の野菜などを扱う直売所やカ
フェもあり。BBQガーデンでは手ぶらでバーベキューが楽しめます（電話で前
日までに予約を。食材持ち込みの場合は予約不要）。詳細は問い合わせを。o

午前９時〜午後４時半（10月31日まで閉園時間を午後６時に延長） ※一部施設
は営業時間が異なるli同センター（北九州市小倉南区横代東町一丁目）a 

093-961-6045f093-961-7660y入場無料

7/

28
●土

2ココロンセンター　ココロン映画会 アニメ『聲
こえ

の形』

　聴覚障がい者に関する映画を上映。d午前10時半、午後２時から（各
回２時間程度）。開場は30分前lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）
i同センターa717-1237f724-5162c各240人（先着）y無料e不要

7/

28
●土

3埋蔵文化財センター　考古学講座「人とニワトリの関
係史〜その起源と日本への渡来を探る〜」

　講師は、北海道大学総合博物館の江田真毅氏。d午後１時半〜３時
半（開場は０時半）li同センター（博多区井相田二丁目）a571-2921 
f571-2825c200人（先着）y無料e不要

7/

28
●土
他

3市民防災センター　新米パパママ応急手当て講習会

　１歳前後の子どもに対する心肺蘇生法や異物除去法などを学びま
す。d７月28日㈯、29日㈰、８月25日㈯、26日㈰午前10時〜11時半、午後
１時〜２時半li同センター（早良区百道浜一丁目）a847-5990f847-
5970t１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c

各回10組（先着）y無料e電話で７月開催分は７月15日以降に、８月開
催分は８月１日以降に同センターへ。

7/

29
●日

3市民講座「鴻
こうろかん

臚館学」入門

　広島女学院大学客員研究員の田中圭子氏が「遣唐使時代の薫物（た 
きもの）」をテーマに話します。d午後１時半〜３時l中央市民センター

（中央区赤坂二丁目）i史跡整備活用課a711-4784f733-5537c70人
（先着）y無料e往復はがき（〒810-8620住所不要）で７月15日以降に
同課へ。

7/

29
●日

3シリーズ「アートと社会包摂」公開講座
〜「障がい者アート」という言葉の背後にあるもの〜

　ドキュメンタリー映像作品の上映とトークセッション。d午後１時〜
４時l福岡アジア美術館あじびホール（博多区下川端町）i九州大学
大学院芸術工学研究院ソーシャルアートラボa・f553-4552c100人

（先着）y1,000円eファクスかメール（sal-cul@design.kyushu-u.ac.jp)
で７月27日までに問い合わせ先へ。ホームページでも申し込み可。

7/

29
●日

3東図書館「工作教室 ブロックパズルを作ろう」

　方眼紙を使って作ります。d午後２時〜４時lなみきスクエア（東区
千早四丁目）i同図書館a674-3982f674-3973t小学生（小学１〜３
年生は保護者同伴）c12人（先着）y500円e電話か来所で７月16日以
降に同図書館（なみきスクエア内）へ。

7/

31
●火

2老人福祉センター長生園「長生園オレンジカフェ」

　認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気で話や相談ができ
ます。d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-0903f 

641-0907tおおむね50歳以上c30人（先着）y無料e電話かファクス、
来所で７月15日以降に同園へ。

7/

31
●火
他

3老人福祉センター早寿園「夏休み子ども陶芸教室」

　陶芸講師と一緒に小鉢を作ります。d７月31日㈫、８月７日㈫午後２
時〜４時l同園陶芸場（早良区百道一丁目）i同園a804-7750f804-
7751t市内に住む小学生（小学２年生以下は保護者同伴）c各16人

（先着）y500円e電話か来所で７月15日以降に同園（早良区重留七丁
目）へ。

8/

1
●水

2友泉亭公園　夏休み消防まつり

　消防車・はしご車の試乗や放水体験など。はしご車の試乗は当日午
前10時半から先着順に抽選を行います（30人。４歳以上）。d午前10時
半〜正午 l同公園第３駐車場（城南区友泉亭）i同公園a・f711-0415 
y無料e不要

8/

1
●水
他

3楽水園①「浴衣の着付け教室」②「初心者茶道教室」

d８月①1日㈬午後１時〜３時②４日㈯午前10時半〜午後０時半、午後１
時半〜３時半li同園（博多区住吉二丁目）a・f262-6665c①10人
②各５人（いずれも先着）y①1,000円②2,000円e電話かファクス、メ 
ール（mail-otoiawase@rakusuien.net)に応募事項と希望日時を書いて
７月15日以降に同園へ。来所でも受け付けます。

8/

2
●木
他

3日本語ボランティア養成講座

　外国人向けの日本語教室での指導方法や基礎知識等を学びます。
詳細はホームページで確認を。d８月２日㈭〜10月９日㈫の間（全11日
の連続講座）午後７時〜８時半l市国際会館（博多区店屋町）i福岡
よかトピア国際交流財団a262-1724f262-2700t市内に住むか通勤・
通学する人で、講座修了後にボランティア活動が可能な人（過去受講
者、現在日本語教室でボランティアをしている人、日本語教師有資格
者を除く）c40人（抽選）y無料e往復はがき（〒812-0025博多区店屋
町４-１）で７月20日（必着）までに同財団へ。

8/

2
●木
他

3西南杜
もり

の湖畔公園「初めてのジュニアテニス」

d８月２日㈭、９日㈭、16日㈭午後４時〜６時（連続講座）li同公園（城
南区七隈六丁目）a・f863-7929t小学１〜３年生c各学年10人（先着）
y4,500円e電話で７月15日午前９時以降に同公園へ。

8/

3
●金
他

3ベジフルスタジアム　親子料理教室

　旬の野菜を使って皿うどんを作ります。d８月３日㈮、４日㈯午前10
時半〜午後１時半liベジフルスタジアム（東区みなと香椎三丁目）
a683-5323f683-5328t小学生と保護者のペアc各12組（抽選）y１
組1,000円eはがき（〒813-0019東区みなと香椎３-１-１-201）かメール

（brand.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事項と希望日、参加
する小学生の名前と学年を書いて７月26日（必着）までに同施設へ（１
組１通）。７月17日以降ホームページでも受け付けます。当選者のみ７
月27日に通知。

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
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アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん

　①「夏の昆虫標本展」土日祝日は専門スタッフによる説明もあり。②「樹名札作
り」公園内の木に付ける木製の名札を作ります。③「ツリーワーカー（木登りのプ
ロ）が教える木登り体験」d①７月29日㈰〜８月12日㈰午前９時〜午後５時②８月
１日㈬〜31日㈮午前10時〜午後４時 ※いずれも火曜日を除く。②は定員に達し
たら終了③８月19日㈰午前10時〜午後０時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）
a661-5980f661-8020t①不問②③小学生以上c①なし②100人③20人（②③
は先着）y①②無料（いずれも入館料別）③1,000円e①不要②当日窓口で受け
付け③電話で７月19日以降に同公園へ。

催 し

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

　①「黒酢で健康寿命アップ」②「筑前琵琶で聞く真夏の怪談」③「女性でも大丈
夫 今すぐできる１秒護身術体験会」d①７月24日㈫②７月31日㈫③８月７日㈫い
ずれも午後１時〜２時（受け付けは午後０時半から）l六本松 蔦屋書店（つたや
しょてん・中央区六本松四丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-
3456f739-6081c各50人（先着）y無料e不要

催 し

8/

3
●金
他

3市美術館　夏休みこども美術館　
①色材つくり②光の作品つくり

d８月①３日㈮②４日㈯午前10時〜午後４時l市科学館（中央区六本
松四丁目）i市美術館学芸課a714-6054f714-6145t小学３年〜中
学生c各20人（抽選）y無料e往復はがき（〒810-0043中央区城内２-５）
かメール（workshop@fukuoka-art-museum.jp）に参加者全員の応募事
項と希望日を書いて７月20日（必着）までに同美術館「夏休みこども美
術館」係へ。

8/

3
●金
他

2天神夏まつり

　盆踊りや露店など。オープニングセレモニーとして、３日㈮午後４時
半から打ち水をします（飛び入り参加可）。d８月３日㈮午後５時〜10時、
４日㈯、５日㈰午後３時〜10時l市役所西側ふれあい広場iWe Love  
天神協議会a734-8750f718-7331y入場無料e不要

8/

4
●土

3月隈パークゴルフ場「パークゴルフ初心者教室」

　座学と実技でパークゴルフの基本を学びます。中学生以下は保護
者同伴。d午前９時〜正午li同ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a 

504-5333f586-5388c８人（先着）y1,000円e電話かファクスで７月15
日以降に同ゴルフ場へ。

8/

4
●土

2地下鉄で行こう ホークス応援キャンペーン

　地下鉄唐人町駅改札内で、地下鉄マスコット・ちかまるなどをかた
どった、写真を撮る時に使う小道具「フォトプロップス」等を先着4,000
人に配布します。詳細はホームページで確認を。d午前11時〜午後３時

（なくなり次第終了）i地下鉄お客様サービスセンターa734-7800f 

721-0754e不要

8/

4
●土

3博多ガイドの会 夏休み親子企画「竹とんぼ講習会」

　博多区の玩具店を訪ねた後、竹とんぼを作ります。d午後２時〜４
時l集合は呉服町ビジネスセンター（博多区上呉服町）i博多区企
画振興課a419-1012f434-0053t小学生以上と保護者のペアc10組

（先着）y１組1,200円e電話で７月17日午前９時以降に同課へ。

8/

4
●土

2小中学生向け夏休み体験実験
「ふしぎなプラスチックの科学」

　プラスチックに関する講義や電子顕微鏡体験、工作など。d午後１
時半〜５時li市産学連携交流センター（西区九大新町）a・f806-
9877t市内に住む小学５年〜中学生（小学生は保護者同伴）c30人

（抽選）y無料eメール（sangaku@arrow.ocn.ne.jp)に応募事項と小学
生は保護者の氏名も書いて７月20日までに問い合わせ先へ。当選者
のみ通知。

8/

4
●土

3テキスト訳ボランティア養成講座

　視覚障がい者がパソコンやスマートフォンを使って音声で情報を取
得するために必要な「テキスト化」の作業を学びます。d午前10時〜11
時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会ボラ
ンティアセンターa713-0777f713-0778c20人（抽選）y無料e電話
かファクスで７月25日までに同センターへ。

8/

4
●土

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　堆肥の熟成度の見方と施肥の方法、トウモロコシと白菜の種まき
（ポット）、太陽の熱を利用した畑の土壌消毒を学びます。d午後１時半
〜３時lクリーンパーク・東部敷地内（東区蒲田一丁目）i循環生活研
究所a405-5217f405-5951t市内に住む人c30人（抽選）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。

8/

4
●土
他

3雁の巣レクリエーションセンター①県タレント発掘事業 
体力・運動能力測定会②ノルディック・ウオーキング教室

　①将来有望なスポーツ選手を発掘する県の事業。25m走やボール
投げ等の測定を行います。詳細は問い合わせを。②２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。いずれも雨天時
は中止。d８月①４日㈯午前10時〜午後５時②６日〜27日の月曜日午前
９時〜10時半li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①
小学生〜中学１年生②小学生以上c①なし②各30人（先着）y無料

（②はポールレンタル代300円）e①当日多目的グラウンドAで随時受
け付け②当日午前８時45分から球技場管理棟で受け付け。

8/

5
●日

2立花寺緑地リフレッシュ農園　夏まつり

　エイサー（守破離太鼓）演舞、じゃんけん大会など。農産物等の販売
もあり。詳細は問い合わせを。d午前10時〜午後３時li同農園（博
多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883y入場無料e不要

8/

6
●月

3もーもーらんど油山牧場「手作りバター教室」

　牧場産の生クリームでバターを作ります。d午前11時〜11時半l 

i同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040t小学生以上c40人（抽
選）y300円e電話で７月30日までに同牧場へ。ホームページでも受
け付けます。

8/

7
●火

3ライトダウンキャンペーン for Kids「オリジナルキャン
ドルシェードづくりワークショップ」

　地球温暖化について学び、和紙と割り箸を使っ
てキャンドルシェード=写真=を作ります。d午前
11時〜午後０時半、３時〜４時半l早良市民センタ 
ー（早良区百道二丁目）i環境・エネルギー対策課
a711-4282f733-5592t小学１〜４年生（保護者同
伴）c40人（先着）y無料eファクスかメール（kan
kyoenergy.EB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の
応募事項と希望時間を書いて７月17日以降に同課
へ。

8/

7
●火
他

3市ヨットハーバー　ジュニアマリン体験教室

　セーリング、カヤックなどを体験。d８月７日㈫〜９日㈭午前10時〜
午後４時li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）a882-2151f881-
2344t市内に住む小学３年〜中学生c各16人（抽選）y1,500円e７月
15日〜23日にホームページで受け付けます。来所でも受け付け可。
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※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。応募事項



舞鶴公園①「みどりのまちマルシェ」②「ラジオ体操をしよう」

　①有機野菜や農産加工品などを販売。詳細はホームページに掲載。②雨天中
止。d①７月21日㈯、８月11日（土･祝）、９月15日㈯、10月14日㈰、11月３日（土･祝）午前
10時〜午後４時②７月23日㈪〜８月24日㈮の平日午前８時40分〜50分li同公
園①藤園②陸上競技場東側（中央区城内）a781-2153f715-7590y①入場無料
②無料e不要

催 し

東平尾公園①大谷広場「じゃぶじゃぶ池」オープニングイベ
ント②博多の森を楽しむ会「昆虫ウオッチング」

　①竹の水鉄砲体験などのイベントを開催します。先着200人（子ども限定）に
ジュースなどの飲み物を進呈。着替え持参。②レベ
ルファイブスタジアムの裏山で観察。d①７月21日
㈯午前10時半〜正午②８月４日㈯午前10時〜午後０
時半li同公園（博多区東平尾公園二丁目）a611-
1515f611-8988t①小学生以下②小学生以上（小
学生は保護者同伴）c①なし②15組（先着。１組２〜３
人）y①無料②1人200円e①不要②電話かファク
ス、メール（rikujyo.hakatanomori@midorimachi.jp）、来 
所で７月15日以降に同公園へ。

催 し

じゃぶじゃぶ池

8/

8
●水

2夏休み 映画無料鑑賞会『僕のワンダフルライフ』

　小学２年生以下は保護者同伴。d午後１時半〜３時10分liさざん
ぴあ博多（博多区南本町二丁目）a502-8570f502-8571c280人（先
着）y無料e７月20日以降に同施設でチケットを配布します。

8/

9
●木

2市立福岡西陵高校管弦楽部　定期演奏会

　市内唯一の高校生フルオーケストラである同部による演奏会。メン
デルスゾーンの「バイオリン協奏曲」は若手バイオリニストの中村太
地氏と共演。d午後６時半〜８時半l福岡シンフォニーホール（中央区
天神一丁目 アクロス福岡）i同部・黒木a080-1786-8900f882-8079 
c1,800人（先着）y1,000円、高校生以下500円（当日はそれぞれ1,500
円、800円）eアクロス福岡チケットセンターなどで販売。

8/

9
●木

4市技術研究発表会

　市技術職員による研究成果の発表のほか、庭園デザイナー石原和
幸氏による講演もあり。d午後１時半〜５時半l市役所15階講堂i技
術企画課a711-4903f733-5767t市内に住む18歳以上c50人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（gijutsukikaku.FB@city.fukuoka.lg.jp） 
で７月15日以降に同課へ。

8/

9
●木

2みんなで学ぼう製粉工場

　東区の日本製粉福岡工場を見学します。d午後１時20分〜４時半l

集合・解散は東区保健福祉センター（東区箱崎二丁目）i東区衛生課
a645-1111f645-1114t市内に住む小学４〜６年生と保護者のペアc 

10組（抽選）y無料eはがき（〒812-8653住所不要）に参加者全員の応
募事項を書いて７月15日〜27日（消印有効）に同課へ。

8/

11
●●土・祝

2市観光案内ボランティアとまち歩き
「福岡・博多“深”発見　博多千年門コース」

　若八幡宮や大楠様、博多千年門（せんねんのもん）などを巡りなが
ら、博多駅から東長寺まで歩きます。d午前10時〜午後０時半l集合
は市観光案内所（博多駅総合案内所）i福岡観光コンベンションビュ 
ーローa733-5050f733-5055c20人（先着）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７月15日午前10時以降
に問い合わせ先へ。

8/

14
●火
他

2NPO法人の設立説明会

d８月〜来年３月の第２火曜日午後２時半〜４時 ※各回同じ内容lあ
すみん（中央区今泉一丁目）i市民公益活動推進課a711-4927f733-
5768tNPO法人の設立を考えている人、法人格を取得して活動を広
げたい人などc各20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（koeki.
CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日、参加人数を書いて同課
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。

8/

18
●土

3九州大学で機械を学ぼう 
〜水素エネルギー、摩擦、運動と力〜

　機械や水素エネルギーについて学ぶ体験型教室。施設見学やペッ
トボトル電池の製作など。d午後１時半〜４時半l同大学伊都キャン
パス（西区元岡）i新産業振興課a711-4333f733-5901t市内に住む
小学４〜６年生（保護者同伴）c30人（抽選）y無料eはがき（〒810-
8620住所不要）かファクス、メール（shinsangyo.EPB@city.fukuoka.lg.
jp）に応募事項と保護者氏名を書いて８月３日（必着）までに同課へ。

8/

18
●土
他

2ふくおか技能フェスティバル

　「ものづくり体験」として、①からくり屏風（びょうぶ）②シルバーキー
ホルダー③巨大恐竜Ａ④かまぼこ⑤巨大恐竜Ｂ—を作ります。d８月
①18日㈯午前10時〜正午②19日㈰午前10時半〜午後０時半③19日㈰
午前11時〜午後０時半④19日㈰午後１時半〜３時半⑤19日㈰午後２時
〜３時半l福岡国際会議場（博多区石城町）i市技能職団体連合会
a631-7320f631-7321t①②④小学生③⑤未就学児c①②④各10
人③⑤各15人（いずれも抽選）y無料e往復はがき（〒812-0044博多
区千代２-21-13-205号）に応募事項と希望プログラムを書いて７月27日

（必着）までに同連合会へ。

8/

19
●日

2松風園　親子体験茶会

d午後１時半〜３時li同園（中央区平尾三丁目）a・f524-8264c10
組（先着）y１人800円（中学生以下は500円）e電話かファクスで同園
へ。

8/

19
●日
他

3中高生夢チャレンジ大学

　IT企業のCEOや食品会社の創業者などさまざまな分野で活躍す
る人を講師に迎え、夢ややりたいことを見つけるためのワークショップ
を実施。詳細は問い合わせを。d８月19日㈰午前10時〜20日㈪午後１
時半（宿泊研修）、21日㈫午前９時半〜午後５時、23日㈭午前９時半〜
午後５時、９月９日㈰午後１時〜５時l市科学館（中央区六本松四丁目）
他i中高生夢チャレンジ大学事務局a711-5491f731-5210t市内に
住むか通学する中高生c100人（抽選）y8,000円（生活保護・非課税世
帯は2,000円）eホームページで７月22日まで受け付けます。

8/

20
●月

3うつ病家族教室「うつ病について」

　講師は福岡大学病院精神科医の大串祐馬氏。家族交流会もあり。
d午後１時半〜３時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i精神保健福
祉センターa737-8825f737-8827tうつ病の人の家族c30人（先着）
y無料e電話か来所で７月17日以降に同センターへ。

8/

20
●月
他

2地下鉄お仕事体験

　駅放送や券売機の取り扱いなど、駅員の業務を体験します。詳細は
問い合わせを。d８月20日㈪、21日㈫午後０時半〜３時半l空港線天
神駅、七隈線天神南駅i乗客サービス課a732-4128f734-2833t小
学４〜６年生と保護者c各６組（抽選。１組３人＝大人１人、子ども２人ま
で）y無料eはがき（〒810-0041中央区大名２-５-31）に参加者全員の
応募事項と希望日、代表者のメールアドレスを書いて７月16日〜29日

（必着）に同課へ。ホームページでも受け付け。当選者のみ通知。

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
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健康づくりサポートセンター　休日＆ナイト健診（総合健診）

li同センター（中央区舞鶴二丁目 あいれふ内）a751-2806f751-2572t①は
市国民健康保険加入者、⑩は、⑨の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n３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 日時
① よかドック 40〜74歳 500円

８／５㈰、７㈫、12㈰、19㈰、
25㈯、26㈰ 9：00〜10：00 
 ※７㈫は18：00〜19：00
	【女性医師DAY】12㈰、
19㈰、25㈯は、⑦の検診
を女性医師が行います。
①②⑥の健（検）診は全
日程女性医師および女
性技師です。

② よかドック30 30〜39歳 500円
③ 胃透視検査 40歳以上 600円

④ 胃内視鏡検査 50歳以上の
偶数年齢者 1,800円

⑤ 胃がんリスク検査 35歳か40歳 1,000円

⑥ 乳がん検診
40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑦ 子宮頸（けい）がん検診 20歳以上 400円
⑧ 大腸がん検診 40歳以上 500円
⑨ 結核・肺がん検診 40歳以上 500円
⑩ 喀痰細胞診検査 50歳以上 700円

⑪ 骨粗しょう症検査 40歳以上 500円 ８／５㈰9：00〜10：00、７㈫ 
18：00〜19：00

⑫ 歯周病予防健診 18歳以上 1,000円 ８／26㈰10：00〜12：00

催 し

西部運動公園　テニスキッズスクール

　詳細は問い合わせを。d月曜日または金曜日の週１回（８月13日を除く。７月25
日〜８月22日の水曜日も開講）午後４時〜５時li同公園（西区飯盛）a811-5625 
f811-0549t４歳以上の未就学児c各12人（先着）y月1,000円（別途入会金4,320
円）e来所で７月15日以降に同公園へ。

講座・教室

チ
ラ
シ
画
像

NHKドラマのモデル
にもなりました

8/

21
●火

4難病講演会「クローン病について」

　講師は福岡大学筑紫病院消化器内科助教・岸昌廣氏。d午後３時〜４
時半l西区保健福祉センター（西区内浜一丁目）i西区健康課a895- 
7073f891-9894c60人（先着）y無料e電話かファクスで７月17日午
前８時45分以降に同課へ。

8/

21
●火

2夏休み　博多港見学こどもクルーズ

　「マリエラ」に乗って各ふ頭を見学しながら、博多港の役割や市民生
活との関わりを学びます。d午後３時〜４時半l集合・解散はベイサイ
ドプレイス博多（博多区築港本町）i博多港振興協会a271-1378f282- 
4757t小中学生と保護者（１組５人まで）c180人（抽選）y無料e往復
はがき（〒812-0031博多区沖浜町12-１）に代表者の応募事項と参加者
全員の氏名、年齢（小中学生は学年も）を書いて７月30日（必着）までに
同協会へ。

8/

24
●金

4子ども虐待防止市民フォーラム「ひとりぽっちをつくら 
ない〜このまちで共に生きる〜」

　基調講演は、『ひとりぽっちをつくらない』の著者・
勝部麗子氏=写真。トークセッションやパネル展も
あり。d午後１時半〜４時半lエルガーラホール（中 
央区天神一丁目）iこども家庭課a711-4238f 

733-5534t市内に住む人c600人（先着）y無料n

６カ月〜小学生（先着順。無料。８月10日までに要
予約）e電話かファクス、メール（kodomokatei@
city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と、団体に所属する
人は団体名を書いて７月15日以降に同課へ。

8/

25
●土

2中央市民センター　
なつやすみ映画会『パディントン２』

　小学生以下は保護者同伴。d午前10時、午後２
時から（各回１時間45分）。１時間前から整理券を配
布。開場は30分前li同センター３階（中央区赤
坂二丁目）a714-5521f714-5502c各500人（先
着）y無料e不要

8/

31
●金

3あゆみ学園・屋形原特別支援学校「ボランティア講座」

　１〜５歳の障がい児が通うあゆみ学園と、６〜18歳の障がい児が通
う屋形原特別支援学校の紹介や、ボランティア体験など。d午前９時
〜午後０時半li同学校（南区屋形原二丁目）a565-4921f565-4930 
c20人（先着）y無料e電話かファクスで７月15日以降に同学校へ。

9/

1
●土
他

2V
ヴ ォ イ サ リ オ ン

O ICAR IONⅢ 博多座声歌舞伎〜信長の犬〜

　人気声優と生演奏による音楽朗読劇。d９月１日㈯午後５時半〜、２
日㈰午前11時〜、午後３時半〜（各回２時間半程度）li博多座（博多
区下川端町）a263-5555f263-3630t小学生以上yＡ席１万2,500円、
Ｂ席9,500円e７月21日午前10時以降に電話で予約を。ホームページ
でも購入できます。

9/

4
●火
他

3市民体育館「放課後 スイミング」

d９月４日〜12月４日の火曜日午後５時半〜６時半（９月18日、10月16日
を除く連続講座）li同体育館（博多区東公園）a641-9135f641-9139 
tクロールが苦手な小学１〜３年生c15人（抽選）y7,800円eはがき

（〒812-0045博多区東公園８-２）かファクスで７月15日〜31日（必着）に
同体育館へ。来所でも受け付けます。

9/

12
●水
他

3地域女性活躍チャレンジ塾

　自治会・町内会などで活動をしている、または地域で活動してみた
い女性を対象にしたワークショップ（連続講座）。講師は福岡大学非常
勤講師の佐藤倫子氏。d９月12日㈬、10月10日㈬、11月21日㈬午前10
時〜正午lアミカス（南区高宮三丁目）i男女共同参画課a711-4107 
f733-5785c30人（抽選）y無料n６カ月〜就学前（無料。８月24日ま
でに要予約）e電話かファクス、メール（danjokyodo.CAB@city.fukuo
ka.lg.jp）で８月24日までに同課へ。

9/

25
●火
他

3認知症コミュニケーション・ケア技法「ユマニチュードR」 
専門職向け講習会

d９月25日㈫、26日㈬午前10時〜午後４時（連続講座）lアクロス福岡
（中央区天神一丁目）iエクサウィザーズ 福岡市ユマニチュード事務
局a050-6865-7848f053-415-9990t初めてユマニチュードを学ぶ看
護・介護等の専門職c108人（抽選）y３万7,800円e市ホームページに
掲載、または情報プラザ（市役所１階）、各区保健福祉センター地域保
健福祉課などで配布する申込書を郵送かファクス、メールで7月10日
〜23日（必着）に同事務局へ。ホームページでも受け付けます。

9/

29
●土

3公開講座「博多マイスター塾」造園講座

　講師は、市が「博多マイスター」として認定した造園工の高尾図志雄
氏。せん定や造園の技法を学びながら「盆景」を制作します。作品は持
ち帰り可。d午前９時半〜午後３時半l高尾造園（早良区脇山）i地域
産業支援課a441-3303f441-3211t次のいずれかに該当する中学生
以上 ▽造園に関連する業務に従事している ▽造園に関連する専門学
校等に通っている ▽造園に関連する知識を身に付けたいc６人（抽選）
y3,000円（保険料別）e郵送（〒812-0011博多区博多駅前２-９-28 福岡
商工会議所２階）かファクス、メール（chiikisangyo.EPB@city.fukuoka.lg
.jp）に応募事項（学生・社会人を明記）と応募の動機を書いて７月15日
〜８月10日（必着）に同課へ。市ホームページでも受け付けます。当選
者のみ通知。
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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。

※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。応募事項

講演



博多座「市民半額観劇会」

　ミュージカル「マリー･アントワネット」を半額で観劇できます。d９月16日㈰、18
日㈫、22日㈯、24日（月・休）午後５時から（22日は正午から）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（抽
選）yＡ席7,750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７月25日（消印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（７
月30日ごろ発送）。

催 し

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
二丁目 あいれふ３階）a716-3344f 

716-3394t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。

精神保健福祉センター 専門相談
　【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。 
※上記の場所・問い合わせ先は同セ
ンター（中央区舞鶴二丁目）a737-8825 
f737-8827

９月１日㈯からアイランドシティ中
央公園（東区香椎照葉四丁目）駐
車場を有料化します

y１時間ごと100円（12時間ごと最大
500円）、24時間利用可iみどり推進
課a711-4424f733-5590
①「心の輪を広げる体験作文」②「障
がい者週間のポスター」を募集

　テーマは①「障がいのある人とな
い人との心のふれあい体験」②「障が
いのある人とない人との相互理解の
促進」 ※規格など詳細は、市ホーム
ページで確認するか問い合わせを。
t市内に住むか通学する①小学生以
上②小中学生e応募事項と作品名、

相 談
生年月日、性別、障がいの有無と程度、
職業または学校名（学年）、あればファ
クス番号を書いた用紙と作品を郵送

（〒810-8620住所不要）で９月５日（必
着）までに障がい者在宅支援課へ。i

同課a711-4248f711-4818
脇山ジェラートの試食会を開催し
ます

　早良区脇山の特産品（米、茶、ブ
ルーベリーなど）を使った「脇山ジェ
ラート」を開発。レストラン「コマツプ
ルミエ」（中央区大名一丁目）で試食
会を開催します（ビュッフェ形式の食
事・飲み物付き）。当日は生産者から
話を聞くこともできます。d７月25日
㈬午後６時半〜９時（入店は８時まで）
iジェラートに関して＝政策企画課
a711-4841f733-5583、試食会・予約
に関して＝コマツプルミエa738-3207 
c60人（先着）y3,500円e電話で７月
15日以降にコマツプルミエへ。
観光客への「おもてなし力」の向
上に取り組む団体を支援します

　詳細は市ホームページに掲載。【対
象】市内の複数（おおむね４事業者以
上）の民間事業者、NPO法人等で構
成される団体【補助金額】１団体当た
り、事業費全体の２分の１で最大10万
円【申請】市ホームページに掲載中の
申請書を持参で７月17日〜来年２月
28日に観光産業課（市役所14階）へ。
i同課a711-4353f733-5901

貯水槽は定期的に点検・清掃を
　マンションなどで貯水槽を設置して
いる場合は、水質維持のために定期
的な点検や清掃が必要です。なお、飲
用水の消毒状態を家庭で確認できる

「水質検査キット」を各区保健福祉セ
ンター衛生課、情報プラザ(市役所１
階)で無料配布しています。i生活衛
生課a711-4273f733-5588
地域で学習活動を行う10人以上
のグループに助成します（地域の
教育力育成・支援事業）

　詳細は市ホームページで確認する
か問い合わせを。【対象】 ▽家庭教育
に関する学習を行う、小中学生の保
護者など ▽人権問題に関する学習を
行う、人権課題の当事者など ▽放課
後等補充学習を行う、中学生の保護
者など【対象期間】８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20万円【申し込み】申請書
類を郵送か持参で８月10日（必着）ま
でに市地域の教育力育成・支援協議
会事務局へ。書類・面接による選考あ
り。i同事務局（人権・同和教育課内）
a711-4645f733-5538
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】10月９日㈫まで。期間中
は、市に意見書を提出できます。【縦覧
場所】政策調整課（市役所14階）、県中
小企業振興課（県庁７階）i政策調整
課a711-4326f733-5593
名称（所在地） 内容 届出日

イオンマリナタウン店
（西区豊浜三丁目） 変更５月23日

花火大会当日に地下鉄を増便し
ます

　「シーサイドももち花火ファンタジ
ア FUKUOKA」＝７月18日㈬の午後５時
台〜10時台に計16本、「西日本大濠花
火大会」＝８月1日㈬の午後５時台〜11
時台に計66本それぞれ増便します。 
※花火大会が順延した場合は、順延
日に合わせて実施。i地下鉄お客様
サービスセンターa734-7800f734- 
7801

市障がい者等地域生活支援協議
会が傍聴できます

　市の障がい者生活支援に関する課
題を検討する協議会の傍聴を希望す
る人は、当日午後１時15分までに会場
へ。d７月24日㈫午後１時半〜３時半
lあいれふ10階講堂（中央区舞鶴二
丁目）i障がい者在宅支援課a711-
4248f711-4818c10人（抽選）

介護保険負担割合証を送付します
　要介護・要支援認定者などに「介護
保険負担割合証」を７月下旬に送付し
ますので、８月１日からの自己負担割
合を確認してください。なお、この証
は介護保険のサービスを受ける際に
必要です。介護保険被保険者証と一
緒にケアマネジャーやサービス事業
者に提示してください。i各区福祉・
介護保険課
障がいを理由とする差別の解消
を目的とする条例案についての
意見募集の結果を公表

　「市障がいを理由とする差別をなく
し障がいのある人もない人も共に生
きるまちづくり条例」が制定され、来
年１月１日から施行されます。同案に
ついての市民の意見を公表していま
す。【閲覧・配布】障がい者在宅支援課

（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、各出張所などで。市ホームペー
ジにも掲載。i同課a711-4248f711- 

4818

平成30年度版の住まいに関する
冊子（３種）ができました

　「住まいづくりの手引き」「マンショ
ン管理の手引き」「賃貸住宅住まいの
手引き」を住宅相談コーナー（市役所
３階）、情報プラザ（同１階）、各区情報
コーナー、各出張所などで配布中（無
料）。 ※原則１人１冊。分譲マンション
管理組合などで複数部を必要とする
場合は事前に住宅計画課へ相談を。
市ホームページにも掲載。i同課a 

711-4808f733-5589

空き家等の実態調査にご協力を
　空き家対策のため、７月中旬〜10月
末に中央区・南区・城南区で空き家等
の所在や状態を把握する現地調査を
実施します（早良区・西区は来年４月以
降に実施予定）。市が委託したゼンリ
ンの調査員（市の身分証明証を携帯）
が目視で調査し、空き家等の写真撮
影を行います。近隣に住む人に状況
などを尋ねることがありますので、支
障のない範囲でご協力ください。i

建築物安全推進課a711-4574f733- 
5584

市民後見人養成研修 事前説明会
　研修を受講するには事前説明会へ
の参加が必要。詳細は７月15日以降
ホームページに掲載。d７月24日㈫午
後２時〜３時、８月１日㈬、９日㈭午前10
時〜11時lふくふくプラザ（中央区荒
戸三丁目）i市社会福祉協議会あん
しん生活支援センターa751-4338f 

751-1509t20〜68歳。他要件ありe電 
話かファクスに応募事項と希望日を
書いて希望日の前日までに同センタ 
ーへ。
博多座「市民檜（ひのき）舞台の
月」利用者を募集

　演劇、日本舞踊、バレエ、ミュージカ
ルなどの発表の場として利用できま
す。d来年12月１日㈰〜25日㈬午前９
時〜午後10時半l博多座（博多区下
川端町）i「市民檜舞台の月」公演事
務局a263-5861f263-3632t舞台芸
術活動をしている団体、個人などy１
日当たり、平日30万円、土日祝日35万
円（付属設備使用料など別）e７月16
日から市ホームページに掲載、または
博多座、文化施設課（市役所14階）で
配布する申込書を郵送か持参で９月６
日（消印有効）までに博多座か同課
へ。
８月１日から一部の幼稚園で２歳
児保育を開始します

　実施幼稚園や申し込み方法など詳
細は、市ホームページで確認するか問
い合わせを。i運営支援課a711-4245 
f733-5718、各区子育て支援課
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総合図書館の教室
i①③運営課a852-0600f832-1588②
図書サービス課a852-0621f852-0609 
t①小学１〜３年生と保護者②③小学４
〜６年生（③は保護者同伴の場合、低学
年も参加可）y①②無料③500円e①③ 
電話かファクス、メール（yokatai@tbkn
et.co.jp)に応募事項と希望日時を書い
て７月15日以降に運営課へ。②はがきか
ファクスに応募事項と希望日を書いて７
月10日〜25日（消印有効）に図書サービ
ス課へ。いずれも来所でも受け付けま
す。

内容・日時 定員
①科学の不思議「自分でつくる乾
電池製作教室」　７／29㈰10：30〜
12：00、13：00〜14：30

各40人
（先着）

②夏休み図書館の達人講座〜図書 
館員が教える調べ方のコツ〜　
８／２㈭、３㈮10：30〜12：00

各30人
（抽選）

③夏休み工作「自分でつくるブック
スタンド製作教室」　８／５㈰10：30
〜12：00、13：00〜14：30

各20人
（先着）

映像ホール・シネラ８月上映一覧
通常上映　アニメーション特集

１日㈬ ふくすけ、他（11）、こねこのらくが
き、他（２）

２日㈭ 長靴をはいた猫（11）、11ぴきのねこ（２）

３日㈮ チコたん ぼくのおよめさん、他（11）、
ふくすけ、他（２）

４日㈯ こねこのらくがき、他（11）、長靴をは
いた猫（２）

５日㈰ 11ぴきのねこ（11）、チコたん ぼくの
およめさん、他（２）

特別企画　アジア・シネマ・パラダイス
８日㈬ チャルラータ（11）、ビッグ・シティ（２）

９日㈭ タレンタイム 優しい歌（11）、ビー、
心配しないで！（２）

10日㈮ 娘よ（11）、いつか暗くなるときに（２）
11日

（土・祝） ビッグ・シティ（11）、チャルラータ（２）

12日㈰ 娘よ（11）、タレンタイム 優しい歌（２）
15日㈬ シアター・プノンペン（11）、草原の河（２）

16日㈭ ワンダーボーイ・ストーリー（11）、大親
父と、小親父と、その他の話（２）

17日㈮ ビー、心配しないで！（11）、娘よ（２）
18日㈯ 草原の河（11）、いつか暗くなるときに（２）

19日㈰ チャルラータ（11）、タレンタイム 優
しい歌（２）

22日㈬ ビッグ・シティ（11）、シアター・プノン
ペン（２）

23日㈭ 草原の河（11）、大親父と、小親父と、
その他の話（２）

24日㈮ ワンダーボーイ・ストーリー（11）、い
つか暗くなるときに（２）

25日㈯ ビー、心配しないで！（11）、大親父
と、小親父と、その他の話（２）

26日㈰ シアター・プノンペン（11）、ワンダー
ボーイ・ストーリー（２）

　※(11)=午前11時、（２）＝午後２時。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。

７・８月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③は上履きを持参。会場は７月 ▽24日㈫＝中央体育館

（中央区赤坂二丁目） ▽25日㈬＝西体育館（西区拾六町一丁目） ▽26日㈭＝早良体
育館（早良区四箇六丁目） ▽27日㈮＝博多体育館（博多区山王一丁目）。y無料e

不要
内容 日時 対象

①お手玉あそび ７／21㈯14：00〜15：30 幼児〜高校生
②ふれあいひろば（紙芝居） ７／22㈰14：00〜15：00 幼児〜高校生

③こどものアソビバ ７／24㈫、25㈬、26㈭、27㈮10：30〜12：00、
13：00〜16：00 幼児〜高校生

④夕涼み会（打ち水体験など） ７／29㈰18：00〜19：00 ※雨天中止 中高生
⑤なつまつり ８／５㈰10：30〜16：00 幼児〜高校生
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。

８月の催し
　一部講座で材料の持参が必要。③集合・解散は今宿野外活動センター（西区今
宿上ノ原）。t市内に住むか通勤・通学する人（③は小学生と保護者）y①300円②
500円③〜⑦無料e①②③はがきかファクス、来所で①②７月21日③８月７日（必着）
までに同施設へ。当選者のみ通知。④〜⑦電話かファクス、来所で④希望日の３日
前までに⑤⑥⑦随時同施設へ。

総合図書館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目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

中央児童会館「あいくる」
〒810-0021 中央区今泉一丁目19-22　a741-3551 f741-3541
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）

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）

⑤牛乳パックで紙すき体験　
毎日10:30〜15:00の30分程度 ―

⑥木の枝フォトスタンド　
毎日10:30〜15:00の30分程度 ―

⑦古布うちわ作り　
毎日10:30〜15:00の30分程度 ―

内容・日時 定員
①古布ぞうり作り　８／２㈭、９㈭
13：00〜16：00（連続講座）

15人
（抽選）

②着物や浴衣で夏帽子とバンダナ
風帽子作り　８／３㈮、10㈮、17㈮
13：00〜16:00（連続講座）

15人
（抽選）

③夏休み親子自然観察会　８／19
㈰10:00〜15:00

15組
（抽選）

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10人
（先着）

ブロック塀を点検しましょう。除却
工事の補助制度もあります

　地震発生時に、ブロック塀の倒壊に
よる死傷者が出ています。自宅のブ
ロック塀に傾きやひび割れがないか、
塀は高すぎないかなど、改めて点検し
てください。人通りが多い道路や通
学路に面している場合は特に注意が
必要です。高さ１m以上で倒壊の危険
性が高いものについては、除却工事
費用を最大４万5,000円補助する制度
があります（補助を受けるには着工前
に建築物安全推進課への相談が必
要）。点検時のチェックポイントや補助
制度について、詳しくは市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを。i同
課a711-4580f733-5584
ふくふくプラザの指定管理者を
募集

　【募集要項の配布】７月17日から認
知症支援課（市役所12階）で。市ホー
ムページにも掲載【申し込み】必要書
類を８月16日〜24日に同課へ持参。i

同課a733-5346f733-5587

非常勤調理業務員を募集
　市立小学校で給食調理業務などに
従事。【募集案内・申込書の配布】７月
17日から教育委員会職員課（市役所
11階）、情報プラザ（同１階）、各区情報

しごと

コーナー、各出張所、各公民館など
で。市ホームページにも掲載。郵送で
の請求は、封筒の表に「非常勤調理業
務員申込書請求」と朱書きし、120円
切手を貼った返信用封筒（Ａ４が入る
もの）を同封して同課（〒810-8621住
所不要）へ【申し込み】申込書を郵送
かメール、持参で同課へ。随時受け付
け。i同課a711-4609f711-4936

市立病院機構職員（事務職）を募集
　【募集案内・申込書の配布】市立病
院機構法人運営課（東区香椎照葉五
丁目）、情報プラザ（市役所１階）、各区
情報コーナー、各出張所などで。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７月17
日〜８月８日（必着）に同課へ。i同課
a692-3422f682-7300
ＵＩＪターン就職支援合同会社説
明会

　約50社が参加。d８月10日㈮午後１
時〜５時（受け付けは午後０時半〜４
時半）lアクロス福岡（中央区天神一
丁目）i県若者しごとサポートセン
ターa720-8832f725-1776t来年３月
大学等卒業予定者、45歳未満の求職
者y無料e不要
母子父子寡婦福祉資金貸付金償
還指導員（嘱託員）を募集

　償還滞納者・連帯保証人に対する
納付指導や居住調査などに従事。【任
用期間】10月１日〜来年３月31日（再
任用あり）【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、各出張所で【申し込み】申
込書を郵送か持参で７月27日（必着）
までにこども家庭課へ。i同課a711-
4238f733-5534

高齢者活躍人材育成事業「介護施
設調理補助」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。d８月20日㈪、22日㈬、
23日㈭午前10時〜午後４時（連続講
座）lふくふくプラザ（中央区荒戸三
丁目）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c15人

（選考）y無料e電話連絡後、申込書
を郵送かファクス、来所で８月10日（必
着）までに同連合会へ。
保育園就職フェア・保育士就職支
援研修会 同時開催

d８月26日㈰正午〜午後４時lアクロ
ス福岡（中央区天神一丁目）i市保育
協会a713-0541f713-0674t保育所
へ就職を希望する人、来年３月に卒業
見込みの学生y無料e情報プラザ

（市役所１階）、各区情報コーナー・子
育て支援課、各出張所、市内保育所

（園）などで配布中の「保育園就職フェ
ア」チラシの申込書をファクスするか
メールで同協会へ。ホームページで
も受け付け可。
シニアのための介護を学ぶセミ
ナー

　送迎や配膳など介護施設等での就
労に役立てるため、介護保険制度、介
護の仕事などについて学びます。d８
月７日㈫午前10時〜午後４時、８日㈬
午前10時〜午後０時半（連続講座）l

７日＝リファレンス駅東ビル（博多区博
多駅東一丁目）、８日＝特別養護老人
ホームシティケア博多（博多区博多駅
前四丁目）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

c20人（先着）y無料e電話連絡後、
申込書を郵送かファクス、来所で７月
31日までに同連合会へ。

職業訓練協会の講座（連続講座）
　詳細は問い合わせを。l①なみき
スクエア（東区千早四丁目）②③同協
会（東区千早五丁目）④市中小企業サ
ポートセンター（博多区博多駅前二丁
目 福岡商工会議所ビル２階）i同協
会a671-6831f672-2133c①30人 ②
③15人④20人（いずれも先着）e電話
で７月③17日④18日以降に同協会へ。
①②は受け付け中。
①商業簿記３級試験対策講習　d８
月31日〜11月９日の火・金曜日午前10
時〜午後０時半（９月25日を除く。10月
30日以降は正午まで）y２万円
②パソコン「エクセル2016」講習　d

９月２日〜30日の日曜日午前９時半〜
午後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
③パソコン「仕事に必要なワード＆エ
クセル」講習　d９月３日㈪〜14日㈮
午前10時〜午後４時（土・日曜日を除
く）tパソコン初心者y３万8,000円
④パソコン「パワーポイント２日間で
マスター」講習　d９月８日㈯、９日㈰
午前９時〜午後５時tワードの基本操
作ができる人y１万6,000円

シーサイドももち花火大会に伴う同図
書館駐車場の入出庫についてのお知
らせ
　７月18日㈬午後６時半から10時ま
で、同図書館の周辺道路は交通規制
がかかります。駐車場への入出庫も不
可。 ※順延の場合は19日㈭に交通規
制実施。

　※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。
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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。

※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。応募事項

お知
らせ しごと



９〜11月の講座・教室
　いずれも連続講座。定員を超えた場
合は選考。詳細は問い合わせを。t市内
に住む一人親家庭の父母か寡婦y無料
n小学生まで。無料e来所で７月15日〜
31日に同センターへ。

内容 日時 定員
簿記３級 ９／１〜11／10の土

曜日9:30〜15:30 15人

介護職員初任者
通信＋スクーリング

９／５〜11／21の水〜 
金曜日17:50〜20：50 12人

初めてのパソコ
ン

９／６〜13の水〜金
曜日9:30〜16:30 10人

エクセル基礎 ９／７〜28の水〜金
曜日18:15〜20:45 10人

調剤事務 ９／14〜10／17の水・ 
金曜日9:30〜12:30 20人

ワード・エクセル
基礎

９／15〜11／10の土
曜日9:30〜16:30 10人

９／18〜28の火〜金
曜日9：30〜16：30 10人

介護福祉士受験
対策

９／16〜11／11の日
曜日9:30〜15:30 15人

エクセル検定対
策

９／30〜11／11の日
曜日9:30〜16:30 10人

パワーポイント 10／５〜26の水〜金
曜日18:15〜20:45 10人

ワード検定対策 10／10〜25の水・木
曜日9:30〜16:30 10人

アプリケーショ
ン活用（ワード・
エクセルの応用）

10／31〜11／８の水 
〜金曜日9:30〜15:30 10人

夜の天体観測会
　詳細はホームページで確認を。d８月
８日㈬、19日㈰午後７時半〜９時、９月12
日㈬午後７時〜８時半、24日（月・休）午後６
時〜８時半、26日㈬午後７時〜８時半c

各50人（先着）y無料e当日30分前に屋
上で参加カードを配布。
ラジオ番組「ネクストサイエンスジャム」	
公開録音イベント
　タレントの照英さんなどを迎えます。
d８月25日㈯午後１時半〜４時半iKBC
ネクストサイエンスジャム事務局a721-
0510f721-0621t小学５年〜中学生c 

100人（抽選）y無料eホームページで８
月９日午後７時までに申し込みを。

クリンパ	元気フェスタ
　「リユース陶器市」「マイはし作り」など
さまざまなイベントを実施。詳細は問い
合わせを。d８月26日㈰午前10時〜午後
３時y入場無料e不要

　※詳細は問い合わせを。申し込みは、
参加者全員の応募事項を書いて往復は
がきで同施設へ。ホームページでも受
け付けます。
山の灯（ひ）ナイトウオーク
　ライトアップされた油山を約２時間散
策。d８月11日（土・祝）午後７時半〜c150
組（先着）y１人500円e７月15日以降
夏休み	森の工作教室（昆虫のすみか）
d８月19日㈰午前10時〜午後３時t小
学生以上c30人（抽選）y参加費200円
と工作材料費１点につき200円e７月27日

（必着）
おとな自然講座〜トンボ編〜
d８月26日㈰午後１時〜３時t中学生以
上c30人（抽選）y200円e８月３日（必着）

障がい者卓球まつり
　①「一般卓球大会」個人戦と団体戦。
②「サウンドテーブルテニス大会」=写
真=全盲・弱視の部で分かれます（男女
別の個人戦）。詳細は問い合わせを。d

９月①16日㈰②23日（日・祝）午前９時〜午
後５時t①障がい児・者②視覚障がい者 
c①100人②60人（いずれも先着）y一部 
有料（詳細は問い
合わせを）eファ
クスか来所で７月
15日以降に同プ
ラザへ。

　※いずれも無料（入園料別）。
アサガオ展
d７月24日㈫〜９月２日㈰ ※最終日は午
後４時半まで
園芸講座「夏のバラの手入れと管理」
　秋にバラの花を咲かせるための管理
方法を、実習を交えて学びます。d８月
23日㈭午後１時半〜３時半c50人（抽選）
e往復はがきかファクスに応募事項と
ファクスの場合はファクス番号も書いて
７月15日〜８月９日（必着）に同園へ。ホー
ムページでも受け付けます。

親子料理教室
　同農園でできた夏野菜を収穫して調
理します。d８月５日㈰午前10時〜午後１
時t小学生以上と保護者c10組（先着。
１組４人まで）y１人300円e電話で７月
21日以降の午前８時45分〜午後５時に
同農園へ。
ブドウ収穫体験
　１口あたり２房のニューベリーＡを収
穫。d８月24日㈮〜26日㈰午前９時〜午
後４時t市内に住む人c2,200口（１組３
口まで）y１口300円e往復はがきに応
募事項と希望日、希望口数を書いて７月
15日〜20日（必着）に同農園へ。

　※以下の催しは無料。申し込みは電
話かファクス、メールで７月15日以降に
アミカスへ。ホームページ、来所でも受
け付けます。託児希望の人は子どもの
名前、年齢（月齢）も書いて実施日の10
日前までに申し込みを。
女性の人生サポート講座「遺言・相続・
後見」
d８月25日㈯午後１時半〜３時半t女性
c40人（先着）n６カ月〜小学３年生（無料）
男性が学ぶ法律講座「離婚」
d９月５日㈬午後７時〜９時t男性c30
人（先着）n６カ月〜小学３年生（無料）

　※以下の申し込みは電話かファクス
で同公園へ。
園芸講座「ナスの更新せん定とブロッ
コリー・カリフラワー等の作り方」
d７月28日㈯午後１時半〜３時半c50人

（先着）y無料e７月21日以降に同公園
へ。
夏休み自由研究応援講座①「里山の自
然とくらし」②「鳥の目で見た植物」③
「昆虫の目で見た植物」
　①は自然環境の保全などについて学
びます。②は日本野鳥の会、③は博多昆
虫同好会の人が話します。d①７月29日
㈰②８月４日㈯③８月５日㈰午後１時半〜
３時半c各50人（先着）y無料e実施日
の１週間前以降に同公園へ。

　※いずれも無料。ミラクルラボ体験教
室以外の申し込みは、電話かメール、来
所で７月15日午前10時以降に同施設へ。
ミラクルラボ体験教室
　開催日ごとに内容が変わります。小学
３年生以下は保護者同伴。詳細はホーム
ページで確認を。d８月１日㈬、９日㈭、
10日㈮、12日㈰、15日㈬、17日㈮、22日
㈬、24日㈮午後３時〜３時半c各25人

（先着）e当日午後１時から受け付け。
光るスライムを作ろう
　小学３年生以下は保護者同伴。d８月
２日㈭午前10時半〜11時c25人（先着）
特別講座「南極観測隊〜南極の氷を触っ
てみよう〜」

８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（①③は小
学生以上と保護者⑦は販売業者を除く
20歳以上）y①②④⑥⑦無料（②⑥は部
品代別）③１組200円⑤500円e①③④
⑤往復はがきかファクスで①④⑤希望
日の10日前③７月28日（いずれも必着）
までに同施設へ。①④はホームページ
でも受け付けます。②⑥電話で８月１日
以降に同施設へ。⑦往復はがきで８月10
日（必着）までに同施設へ。

内容・日時 定員
①夏休み親子工作教室　８／５㈰
10：30〜11:30

10組
（抽選）

花畑キッズファーム	親子トウモロコ
シ収穫体験
　１組６本まで持ち帰れます。d８月５日
㈰、12日㈰午前10時半〜11時t５歳〜
小学生と保護者c各30組（先着。１組５
人まで）y１組500円e７月26日以降に同
公園へ。

d８月11日（土・祝）午前10時半〜正午t

小学生以上（小学生は保護者同伴）c40
人（先着）
理科応援教室「生きている化石	カブト
ガニと友達になろう」
d８月18日㈯午前10時半〜午後０時半
t小学４〜６年生c40人（先着）
新発見	カメラとSNSで近づく昆虫の世
界
　スローモーション動画を用いた昆虫
観察や持参したカメラでの昆虫撮影を
します。SNS（会員制交流サイト）を使っ
た情報共有の方法も紹介。d８月19日
㈰午前10時半〜正午t小学生以上（小
学生は保護者同伴）c40人（先着）

②傘の修理　８／８㈬、19㈰10:00
〜13:00

各６人
（先着）

③ 親 子でぞうり作り　８／８㈬
10:00〜12:00

10組
（抽選）

④風呂敷のエコな使い方　８／23
㈭10:00〜12:00

20人
（抽選）

⑤高機（たかばた）で裂き織り　
８／24㈮、30㈭10:00〜13:00

各３人
（抽選）

⑥おもちゃの病院　８／26㈰10：00
〜14：00

10人
（先着）

⑦フリーマーケットの出店　８／26
㈰10:30〜13:00

20区画
（抽選）

昨年の収穫

９月の講座
y①〜④⑥〜⑪無料⑤500円e電話か
ファクス、来所で８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 定員
（先着）

①おむつを知って上手に当てよう　
９／１㈯10：00〜12：00 15人

②知っておきたい薬の知識　９／３
㈪14：00〜16：00 40人

③入浴用具の活用と足浴　９／５㈬
10：00〜12：00 20人

④現役新聞記者・オトコの介護　
９／８㈯14：00〜16：00 35人

⑤料理教室「楽しく介護食スイーツ」
　９／11㈫10：00〜13：00 30人

⑥心地よい排泄（はいせつ）のため
に　９／12㈬10：00〜12：00 20人

⑦生活を助ける「自助具」　９／15㈯
10：00〜12：00 15人

⑧おむつを知って上手に当てよう　
９／19㈬10：00〜12：00 20人

⑨おいしく楽しく食事の介助　
９／20㈭13：30〜15：30 30人

⑩スッキリ快眠生活　
９／21㈮14：00〜16：00 40人

⑪生活を助ける「自助具」　９／26㈬
10：00〜12：00 20人

　※①と⑧、⑦と⑪はそれぞれ同じ内容で
す。

介護実習普及センター （ふくふくプラザ３階）
〒810-0062 中央区荒戸三丁目３-39　a731-8100 f731-5361
o午前10時〜午後６時 x第３火曜

臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）
〒812-0051 東区箱崎ふ頭四丁目13-42　a６４２-４６４１ f６４２-４５９８
o午前10時〜午後５時 x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 中央区地行浜二丁目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）

ひとり親家庭支援センター
〒810-0074 中央区大手門二丁目５-15　a715-8805 f725-7720
o午前９時〜午後９時（日祝日は午後５時半まで）x月曜、12月29日〜１月３日

花畑園芸公園
〒811-1353 南区柏原七丁目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

植物園
〒810-0033 中央区小笹五丁目１-１
a522-3210	f522-3275
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） ※８月13日㈪は開園。

今津リフレッシュ農園
〒819-0165 西区今津5685　
a806-2565	f806-2570
o午前７時〜午後７時（４月〜９月）
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 

さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）
〒815-0031 南区清水一丁目17-15
a511-1132	f552-3447
o午前９時〜午後９時（プールは午前
10時〜午後８時半）x月曜（祝休日の
ときは翌平日）

科学館
〒810-0044 中央区六本松四丁目２-１
a731-2525	f731-2530
o午前９時半〜午後９時半
x火曜（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 南区高宮三丁目３-１
a526-3755	f526-3766
mamikas@city.fukuoka.lg.jp 
o午前9時半〜午後9時半（日・祝日およ
び８月13日・15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）

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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