
松風園①華道 草月流②煎茶 藤
とういん

蔭流１部③煎茶 藤蔭流２部

d９月９日㈰①午前10時〜正午②午後１時〜３時③３時半〜５時半li同園（中
央区平尾三丁目）a・f524-8264t①不問②２部を受講したことがある人③初心
者c各10人（先着）y①3,000円②③2,000円e電話かファクスで同園へ。

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。

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、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等を、年中無休で24時間
行います。a471-0099f415-3113でも受け付けます。

●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・祝日と８月13日㈪〜15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。

●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。

●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
※８月13日㈪〜15日㈬は午後７時〜翌朝７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。

●外科当番医（８月後半の日曜日）
８月19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
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
８月26日㈰

福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
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
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234

福北連携コーナー
国指定重要文化財　旧松本家住宅　秋の特別公開

　アールヌーボー様式が特徴の旧松本家住宅の建物内部と家具・調度品を見
ることができます。ミニコンサートも開催。d10月８日（月･祝）午前10時〜午後５時

（入館は午後４時まで）l同住宅（北九州市戸畑区一枝一丁目）i戸畑区総務
企画課「特別公開」係a093-871-2316f093-871-4807c1,000人（抽選）y無料e

往復はがき（〒804-8510北九州市戸畑区千防１-１-１）に代表者の応募事項と参
加人数、学生は学年も書いて９月14日（必着）までに同課「特別公開」係へ。

8/

18
●土

2背振少年自然の家　星空観察会（スターウオッチング）

　せふり天文台で、月、土星、火星と夏の星座を観察します。天候の影
響による実施の有無については当日午後５時以降に問い合わせるか
ホームページで確認を。d午後７時45分〜９時15分（入場は９時まで）
li背振少年自然の家（早良区板屋）a804-6771f804-6772t自家用
車などで直接来所できる人y無料e不要

8/

18
●土
他

3市美術館 つきなみ講座　①「アートクルージングin 
USA」②「アフリカンプリントの歴史と現在」

　①国内外で活躍する美術家の村上隆の話を中心に、シカゴやニュ 
ーヨークの美術事情について話します。②色鮮やかなアフリカのプリ
ント生地の歴史や魅力を話します。d①８月18日㈯②９月１日㈯いずれ
も午後３時〜４時（受け付けは２時半から）lアジア美術館あじびホール

（博多区下川端町 リバレインセンタービル８階）i市美術館学芸課a 

714-6054f714-6145c各50人（先着）y無料e不要

8/

19
●日

2下水道フェア福岡「課外授業 in キャナル」

　①下水道授業ステージや微生物観察、下水道管内調査カメラの操
作などの体験ブース②アクリルたわし・水鉄砲作りコーナー。クイズ
ラリーもあり。詳細はホームページで確認を。d午前10時〜午後５時
l①キャナルシティ博多（博多区住吉一丁目）②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

8/

19
●日

2クリーン・エネ・パーク南部 住民開放デー

　工場見学（解説・特典付き）や工作教室、手作りパン・菓子の販売な
ど。詳細はホームページで確認を。d午前10時〜午後３時半（工場見
学は午前10時、10時半、11時、午後１時、１時半、２時から）lクリーン・
エネ・パーク南部（春日市下白水）i創造の森a589-7800f589-7802 
t福岡都市圏に住む人cなし（工場見学は各30人。先着）y入場無料
e不要（工場見学は当日実施10分前に管理棟１階に集合）。

8/

20
●月
他

2市民防災センター 「家族」で防災について考えよう〜地
震・大雨発生　あなたはどうする？〜

d８月20日㈪〜26日㈰午前11時半〜午後０時半li同センター（早良
区百道浜一丁目）a847-5990f847-5970t家族で参加できる人c各６
組（先着）y無料e電話で８月15日以降に同センターへ。

8/

21
●火

3アイランドシティすこやか健康セミナー
「フレイルからみた健康予測とその予防」

　加齢による心身の虚弱（フレイル）を予防するポイントを学びます。
d午後２時〜３時l福岡みらい病院（東区香椎照葉三丁目）iアイラ
ンドシティ生涯すこやかタウン協議会事務局a080-6459-9258f323-
1372c100人（先着）y無料e電話かファクス、メール（sukoyaka@sho
ken-j.jp）で８月15日以降に同事務局へ。

8/

24
●金
他

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24日㈮、25日㈯午前８時半〜10時
l集合は同ドーム８番ゲート（中央区地行浜二丁目）i福岡ソフトバン
クホークスa847-1006f847-1631y無料e不要

8/

25
●土

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

8/

26
●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。

8/

26
●日

2福岡学生献血サマーキャンペーン

　献血コーナーの他、屋外ステージでのアーティスト等によるパフォ 
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

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



あにまるぽーと・ふくおかどうぶつ相談室

　①「わんにゃんよかイベント」犬の手入れ、猫の譲渡会、子ども向けの紙芝居な
ど。犬の同伴可。雨天の場合は内容変更あり。②「愛犬の食事を考えよう ドッグ
フードセミナー」犬の同伴不可。d９月①２日㈰午前10時〜午後２時②７日㈮午後
２時〜４時li①あにまるぽーと（東区蒲田五丁目）a691-0131f691-0132②同
相談室（西区内浜一丁目）a891-1231f891-1259t①不問②犬を飼っている人、
飼う予定の人c①なし②20人（先着。１組２人まで）y無料e①不要②電話で８月
15日午前８時半以降に同相談室へ。

催 し

8/

26
●日

2西部運動公園　夏の生きもの教室

　トンボやカエルなどを観察します。小学生以下は保護者同伴。d午
前10時〜正午li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549c30人

（先着）y無料e電話で８月15日以降に同公園へ。来所でも受け付け
ます。

8/

26
●日

2博多盆仁
に わ か

和加大会

　博多の伝統芸能である「博多仁和加」などを披露します。d午後１時
〜５時（開場は０時半）l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）i博
多仁和加振興会事務局（福岡観光コンベンションビューロー内）a733- 
5050f733-5055c500人（先着）y無料e不要

8/

26
●日

2博多ガイドの会「福岡社家町教会 築百年の礼拝堂でSP
レコードのひと時を」

　まち歩き後、同教会でレコードを聞きます。浴衣レンタルの割引も
あり。詳細は問い合わせを。d午後１時半〜４時l集合は櫛田神社（博
多区上川端町）i博多区企画振興課a419-1012f434-0053t小学生
以上c50人（先着）y700円e電話で８月15日午前９時以降に同課へ。

8/

26
●日

3視覚障がい者のためのパソコン・スマホ・デイジー（デジ
タル録音図書システム）研修会

d午前10時〜正午lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）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c35人（先着）y無料e電話か
ファクスで問い合わせ先へ。

8/

26
●日

2清水ふれあいまつり

　ステージイベントや、バザー、クッキー作り体験など。d午前11時〜
午後３時半lさん・さんプラザ、なのみ学園（南区清水一丁目）他i同
プラザa511-1132f552-3447y入場無料e不要

8/

31
●金

2NPO等と市の共働事業提案 公開プレゼンテーション

　来年度から実施する共働事業の公開提案会。d午後２時半〜３時45分
（受け付けは２時から）lあすみん（中央区今泉一丁目）i市民公益活
動推進課a711-4283f733-5768c50人（先着）y無料e不要

9/

1
●土

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（博多区住吉二丁目）a･f262-6665c30人

（先着）y1,000円e電話で８月15日午前９時以降に同園へ。

9/

1
●土

3月隈パークゴルフ場「パークゴルフ初心者教室」

　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）a504-5333f586-5388c８人（先着）y1,000円e電話
かファクスで８月15日以降に同ゴルフ場へ。

9/

1
●土

2県言語聴覚士会 言語聴覚フェスタ

　言語聴覚障害や摂食・嚥下障害の体験ブースと、無料相談やパネル
展示など。d午前10時〜午後３時lアクロス福岡１階アトリウム（中央
区天神一丁目）i福岡国際医療福祉学院 言語聴覚学科a407-0368f 

832-1191y無料e不要

9/

1
●土
他

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　ダンボール（③は木枠も）コンポストの使い方を学びます。①バレイ
ショ・白菜の植え付け、ニンジンの種まき②キャベツの植え付け、下仁田

（しもにた）ネギの施肥と土寄せ③サツマイモの収穫と調理・食事も行
います。d９月①１日㈯午後１時半〜３時②20日㈭午前10時〜11時40分
③22日㈯午前10時〜午後１時l①②クリーンパーク・東部敷地内（東
区蒲田一丁目）③立花寺１丁目種苗育成施設内（博多区立花寺一丁
目）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c30人（抽選）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
と希望日を書いて各実施日の７日前（必着）までに同研究所へ。

9/

2
●日

2レベルファイブスタジアム バックヤードツアー
「オープニングイベント」

　同スタジアムの芝生や施設の見学をします。d午前10時〜正午l

同スタジアム（博多区東平尾公園二丁目）i東平尾公園a612-7070 
f612-6996t小学生以上（小学生は保護者同伴）c20人（抽選）y500
円、15歳以下は300円e電話かファクス、メール（kyugijyou.hakatanomo
ri＠midorimachi.jp）に参加者全員の応募事項を書いて８月15日〜25日

（必着）に同公園へ。来所でも受け付けます。 ※９月３日以降の同ツア 
ーは５人以上で申し込みを。実施日など詳細はホームページに掲載。

9/

2
●日

3さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）
競技別講座 水泳

　障がいのある人への指導方法を学びます。d午前10時〜午後４時l 

i同プラザ（南区清水一丁目）a511-1132f552-3447c10人（先着）y無
料eファクスか来所で８月15日以降に同プラザへ。

9/

2
●日
他

3東障がい者フレンドホーム　パソコン教室

　初心者向け講座。d９月２日㈰、９日㈰、22日㈯、30日㈰午前10時半
〜正午（22日のみ午後１時半〜３時。連続講座）l松島公民館（東区松
島三丁目）i同ホームa621-8840f621-8863t市内に住む障がいのあ
る人c５人（選考）y無料e電話かファクス、メール（higashi.f02@c-fuk
ushin.jp）で８月15日以降に同ホーム（東区松島三丁目）へ。来所でも受
け付けます。

9/

2
●日
他

3盲ろう者通訳・介助員養成研修会

　盲ろう者（視覚と聴覚障がいを重複してもつ人）のコミュニケーショ
ンと移動支援のための、通訳介助員の養成研修会。d９月２日〜11月
18日午前10時〜午後４時（全９回。いずれも日曜日）lクローバープラ
ザ（春日市原町三丁目）i市聴覚障がい者情報センターa718-1724f 

718-1710t市内か近郊に住み、研修修了後に市盲ろう者通訳・介助員
派遣事業に登録し活動できる人、または手話・要約筆記・点訳・朗読お
よびガイドヘルパーなどに従事している人c40人（先着）e電話かファ
クスで同センターへ。

9/

3
●月
他

2雇用と労働のルール･パネル展

d９月３日㈪〜７日㈮午前８時45分〜午後５時15分（最終日は午後４時
まで）l中央区役所１階（中央区大名二丁目）i県福岡労働者支援事
務所a735-6149f712-0497y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

催し 講座
教室
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商店街コレ旨№１決定戦

　市内の商店街から推薦された16店舗の中から、一番おいしいと感じたカレー
パンのお店に投票してください。投票用紙の設置場所など詳細は市ホームペー
ジで確認を。【投票期間】受付中〜８月31日iナッセ編集部a781-8627f733-0256

催 し

アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん①ツリーワーカーが
教える木登り体験②白玉団子作りとお月見会

　いずれも小学生以下は保護者同伴。d９月①16日㈰午前10時〜午後０時半②
22日㈯午後６時半〜８時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661- 
8020t①小学生以上②不問c①20人②30人（いずれも先着）y①1,000円②300
円（②は入館料別）e電話で８月①16日②22日以降に同公園へ。

催 し

かなたけの里公園①カカシ作り体験②クリわくわく収穫体験

　②のクリは持ち帰り可（１組１kg程度。出来高により増減する場合あり）。d９月
①１日㈯午前９時半〜午後３時②22日㈯〜28日㈮午後２時〜３時半li同公園

（西区金武）a・f811-5118c①10組（先着）②平日＝各５組、土日祝日＝各15組
（抽選）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）に代表者の応募事項と希
望日、参加者全員の名前と年齢を書いて８月15日〜９月１日（消印有効）に同公園
へ（１組１通）。

催 し

9/

3
●月
他

2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。雨天時は中止。d９月３日㈪、10日㈪午前10時〜11時半li同セン
ター（東区奈多）a606-3458f607-9057t小学生以上c各30人（先着）
y無料（ポールレンタル代300円）e当日午前９時45分から球技場管理 
棟で受け付け。

9/

5
●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層に重ねて入れ、水だけで育つ植物を
植え込みます。d午後２時〜４時l博多市民センター（博多区山王一丁
目）i市緑のまちづくり協会みどり課a822-5832f822-5848c20人（抽
選）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21日（必着）までに同課へ。ホームページでも受け付けます。

9/

6
●木
他

3市総合図書館「布の絵本講習会」

　手作りの布の絵本を作ります。d９月６日〜11月15日の第１・３木曜
日午前10時15分〜午後０時15分（連続講座）li同図書館（早良区百
道浜三丁目）a852-0600f852-0609t初心者c50人（抽選）y3,240円
e往復はがき（〒814-0001早良区百道浜３-７-１）で８月24日（必着）まで
に同図書館へ。

9/

8
●土

4ココロンセミナー「誰もが安心して暮らせる社会を目指
して 〜医療的ケアが必要な子どもたち〜」

　西日本新聞社の編集委員で、長男が重症心身障がい児である三宅
大介さんによる講演。d午後２時〜４時liココロンセンター（中央区
舞鶴二丁目 あいれふ内）a717-1237f724-5162c70人（先着）y無料
eファクスか来所で同センターへ。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/

8
●土

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」

　家庭菜園の初心者向けに講習や相談会を行います。d午前10時〜
正午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883c30人

（先着）y300円e電話で８月15日午前10時以降に同農園へ。

9/

8
●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サンマのかば焼き丼を作ります。
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
長浜三丁目）i鮮魚市場a711-6414f711-6099t①不問②市内に住
む小学３年〜中学生と引率者c①なし②25人（抽選）y①入場無料②
１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も明記）、参加者全
員の氏名（子どもの名前の横に学年）を書いて８月29日午後４時半ま
でに同市場へ。当選者のみ通知。

9/

8
●土

2 200海里の森づくり

　市の水源地である大分県日田市中津江村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20分〜午後５時l集合･解散は市水
道局（博多区博多駅前一丁目）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（抽選）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（ryui
ki.WB＠city.fukuoka.lg.jp）で８月24日（必着）までに同課へ。

9/

8
●土
他

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８日㈯、23日（日・祝）、10月13日㈯午後１時〜３時（10月13日のみ
午後３時〜５時）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ウエットランドフォーラム・松本a080-
5251-8677f512-8677y無料e当日30分前から受け付け。

9/

8
●土
他

3不登校セミナー　①「15歳からの選択肢〜学ぶ･働く･
休む〜」②「わが子の昼夜逆転を考える」

　不登校経験者の体験談もあり。d①９月８日㈯②11月24日㈯午前10
時〜午後０時半l①東市民センター（東区千早四丁目 なみきスクエ
ア内）②早良市民センター（早良区百道二丁目）i不登校よりそいネッ
ト事務局a283-8815f292-3217t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40人（先着）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８月17日以降に同事務局へ。空きがあれば当日も受け付け可。

9/

13
●木

3ふくおかのふるさと料理

　福岡の郷土料理や行事食を学び、調理実習をします。d午前10時半
〜午後１時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i健康増進課a 

711-4374f733-5535t市内に住むか通勤･通学する18歳以上c25人
（抽選）y無料n３カ月〜就学前（無料。申込時に子どもの氏名・年齢ま
たは月齢を書いて要予約）e往復はがきで８月30日（必着）までに同課

（〒810-8620中央区天神１-８-１）へ。１人１通。当落通知は１週間前に発
送。

9/

14
●金
他

3こころの健康づくり教室

　①「うつ病とは」講師は精神科医師②「ストレスケアでうつ病予防」講
師は心理士。d９月①14日㈮②28日㈮午後１時半〜３時半l西区保健 
福祉センター講堂（西区内浜一丁目）i西区健康課a895-7074f891-
9894c各50人（先着）y無料e電話かファクスで８月16日以降に同課へ。

9/

15
●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
三丁目）i史跡整備活用課a711-4783f733-5537c20人（抽選）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。
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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



ボランティア入門講座①折り紙②人形劇

　ボランティアグループから学ぶ体験講座。d９月①11日㈫午後１時〜２時半②
12日㈬、26日㈬午後１時〜３時（連続講座）l中央市民センター（中央区赤坂二丁
目）iシニアフレンズ福岡ボランティア協議会①中村a080-5209-4893f781-5133 
②古賀a080-1712-3958f883-1933c各30人（先着）y無料e当日午後０時半か
ら受け付けます。

講座・教室

博多座「市民半額観劇会」

　10月公演の「魔界転生」を半額で観劇できます。d10月６日㈯、９日㈫、14日㈰、
16日㈫、19日㈮午後５時からl博多座（博多区下川端町）i市民半額会事務局a 

751-8258（平日午前10時〜午後６時）c各回50人（抽選）yＡ席7,000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（１公演のみ）、参加人数（２人まで）を書いて８月24日

（消印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（８月28日ごろ発送）。

催 し

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発泡入浴剤を作ります（材料に塩を含む）。②ステージ発表や飲食物・手作
りの小物の販売、ゲームコーナーなど。d①８月30日㈭午前10時半〜正午②９月
９日㈰午前10時〜午後３時li同ホーム（城南区南片江二丁目）a861-1180f 

861-1123t①市内に住む障がいのある人と介助者（本人のみも可）②不問c①
８組（抽選。１組２人まで）②なしy①500円程度②入場無料e①電話かファクス、
来所で８月15日〜26日に同ホームへ。②不要

催 し

アクロス福岡①「アクロス弦楽合奏団 定期演奏会」②「アク
ロスランチタイムコンサート ハンブルクトリオ」

　①ヘンデルの「ハープ協奏曲Op.４-６」などを演奏します。②メンデルスゾーンの
「ピアノ三重奏曲第１番ニ短調Op.49」などを演奏します。d①８月19日㈰午後３時
〜②９月11日㈫正午〜lアクロス福岡シンフォニーホール（中央区天神一丁目）
iアクロス福岡チケットセンターa725-9112f725-9102y全席指定①Ｓ席3,000
円、Ｓ席ペア券5,000円、Ａ席2,000円（学生は各席1,000円引き）②1,000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。

催 し

9/

15
●土

2もーもーらんど油山牧場「牧場満喫ツアー」

　搾乳やバター手作り体験、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）a865-7020f865-7040t

４歳以上（小学生以下は保護者同伴）c30人（抽選）y1,620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を書いて
９月１日（必着）までに同牧場へ。ホームページでも受け付けます。

9/

16
●日

3東図書館「絵本にでてくるお菓子教室」

　絵本『はらぺこあおむし』に出てくる「カップケーキ」と、果物で「フ
ルーツポンチ」を作ります。d午前11時〜午後１時半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）c16人（先着）y１人800円e電話か来所で８
月18日以降に同図書館（なみきスクエア内）へ。

9/

16
●日

2市２ペア制バスタボー大会

　バスタオルを使ってバレーボールを放り合う南区発祥のスポーツ
の大会です。参加チームを募集。d午前９時〜午後４時l九電記念体
育館（中央区薬院四丁目）i市スポーツ推進委員協議会事務局a711-
4099f733-5595c８組（抽選。１組４〜８人）y１組2,000円eホームペー
ジに掲載、または情報プラザ（市役所1階）で配布する申込書を郵送か
ファクスで８月24日（必着）までに同事務局へ。

9/

16
●日

3市民講演会「ネット依存･ゲーム依存について」

　講師は国立病院機構 久里浜医療センター ネット依存治療部門の精
神保健福祉士・前園真毅氏。d午後１時半〜４時半lあいれふ10階講堂

（中央区舞鶴二丁目）i精神保健福祉センターa737-8825f737-8827 
c120人（先着）y無料e当日午後１時から受け付け。

9/

21
●金

4くらしに役立つ金融経済講演会「お金の常識・非常識」

　講師は経済評論家・山崎元氏。d午後１時半〜３時lあいれふホール
（中央区舞鶴二丁目）i県金融広報委員会a725-5518f726-1294c250

人（先着）y無料eファクスで９月14日までに同委員会へ。

9/

22
●土
他

2南極観測船「しらせ」一般公開

d９月①22日㈯午前９時〜午後１時半②22日㈯午後１時半〜５時③23
日（日・祝）正午〜午後４時l博多港中央ふ頭（博多区沖浜町）i南極観
測船しらせ・博多港入港歓迎実行委員会a441-2124f474-3200c7,000 
人（抽選）y無料eホームページに掲載、または同実行委員会で配布
する申込書をファクスするか、はがき（〒812-8505博多区博多駅前２-９
-28 福岡商工会議所内）に応募事項と希望日時を書いて８月28日（必
着）までに同実行委員会へ。ホームページでも受け付けます。当選者
のみ入場時間を指定して郵送で通知。

9/

23
●●日･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。d午後１時〜４時l同競技場（博多区東平尾公
園一丁目）i県テニス協会a722-1605f722-1607t①③小学１〜４年
生②①の参加者の保護者c①50人②③20人（いずれも抽選）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
●●日･祝

2油山市民の森　
森でバードウォッチング〜ハチクマを探そう〜

d午前９時半〜午後１時l油山市民の森（南区桧原）i市民の森協会
a871-2112f801-8661c40人（抽選）y200円e往復はがき（〒811-1355
南区桧原855-４）で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。

9/

26
●水

2市民芸術祭オープニングイベント「線香花火」

　市民芸術祭開幕を彩るイベントとして、伝統芸能とサーカスが融合
したパフォーマンス「線香花火」が行われます。d午後７時〜l市民会
館（中央区天神五丁目）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-6259 
c1,500人（先着）y無料e電話（予約専用985-8955平日午前10時〜午
後６時）で８月19日正午以降にインプレサリオエンターテインメントへ

（８月19日のみ日曜日も受け付け）。ホームページでも受け付けます。

9/

27
●木
他

3ももち体育館 ピラティス de モテ体 

d９月27日〜11月29日の木曜日午後７時15分〜８時45分（連続講座）
li同体育館（早良区百道二丁目）a851-4550f851-5551t18歳以
上c25人（抽選）y6,300円e往復はがき（〒814-0006早良区百道２-３
-15）で８月15日から31日午後８時（必着）までに同体育館へ。来所でも
受け付けます（返信用はがきを持参）。

9/

29
●土

2親子投げ釣り教室

　釣った魚は天ぷらにして食べます。d午前９時〜午後３時li海の
中道青少年海の家（東区西戸崎）a603-2700f603-2782t小学生以上
と保護者c20人（抽選）y高校生以上2,500円、小中学生2,000円eは
がき（〒811-0321東区西戸崎 海の中道海浜公園内）かファクス、メール

（hp-inquiry@uminaka.fukuoka-shizennoie.jp）に参加者全員の応募事項
と性別を書いて９月７日（必着）までに同施設へ。

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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友泉亭公園①秋の俳句コンテスト②秋の歌を歌いましょう

　①短冊は園内にあります。応募は１人一句。作品は11月ごろまで展示。②同公
園園長によるチェロとバイオリンの伴奏で、懐かしい歌を中心に秋の歌を歌いま
す。d９月①１日㈯〜９日㈰午前９時〜午後５時②30日㈰午後２時〜３時li同
公園（城南区友泉亭）a・f711-0415t①不問②小学生以上c①30人②70人（い
ずれも先着）y無料（入園料別）e①期間中同公園で応募を受け付けます。②
不要

催 し

健診を受けましょう　

　【休日＆ナイト健診（総合健診）】li健康づくりサポートセンター（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

９／２㈰、４㈫、９㈰、16
㈰、22㈯、23（日・祝）、30㈰
9：00〜10：00 ※４㈫ は
18：00〜19：00

【女性医師DAY】２㈰、４
㈫、９㈰、16㈰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（かくたん）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 ９／２㈰9：00〜10：00
⑫ 歯周病予防健診 18歳以上 1,000円 ９／23（日・祝）10：00〜12：00

　【よりみち健診】上記の①〜③と⑤〜⑨の健診を次の通り実施。i健康増進課
a711-4269f733-5535

場所 日時 申し込み
総合図書館（早良区百道浜
三丁目） 10月６日㈯10:30〜12:00

電話（050-3646-1801）
かファクス（303-8003）
で８月20日〜９月14日
に労衛研健診予約セ
ンターへ。

西部ガス総合研究所（西区
今宿青木） 10月16日㈫8:30〜11:30
ソラリア西鉄ホテル（中央区
天神二丁目） 10月17日㈬10:00〜13:30
ボートレース福岡（中央区那
の津一丁目） 10月20日㈯10:30〜13:00

催 し

福岡日伊協会 秋季イタリア語教室

　①はじめてコース②初中級コース③中級会話コース。詳細は問い合わせを。
d９月３日㈪〜12月10日㈪の①月曜日午後６時半〜８時②火曜日午後６時半〜８
時③木曜日午後７時〜８時半 ※いずれも連続講座lＴＫＰ博多駅筑紫口ビジネス
センター会議室（博多区博多駅中央街）i同協会a476-2153f476-2634t福岡
都市圏に住む人c各10人（先着）y１万8,000円（①②はテキスト代別）e電話で
８月15日以降に同協会へ。

講座・教室

「博多町家」ふるさと館の指定管
理者を募集

　【募集要項の配布】８月31日まで市
ホームページに掲載【申込期間】９月
18日から21日午後５時まで。iまつり
振興課a711-4359f711-4354

市高齢者美術展の作品を募集
　10月11日㈭〜16日㈫にアジア美術
館で開催される同展の出品作品を募
集（各部門につき１人１点、自作で未発
表のもの）。詳細は問い合わせを。【部
門・サイズ】 ▽ 洋画、日本画＝10〜50
号 ▽書＝全紙（縦）以内（掛け軸の長
さは問いません） ▽写真＝四つ切り〜
全紙 ▽工芸＝展示区画は１平方㍍以
内。i市老人クラブ連合会事務局a 

713-1340f713-0157t市内に住む60
歳以上のアマチュアe往復はがき（〒 
810-0062中央区荒戸３-３-39）に応募
事項と生年月日、出品部門名、作品の
題名（ふりがな）、作品サイズ、老人ク
ラブに所属する人は所属クラブ名、昨

年度特別賞を受賞した人は「特別出
品」と朱書きして８月10日〜９月10日

（必着）に同事務局へ。作品は後日、自
身で搬入。
筑前海区漁業調整委員会委員選
挙人名簿への登録申請

　同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
12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）
11月18日は福岡市長選挙の投票
日です

　【告示日（立候補届出日）】11月４日
㈰【投票日】11月18日㈰i市選挙管理
委員会a711-4682f733-5790、各区選
挙管理委員会

お知らせ

9/

29
●土

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〜」

　在宅医療やサービスの活用法などを学びます。d午後１時半〜４時
lアクロス福岡イベントホール（中央区天神一丁目）i市医師会 在宅
医療課a852-1512f852-1510c400人（先着）y無料e電話かファクス
で８月15日以降に同課へ。ホームページでも受け付けます。

9/

29
●土

2西区歴史よかとこ案内人と巡る 
今津エリア史跡探訪ウオーク

　今津元寇防塁など、今津半島を巡ります。d午前９時半〜午後２時
半l集合はＪＲ九大学研都市駅、解散は今津バス停i西区歴史よかと
こ案内人事務局・矢野a881-7128y300円eはがき（〒819-0013西区愛
宕浜１-16-６）かメール（nishikuyokatoko@gmail.com)で９月25日（必着）
までに同事務局へ。

9/

30
●日

3博多障がい者フレンドホーム「釣り教室」

d午前９時50分〜午後３時l市海づり公園（西区小田）i同ホームa 

586-1360f586-1397t市内に住む障がいのある人とその家族c10人
（抽選。１組２人まで）e電話かファクス、来所で８月15日〜９月15日に
同ホーム（博多区西月隈五丁目）へ。

10/

2
●火
他

3KBC点字教室

　点字を学ぶ初心者向けの連続講座。d10月２日〜12月18日の火曜
日午前10時〜正午lKBC会館４階（中央区長浜一丁目）iKBC開発a 

751-4070f715-1148c20人（先着）y無料e電話で９月３日午前９時半
以降に問い合わせ先へ。

10/

27
●土

2地下鉄運転シミュレーター体験

d午前10時〜午後４時l姪浜車両基地（西区下山門四丁目）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（抽選）y無料eはがき（〒812-0013博多区博多駅東２-11-１）か
メール（qst-kyutetu-keikaku@ml.mlit.go.jp）に応募事項と来場人数、保
護者氏名を書いて９月７日（必着）までに同実行委員会へ（体験者１人
につき１通）。

11/

29
●木

4市民福祉講演会 「住民主体の避難所運営と災害に備え
た地域づくり」〜熊本地震の経験から〜

　講師は熊本学園大学社会福祉学部教授の高林秀明氏。d午後１時
半〜３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
会総務課図書・研修係a731-2946f731-2947c248人（先着）y無料e電
話かファクス、来所で８月15日以降に同係（ふくふくプラザ内）へ。

情報BOX 福岡市政だより
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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
らせ講演



市営住宅などの緊急工事店を追
加募集

　詳細は８月15日以降にホームペー
ジで確認を。【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１年間【申
請】８月15日からホームページに掲
載、または市住宅供給公社（博多区店
屋町）で配布する申請書を８月22日〜
24日に同公社へ持参。 ※申請書の配
布および申請受け付けは平日の午前
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。i同公社総務課a271-2571f291- 
7350

市施設の緊急工事店を追加募集
　詳細は８月15日以降にホームペー
ジで確認を。【募集業種(等級)】一般
土木・建築（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１年間【申
請】９月３日〜７日にホームページに掲
載、または市施設整備公社（中央区天
神一丁目 天神ツインビル11階）で配
布する申請書を９月10日〜11日に同
公社へ持参。 ※申請書の配布および
申請受け付けは平日の午前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。i同公社a738-7220f738-7230

人権擁護委員が委嘱されました
　石田照年氏、清成厚美氏、小林芳光
氏、田中香代子氏、永田一志氏が委嘱
されました。地域住民からの人権相談
対応や、人権についての啓発活動を
行います。相談方法など詳細は問い
合わせを。i福岡法務局人権擁護部
a739-4151f722-6183

敬老祝品を贈呈（カタログギフト）
　来年３月末時点で100歳の人に、敬
老祝品を掲載したカタログを８月に郵
送します。商品を選んで同封のはが
きを返送してください。詳しくは問い
合わせを。i高齢福祉課a711-4881f 

733-5587
市立障がい者施設の指定管理者
を募集

　次の施設を管理運営する事業者を
募集します。【施設】東障がい者フレン
ドホーム、博多障がい者フレンドホー
ム、なのみ学園、清水ワークプラザ、南
障がい者フレンドホーム、点字図書館

【募集要項の配布】８月17日から障が
い者施設支援課（市役所12階）で。市
ホームページにも掲載【申込期間】９月
21日〜28日（消印有効）i同課a711-
4249f711-4818
花と緑のまちかど写真コンテスト
作品募集

　市内の花や緑をテーマにした写真
を募集。【規定】四つ切り（ワイド可）、A
４サイズ。昨年９月１日以降に市内で
撮影した未発表の作品（３点以内）。i

市緑のまちづくり協会みどり課a822-
5832f822-5848e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、各出張所、各市民
センターなどで配布する申込書に写
真を貼り、郵送で８月31日（必着）まで
に同課へ。
水道料金インターネット確認･申
し込みサービスの開始

　水道料金や使用量等がスマート
フォンやパソコンで確認できるように
なりました。口座振替の申し込みもで
きます。詳細は水道局ホームページで 
確認を。i水道局お客さまセンターa 

532-1010f533-7370
平成29年度の人権問題に関する
市民意識調査の結果について

　調査結果の概要を掲載したリーフ
レットを、情報プラザ（市役所１階）や
各区情報コーナー、各出張所などで
配布。市ホームページにも掲載してい
ます。i人権推進課a711-4338f733- 
5863

中学校卒業程度認定試験
　【願書の受付期間】８月20日〜９月７
日【試験日】10月25日㈭。申し込み方法
など詳細は問い合わせを。i県義務
教育課a643-3908f643-3912

生活保護に関するお知らせ
　10月から生活扶助の基準額が変わ
ります。問い合わせは９月以降に住所
地の区の保護課へ。i各区保護課

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
茂氏による講演など。d９月12日㈬午
後１時半〜４時半l福岡商工会議所
ビル（博多区博多駅前二丁目）i同セ
ンターa451-8621f451-8623tおおむ

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。

ジに掲載、または同課（市役所13階）、
情報プラザ（同１階）、各区情報コーナ 
ー、各出張所、各保育所（園）などで配
布する申込書をファクス、メールで同
課へ。電話でも受け付けます。
｢生き活（い）き講座｣嘱託員（産休
代替）を募集

　公民館などで開催する高齢者を対
象とした健康づくり･介護予防講座の
運営･実施などに従事｡【資格】基本的
なパソコン操作（ワード・エクセル等）
ができる保健師の有資格者【任用期
間】10月17日〜来年１月22日【募集案
内･申込書の配布】地域包括ケア推進
課(市役所12階)､情報プラザ(同１階)､
各区地域保健福祉課､各出張所で｡市
ホームページにも掲載【申込期間】８
月24日(必着)までi中央区地域保健
福祉課へ｡a718-1111f734-1690
市こども総合相談センター夜間
児童指導員（嘱託員）を募集

　同センター内の一時保護所で子ど
もの夜間生活指導等の業務に従事。

【資格】昭和28年４月２日以降生まれ
で保育士の資格を有し、午後４時半〜
翌日午前９時勤務が可能など要件あ
り。【募集案内･申込書の配布】各区情
報コーナー、各出張所で。市ホームペ 
ージにも掲載。【申込期間】８月15日か
ら28日午後５時（必着）までiこども相 
談課a832-7110f832-7830

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【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。いずれも無料、
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

相 談

ね60歳以上c200人（先着）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。

福岡地区職業訓練協会の講習
　①エクセル中級データベースと実
務関数②ガス溶接技能③パソコン「イ
ラストレーター」④アーク溶接特別教
育—を開催。日程や料金など詳細は
ホームページで確認するか問い合わ
せを。i同協会a671-6831f672-2133

障がい者職業訓練生を募集
　学科は、機械CAD科、プログラム設
計科、総合実務科など。詳細はハロー
ワーク（公共職業安定所）で配布する
入校案内などで確認を。li福岡障
害者職業能力開発校（北九州市若松
区蜑住）a093-741-5431f093-741-1340 
e９月28日までに各ハローワークに
申請書の提出を。

サービス業等合同会社説明会
　地元企業20社が参加。就職活動に
ついてのセミナーや相談コーナーも
あります。詳細はホームページで確認
を。d９月４日㈫午後１時〜５時（受け
付けは午後０時45分〜４時半）l福岡
ビル（中央区天神一丁目）i県若者し
ごとサポートセンターa720-8832f 

725-1776t来年３月大学等卒業予定
の学生、45歳未満の求職者y無料e

不要

会社合同説明会
　約60社が参加。詳細はホームペー
ジで確認を。d８月21日㈫午後１時〜５
時lアクロス福岡イベントホール（中
央区天神一丁目）i福岡商工会議所　
商業･雇用支援グループa441-2169f 

482-1523t来年３月卒業予定者と中途
就職希望者y無料e不要
市保育士・保育所支援センター出
張相談会

　保育所等への就労に関する相談に
応じます。同センターの登録および求
人票の閲覧も可能（登録には保育士
証の登録番号、登録年月日が必要）。
詳細は市ホームページで確認するか
問い合わせを。d９月13日㈭、27日㈭
午前10時〜午後３時lハローワーク
福岡中央（中央区赤坂一丁目）i同セ
ンターa711-6808f733-5718y無料e 

不要

市保育士就職支援研修会
　保育実践講座や求人紹介、就職相
談会などを実施。d９月28日㈮午後６
時半〜８時l市役所503会議室i指
導監査課a711-4262f733-5718t保
育所に就職を希望する人（来年３月に
卒業見込みの学生も可）c50人（先着）
y無料e８月15日以降市ホームペー
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手嶌葵

　※いずれも最終日の展示は午後５時
まで。
博多織ハンズ工房とはかた錫（すず）工
房作品展
　博多織の帯や財布、錫のビアグラス
やアクセサリーなど約100点を展示・販
売します。d８月23日㈭〜28日㈫y入場
無料
博多人形与一賞展
　若手博多人形師の登竜門である同賞
の受賞作品などを展示します。d８月30
日㈭〜９月11日㈫y無料

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） ※８
月27日㈪まで毎日開館。

ヨットハーバー
〒819-0001 西区小戸三丁目58-１
a882-2151	f881-2344
o午前９時半〜午後６時（４月〜９月）

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

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）

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

埋蔵文化財センター
〒812-0881 博多区井相田二丁目１-94
a571-2921	f571-2825
o午前９時〜午後５時（入館は午後４
時半まで）x月曜
庚寅の日にはセンターに行こう「庚寅銘
大刀」実物展示
　平成23年の発
掘調査で発見さ
れた金象嵌（き
んぞうがん）の
大刀・庚寅銘大刀

（こういんめいた
ち）=写真。干支

（えと）の「庚寅の
日」限定で実物を
展示します。d８
月26日㈰、10月25 
日㈭、来年２月22
日㈮y無料

ひとり親家庭支援センター
〒810-0074 中央区大手門二丁目５-5
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
９・10月の催し
t市内に住む①③一人親②配偶者と死
別した一人親y無料n小学生まで（無
料）e電話か来所で８月15日以降に同セ
ンターへ。

内容 日時 定員
（先着）

①生活支援講習
会 家計管理

９／９㈰13:30〜
15:30 15人

②グリーフ・ケア
（死別の悲しみ
に寄り添う支援）
おしゃべり会

９／30㈰13:30〜
15:30 10人

③養育費・面会
交流セミナー

10／ 25㈭ 10:00
〜12:00 15人

STARRY	NIGHT	JAM（スターリーナイト
ジャム）手嶌葵スペシャルライブ〜輝く
星空と心に響く歌声をもう一度〜
d10月６日㈯午後５時〜６時半、７時〜８
時半t小学生以上c

各220人（抽選）y全
席指定ＳＳ席5,500円、Ｓ
席5,000円、Ａ席4,500
円e８月15日午後４時
から８月22日午前０時
までにホームページ
で申し込みを。結果は
メールで通知。

　※以下の申し込みは電話かファクス
で同公園へ（実施日の１週間前から受け
付け）。
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24日㈮午後１時半〜３時半c50人

（先着）y無料
折り紙ヒコーキ教室
d８月26日㈰午前10時〜正午t５歳〜
小学生（要保護者同伴）c50人（先着）y 

１人200円

　※以下の申し込みはホームページで
も受け付けます。
親子クルーザー体験セーリング
d９月１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25人（先着）y１人600円e来
所で８月15日以降に同施設へ。
ジュニアヨット教室
d９月９日㈰午前10時〜午後４時t市内
に住む小学３年〜中学生c18人（抽選）
y1,500円e来所で８月15日〜27日に同
施設へ。

映像ホール・シネラ９月上映一覧
特別企画「ジャ・ジャンクー監督特集」

１日㈯ プラットホーム（11）、青の稲妻
（2:30）

２日㈰ 青の稲妻（11）、プラットホーム（２）
通常上映「日本映画名作選」

５日㈬ 土（２）
６日㈭ あの旗を撃て（11）、桃太郎 海の

神兵（２）
７日㈮ 歌うエノケン捕物帖（11）、地獄門

（２）
８日㈯ 真昼の暗黒（11）、喜びも悲しみ

も幾歳月（２）
９日㈰ メソポタミア（11）、切られ与三郎（２）
12日㈬ 喜びも悲しみも幾歳月（２）
13日㈭ メソポタミア（11）、柳川堀割物語

（２）

14日㈮ ニッポン無責任時代（11）、花と龍
（２）

15日㈯ あの旗を撃て（２）
16日㈰ 桃太郎 海の神兵（11）、地獄門（２）

17日(月・祝) 歌うエノケン捕物帖（11）、土（２）
20日㈭ 水の中の八月（２）
21日㈮ ゼロの焦点（11）、真昼の暗黒（２）
22日㈯ 切られ与三郎（11）、花と龍（２）

23日(日・祝) ニッポン無責任時代（11）、柳川
堀割物語（２）

24日(月・休) 水の中の八月（11）、ゼロの焦点（２）
　※(11)=午前11時、（２）＝午後２時、（2:30）
＝午後２時半。詳細はホームページで確認
するか問い合わせを。

司法書士相談

　各区役所の市民相談室で、司法書
士による相談（毎月１回）を実施してい
ます。t市内に住むか通勤・通学する
人c各６人（先着）y無料e事前に電
話か来所で各問い合わせ先に予約を。
場所・問い合わせ先 実施日

東区役所
a645-1011f651-5097 第１金曜日
博多区役所
a419-1013f452-6735 第２木曜日
中央区役所
a718-1014f714-2141 第１木曜日
南区役所
a559-5010f562-3824 第３木曜日
城南区役所
a833-4010f844-1204 第４水曜日
早良区役所
a833-4308f846-2864 第３火曜日
西区役所
a895-7008f885-0467 第４月曜日

　※時間は午後１時〜４時。１人30分。

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８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
鶴二丁目）i福岡専門職団体連絡協
議会事務局a714-3721f714-4234c 

100人（先着）y無料e不要

法務局休日相談所
　相続登記や公正証書、人権問題等
について、司法書士などが相談に応じ
ます。d10月７日㈰午前10時〜午後３
時l福岡法務局（中央区舞鶴三丁目）
i同局民事行政調査官室a721-9383 
f721-4590c100組（先着）y無料e

電話かファクスで９月３日以降に問い
合わせ先へ。

チケット法律相談
　市役所２階市民相談室で配布する
チケットを使って、天神弁護士センター

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。

（中央区渡辺通五丁目）で弁護士に無
料で相談できます。d午前10時〜午
後７時（土日祝日は午後１時まで。１人
30分）i市役所市民相談室a711-4019 
f733-5580t市内に住むか通勤・通学
する人（市民相談室法律相談、チケッ
ト法律相談のいずれかで１人年１回）
c毎月40人（先着）にチケット配布e

毎月第１金曜日の午前９時から同相
談室で電話か来所で受け付け。チケッ
ト受け取り後、同センターへ予約を。

子どもの人権110番強化週間
　いじめや体罰などの相談に電話で
応じます。【相談電話】a0120-007-110 

（ＩＰ電話は739-4175へ）d８月29日㈬
〜31日㈮、９月３日㈪、４日㈫午前８時半
〜午後７時、９月１日㈯、２日㈰午前10時
〜午後５時i福岡法務局人権擁護部
a739-4151f722-6183y無料e不要

ひきこもり相談
　臨床心理士や社会福祉士などが、
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歩行器や入浴用品などの福祉用具約
1,600点の展示コーナーもあります

⑥もれないためのおむつ選び　
10／19㈮14：00〜16：00 25人

⑦もれないためのおむつの当て方
10／26㈮14：00〜16：00 25人

　※①と③は同じ内容です。⑦を受講する
には⑥の受講が必要。

　※以下の申し込みはホームページで
も受け付けます。
レディース海づり大会
d９月15日㈯午前９時〜午後１時t小学
生以上の女性（小学生は保護者同伴）
c50人（抽選）y200円（釣り台利用料別）
e往復はがきかファクスで９月６日（必
着）までに同公園へ。空きがあれば当日
も受け付け可（費用は100円増し）。
シニア海づり大会
d９月26日㈬午前６時〜10時t60歳以
上c30人（抽選）y200円（釣り台利用料
別）e往復はがきかファクスで９月14日

（必着）までに同公園へ。空きがあれば
当日も受け付け可（費用は100円増し）。

10月の講座
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
（先着）

①立ち上がりを楽にしよう　
10／４㈭10：00〜12：00 20人

②尿もれとスキンケア　
10／４㈭14：00〜16：00 25人

③立ち上がりを楽にしよう　
10／６㈯11：00〜13：00 15人

④歩行を助ける用具と靴選び　
10／11㈭10：00〜12：00 20人

⑤排便トラブルとケア　
10／12㈮14：00〜16：00 25人

グループ釣り月間
　10人以上の団体を対象に釣り台料金
を割引します（４時間以内）。15人以上の
場合は別途特典あり。詳細は問い合わ
せを。d10月１日㈪〜11月30日㈮y大人
700円、中学生以下350円（通常の３割引
き）e９月１日以降ホームページに掲載
する申込用
紙をファク
スで希望日
の３日前ま
でに同公園
へ。申込用
紙はファク
スでも請求
可。

　※以下の料金は入園料別。
森のクラフトワークショップ
　木の実で人形を作ります。d８月25日
㈯午前10時半〜正午、午後１時半〜３時

（時間内随時受け付け）t３歳以上と保
護者c各20組（先着。１組３人まで）y無
料e不要
秋の野鳥写真展
d８月28日㈫〜９月24日（月・休）y無料
園芸講座「ハーブの効用」
　ハーブでせっけんを作ります。d９月
28日㈮午後１時半〜３時半c30人（抽選）
y1,000円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８月15日〜９月14日（必着）に同

９月の催し
　一部は材料を持参。t市内に住むか通
勤・通学する人y①②⑤500円③⑥⑦⑨
⑩無料（③⑩は部品代別）④200円⑧300
円e①②④⑤⑦⑧往復はがきかファク
スで①８月26日②８月28日④９月３日⑤９月
６日⑦９月10日⑧９月11日（いずれも必着）
までに同施設へ。①⑤⑦はホームページ
でも受け付けます。③⑥⑨⑩電話で９月１
日以降に同施設へ。

内容・日時 定員
①パッチワーク講座　９／５〜10／
17の水曜日10：00〜13:00（９／12、
10／10を除く連続講座）

10人
（抽選）

②卓上機で裂き織り　９／８㈯10:00
〜13:00

10人
（抽選）

園へ。ホームページでも受け付けます。
レモングラスのポット敷き
　縄状に束ねたレモングラスで作りま
す=写真。d９月29日㈯午後１時半〜３時 
半c20人（抽選）y500円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８月15日〜９月
15日（必着）に同園へ。ホームページで
も受け付けます。

③ 傘 の 修 理　９／12㈬、23（日・祝）
10:00〜13:00

各６人
（先着）

④古布でぞうり作り　９／13㈭10:00
〜13:00

10人
（抽選）

⑤エコクッキング　９／16㈰10:00
〜13:00

10人
（抽選）

⑥菜園相談会（生ごみリサイクル）
９／16㈰10:00〜12:00

10人
（抽選）

⑦包丁研ぎ講座　９／20㈭10：00〜
12：00

５人
（抽選）

⑧かんたんチュニック作り　９／21
㈮10:00〜13:00

８人
（抽選）

⑨木製のまな板削り　９／22㈯、27
㈭10：00〜16：00

各12人
（先着）

⑩おもちゃの病院　９／23（日・祝）10：
00〜14：00

10人
（先着）

　※いずれも無料。小学３年生以下は
保護者同伴。②③は、電話かメール、来
所で８月15日午前10時以降に同施設へ。
①ミラクルラボ体験教室
　においの実験や顕微鏡観察など。開
催日ごとに内容が変わります。詳細は
ホームページで確認を。d９月２日㈰、16
日㈰、17日（月・祝）、23日（日・祝）、30日㈰午
後３時〜３時半c各25人（先着）e当日
午後１時から窓口で受け付け。
②みんなでチャレンジ「手で持てる水を
作ろう」
　塩化カルシウムとアルギン酸ナトリウ
ムを使って作ります。d９月８日㈯午前
10時半〜11時c25人（先着）

③理科応援教室「ダンゴムシの不思議
〜迷路実験で習性を観察しよう〜」
d９月15日㈯午前10時半〜正午t小学
４〜６年生c25人（先着）

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）

９月の催し
　一部は材料を持参。⑤の会場はさいとぴあ（西区西都二丁目）。t市内に住むか通
勤・通学する人（⑤は販売業者を除く20歳以上）y①②③500円④800円⑤〜⑧無料
e①〜④はがきかファクス、来所で①②８月23日③④８月24日（必着）までに同施設
へ。当選者のみ通知。⑤往復はがきかファクスで９月11日（必着）までに同施設へ。⑥
⑦⑧電話かファクス、来所で⑥希望日の３日前までに同施設へ⑦⑧は随時受け付け。

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）

④衣類のリフォーム教室　９／12
〜10／31の原則毎週水曜日13：00
〜16:00（連続講座）

10人
（抽選）

⑤フリーマーケットの出店　９／24
（月・休）10:00〜15:00

20区画
（抽選）

⑥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）

⑦牛乳パックで紙すき体験　毎日
10:30〜15:00の30分程度 ―

⑧つまみ細工の花飾り　毎日10:30
〜15:00の30分程度 ―

内容・日時 定員
①作務衣（さむえ）上下裏付き作り
９／６〜27の木曜日13：00〜16：00（連
続講座）

15人
（抽選）

②初心者向け長袖ブラウス作り　
９／７〜21の金曜日13：00〜16:00（連
続講座）

15人
（抽選）

③唐辛子のタペストリー作り　９／
８㈯、15㈯13：00〜16：00（連続講座）

15人
（抽選）

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）
８・９月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。y①〜⑤無料⑥100円e①〜⑤不要⑥電話で９月１日
以降に同会館へ。

内容 日時 対象・定員
①お手玉あそび ８／18㈯14:00〜15:30 幼児〜高校生
②ボードゲームであそぼう ８／19㈰13:30〜14:30 小中高生
③あいくるのおばけやしき ８／24㈮13:30〜16:00 幼児〜高校生
④ふれあいひろば（折り紙遊び）８／26㈰14:00〜15:00 幼児〜高校生
⑤みんなであそぼう（フリスビ 
ーを使った「ドッヂビー」をしま
す）

９／２㈰13:30〜14:30 小中高生

⑥おもちゃ病院 ９／16㈰10:00〜14:00 幼児〜高校生、20人（先着。１人１個）
　※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。

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。８月11日〜９月８日の土曜日は午後９時まで開園（入園は午
後８時半まで）。

　③の会場はエルガーラホール（中央区天神一丁目）。t①再就職を希望する女性
②女性③不問y無料n６カ月〜小学３年生。無料e電話（②は526-3788）かファク
ス、メール（②はamikas.soudan@city.fukuoka.lg.jp）、来所で８月15日以降にアミカ
スへ。ホームページでも受け付けます。託児希望者は子どもの名前、年齢（月齢）も
書いて実施日の10日前までに申し込みを。

内容・日時 定員
①女性のための就職応援プログラム（セミナー、模擬面接など）　
ステップ１＝９／７㈮、ステップ２＝個別支援のため、相談の上日時決定（１時間程
度）、ステップ３＝９／21㈮（連続講座） ※１、３は10:00〜12:00

20人
（先着）

②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）　
９／18㈫13：30〜15：30

20人
（先着）

③講演会「職場で役立つ セクハラ新常識」（講師は労働相談を担当していた元東京
都職員の金子雅臣氏）　９／20㈭13：30〜15：45

300人
（先着）

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、９月１０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）

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）
　※施設改修のため、１１月19日㈪〜来年２月末は休館します。

海づり公園
〒819-0203 西区小田池ノ浦地先　a809-2666 f809-2669
o午前６時〜午後８時（４月〜10月）、午前７時〜午後６時（11月）
x火曜（祝休日のときは翌平日。７、８月の夏休み期間は火曜日も開園）

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

手で持てる水

竿・リールの貸し出しもあり（有料）

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
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