
介護実習普及センター　ミニ展示「備えて安心 防災グッズ」

　Ａ４ファイル型で持ち運びできるヘルメットや非常時に便利な圧縮毛布などを
紹介。d開催中〜11月30日㈮午前10時〜午後６時（20日は休館）li同センター

（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y無料

催 し

ももち体育館

　いずれも連続講座。詳細は問い合わせを。li同体育館（早良区百道二丁目）
a851-4550f851-5551t18歳以上e往復はがき（〒814-0006早良区百道２-３-15）
に応募事項と希望教室を書いて11月15日から30日の午後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）。

内容 日時 費用・定員（抽選）
よくばりエクササイズ ヨガ＆エア
ロビクス教室

来年１／６〜３／10の日曜日
10:00〜11:30

5,600円
25人

はじめての気功教室 来年１／10〜３／14の木曜日
9：15〜10：15

4,000円
25人

ステップアップ気功教室 来年１／10〜３／14の木曜日
10：30〜12：00

5,600円
35人

ピラティス de モテ体教室 来年１／10〜３／14の木曜日
19：15〜20：45

6,300円
25人

バラエティステップ教室 来年１／15〜３／19の火曜日
18：50〜19：40

5,200円
25人

講座・教室

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/

●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。

●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（11月後半の日・祝日）
11月18日㈰
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
11月23日（金・祝）
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
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
11月25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

a＃7119

11/

17
●土

3
市美術館　つきなみ講座

「英語を介したアートの制作現場の醍
だ い ご み

醐味」
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

11/

17
●土

3埋蔵文化財センター　考古学講座
「ウマと信仰心－土馬・絵馬への願い－」

d午後１時半〜３時半（開場は午後０時半）li同センター（博多区井
相田二丁目）a571-2921f571-2825c200人（先着）y無料e不要

11/

17
●土
他

2ときめきマーケット in 木の葉モール橋本

　障がい者施設で作った菓子や雑貨を販売します。d11月17日㈯、18
日㈰午前10時〜午後５時l木の葉モール橋本１階（西区橋本二丁目）
i障がい者在宅支援課a711-4248f711-4818y入場無料e不要

11/

17
●土
他

2福岡ストリートパーティー〜ダンスアベニュー〜

　正午から午後６時まで交通規制がかかり、天神きらめき通り（中央区
天神二丁目）が歩行者天国になります。「ふくこいアジア祭り」の会場
として全国のダンスチームが演舞を披露する他、飲食ブース等が並
びます。d11月17日㈯、18日㈰正午〜午後６時iWe Love 天神協議会
a734-8750f718-7331y入場無料e不要

11/

18
●日

2今津 de スロージョギングR体験

スロージョギング協会認定指導員の解説の下、会話ができる速さ
でゆっくり走ります。d午後２時〜２時50分li今津運動公園（西区今
津）a807-6625f807-6627c30人（先着）y無料e電話で11月15日以
降に同公園へ。

11/

21
●水

2済生会福岡総合病院　ももち健康セミナー

　便秘やピロリ菌を起因とする病気（がん）とその治療・予防について
医師が講演。看護師による個別相談もあり。d午後２時半〜４時(開場
は２時)lももちパレス小ホール（早良区百道二丁目）i同病院経営企
画課a771-8151f716-0185c120人（先着）y無料e不要

11/

23
●●金･祝

2海づり公園　いい夫婦の日海づり体験

　手ぶらで海づり体験ができる他、唐泊恵比須（からとまりえびす）か
きやマダイなどが当たる抽選会（空くじ無し）にも参加できます。昼食
付き。d午前９時〜午後１時（受け付けは午前９時半まで）li同公園

（西区小田）a809-2666f809-2669t夫婦c50組（先着）y１組2,200円
e不要

11/

24
●土

2東公園ふれあいフェスタ

　親子で楽しめる移動動物園の他、動物スケッチ大会や工作教室も
あり。雨天中止。d午前10時半〜午後４時半li同公園（博多区東公
園）a409-0597f409-0598tスケッチ大会と工作教室は小学３年生以
下（保護者同伴）cなしy無料e不要

11/

24
●土
他

2楽水園　①感謝祭②楽水庵茶会「祈りとお茶」

①抽選会、餅まき大会、三線演奏会など。②初心者も参加可。d①
11月24日㈯ ▽抽選会＝午前９時から。無くなり次第終了 ▽餅まき大会・
演奏会など＝午前11時、午後２時から②11月28日㈬午前10時、11時半、
午後１時、２時半からli同園（博多区住吉二丁目）a･f262-6665 
c①なし②各７人（先着）y①無料（入園料別）②1,500円e①不要②電
話かファクスで11月15日以降に同園へ。

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

※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

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 ※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
情報BOX 福岡市政だより

2018（平成30）年11月15日 14

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

催し 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。



アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　①ステンドグラス
風ひっかき絵作り②しめ飾り作り教室

①プラスチックの板とカラーセロハンで作ります＝写真。②竹
やリボンなどを使って作ります。d12月①１日㈯〜24日（月・休）午
前10時〜午後４時 ※火曜日を除く。期間中でも定員になり次第
終了②12月22日㈯午後１時半〜３時半li同公園（東区香椎照
葉四丁目）a661-5980f661-8020t①不問（小学３年生以下は保
護者同伴）②小学４年生以上c①100人②20人（いずれも先着）
y①無料②1,000円（いずれも入館料別）e①不要②電話で11月
22日以降に同公園へ。

講座・教室
ももちブルーライトイルミネーション

　福岡タワーに全長108mのクリスマスツリーの
イルミネーションが映し出されます（12月25日ま
で）。周辺の樹木も青い電飾で彩られます=写真。
d11月16日㈮〜来年２月14日㈭午後５時〜11時
li福岡タワー(早良区百道浜二丁目)a823-0234
f822-4656

催 し

11/

25
●日

2博多じょうもんさん天神市場

　市内産の農産物や地元食材を使った豚汁などを販売します。d午
前10時〜午後３時l市役所西側ふれあい広場i市農業協同組合a

711-2084f732-8790y入場無料e不要

11/

25
●日
他

2福岡城　城下町巡り「東西南北」

　福岡城の城下町を①東②南③北の３コースで巡り、ガイドが当時の
様子を紹介します。d①11月25日㈰②12月２日㈰③12月９日㈰午前10
時〜正午l集合は①福岡城むかし探訪館②③三の丸スクエア（いずれ
も中央区城内）i福岡城市民の会a716-8238f716-8254y各500円e

電話かはがき（〒810-0042中央区赤坂１-12-15読売福岡ビル７階）、ファク
ス、メール（m staff＠fukuokajokorokan.info）で各実施日の２日前（必着）
までに同会へ。

11/

26
●月

3
浜の町病院市民講座

「知っておきたい 肺の病気」①肺の生活習慣病②誤
ごえん

嚥性肺炎について
d午後２時〜３時半(開場は午後１時半)l同病院３階（中央区長浜三丁
目）i同病院地域医療連携課a721-9991f721-9382c100人（先着）y

無料e不要

11/

27
●火

3ボートレース福岡　カラーサンドアート

　自分に合う色の砂を選び、瓶の中に何層にも重ねて模様を作りま
す。d午後１時〜３時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c30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も書いて11月19日（必着）ま
でに問い合わせ先へ。当選者のみ11月23日までに通知。

11/

29
●木

4国連講演会「軍縮・不拡散の日本と世界の流れ」

　講師は外務省総合外交政策局軍備管理軍縮課長の今西靖治氏。d

午後１時半〜３時l西南学院大学（早良区西新六丁目）i日本国際連
合協会福岡県本部a713-8115f761-6762c100人（先着）y無料e電
話かファクス、メール（m unaj-fukuoka@nifty.com）で11月15日以降に
同本部へ。ホームページでも受け付けます。

12/

1
●土

3国際医療福祉大学 公開講座　あそびから学ぶ子育て
育児は育自〜子どもも育ち、自分も育つ〜

d午後２時〜４時l同大学福岡キャンパス（早良区百道浜二丁目）i

同大学福岡看護学部a407-0805f407-1814c100人（先着）y無料e

電話かファクス、メール（m fukuoka.kango@iuhw.ac.jp）で同学部へ。
空きがあれば当日も受け付けます。

12/

1
●土

3南障がい者フレンドホーム　クリスマスの小物など創作

d午後１時〜３時li同ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-
5856c16人（抽選）y500円e電話かファクス、来所で11月22日までに
同ホームへ。

12/

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、来所で11月15日以降に同ゴルフ場へ。

12/

1
●土

2もーもーらんど油山牧場「チューリップ植え付け体験」

　４歳以上の参加者には、体験後にソフトクリーム交換券を進呈。d午
前10時〜正午li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040c15組

（先着。１組４人まで）y無料e電話で11月15日以降に同牧場へ。

12/

1
●土
他

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　コンポストの使い方などについて学びます。①野菜の収穫と試食、
しめ縄作りなど。②土の中の生き物観察、ジャガイモ等の収穫や調理
なども行います。d12月①１日㈯午前10時〜11時40分②15日㈯午前
10時〜午後１時l①クリーンパーク･東部敷地内（東区蒲田一丁目）②
種苗育成施設（博多区立花寺一丁目）i循環生活研究所a405-5217 
f405-5951t①市内に住む人②市内に住む小学生以下と保護者c各
30人（抽選）y①無料②１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。

12/

2
●日

3市民公開講座 ①小児の内分泌疾患②親子のツボ健康法
スキンタッチと小児はり

①講師は久留米大学医学部小児科学教室助教の松本孝子氏。d①
午後１時〜２時②午後２時10分〜３時40分l市鍼灸（しんきゅう）師会館
２階（博多区博多駅前四丁目）i県鍼灸マッサージ師会a461-2745f

461-2746c70人（先着）y無料e不要

12/

2
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園　フラワーデザイン（プリ
ザーブドフラワーのクリスマス飾り作り）

d午前10時〜正午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f

587-0883c20人（先着）y2,000円e電話で11月15日午前10時以降に
同農園へ。

12/

2
●日

3福岡アディクション･フォーラム

　さまざまな依存症に悩む本人や家族がそれぞれの体験を発表しま
す。国立精神・神経医療センター松本俊彦氏の講演もあり。d午前10
時〜午後５時（開場は午前９時半）lあいれふ10階 ホール他（中央区
舞鶴二丁目）iアディクションフォーラム実行委員会a090-2885-9886 
c240人（先着）y500円e不要

12/

2
●日

2精華女子短期大学コミュニティオーケストラ
定期演奏会

　交響曲第７番イ長調Op．92（ベートーベン）、交響曲第５番ニ短調Op．
47（ショスタコービッチ）などを演奏します。d午後２時〜４時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同大学a591-6331
f592-3591c1,800人（先着）y1,000円（小学生以下無料）e電話で問
い合わせ先へ。アクロス福岡チケットセンター（a725-9112）でも販売。

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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博多工業高校①工業科展②パソコンで作る年賀状教室

　②同高校の生徒が教えます。保存媒体を持参すれば作ったデータを持ち帰れ
ます。d①11月26日㈪〜12月２日㈰午前10時〜午後６時（最終日は４時まで）②12
月１日㈯午前10時〜11時半、午後１時〜５時半、２日㈰午前10時〜11時半、午後１
時〜４時（各30分前から整理券を配布）lアクロス福岡コミュニケーションエリア

（中央区天神一丁目）i同高校①教育推進部②画像工学科a862-6575f862-
8346y無料e不要

催 し

博多障がい者フレンドホーム

li同ホーム（博多区西月隈五丁目）a586-1360f586-1397e電話かファクスで
11月15日以降に同ホームへ。

内容 日時 定員（先着） 料金
①ローズマリーでおしゃれなリース
を作ろう 12／２㈰13：30〜15：00 20人 700円

②博多フレンド餅つき大会（たこ揚
げやかるた遊びなどもあり） 12／15㈯11：00〜14：00 50人 500円

③わくわくクリスマス会（スノードー
ム作りとクリスマス演奏会） 12／22㈯13：00〜15：30 40人 600円

催 し

①おはようスケート教室②おはようボウリング教室

　いずれも全２日。d①第１回12月25日㈫・26日㈬、第２回12月27日㈭・28日㈮い
ずれも午前９時〜10時②12月25日㈫・26日
㈬午前９時〜11時lパピオ（博多区千代一
丁目）i①パピオアイスアリーナa633-2468 
f633-2499②パピオボウルa633-2500f633-
2498t①５歳〜小学生②小中学生c①各150 
人（抽選）②50人（先着）y①3,000円②1,500
円e①はがき（〒812-0044博多区千代１-15-
30）に応募事項と性別、希望日を書いて11月
15日〜12月10日（必着）に問い合わせ先へ。
ファクスでも受け付けます。②電話で11月15
日以降に問い合わせ先へ。

講座・教室

おはようボウリング教室

12/

2
●日

2わんにゃんよかイベント in ふくおかどうぶつ相談室

　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。d午前10時〜午後２時li同相談室（西
区内浜一丁目）a891-1231f891-1259y無料e不要

12/

2
●日

2博多っ子杯インドア・アーチェリー大会（観戦案内）

　身体障がいのある人とない人が同じルールで競う大会です。d午
前９時半〜午後３時45分lさん・さんプラザ（南区清水一丁目）i市障
がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565y無料e不要

12/

2
●日
他

2市都市景観賞 ①表彰式②展覧会

　①は建築家で早稲田大学教授の吉村靖孝氏による講演もあり。
d12月①２日㈰午後２時〜４時半（開場は１時45分）②２日㈰〜11日㈫
午前10時〜午後８時（入場は７時半まで） ※水曜休館lアジア美術館

（博多区下川端町 リバレインセンタービル①８階②７階）i都市景観
室a711-4589f733-5590c①120人（先着）②なしy無料e不要

12/

2
●日
他

2市障がい児・者美術展（福岡コアサイド・アート）

　①表彰式②入賞作品の展示を行います。d12月①２日㈰午後１時半
〜３時②10日㈪〜16日㈰午前10時半〜午後７時半（最終日は５時まで）
l①ふくふくプラザ１階（中央区荒戸三丁目）②ギャラリー風（中央区
天神二丁目）i同展実行委員会事務局a731-3711f731-3722y無料
e不要

12/

3
●月

2市保健衛生大会

　①九州大学大学院医学研究院教授の二宮利治氏による講演「糖尿
病は万病のもと」②献血推進事例発表③公衆衛生・献血事業功労者
の表彰など。d午後１時半〜４時10分（開場は午後０時半。①は３時か
ら）l市役所15階講堂i地域医療課a711-4892f733-5535c350人（先
着）y無料e不要

12/

3
●月

3緑のコーディネーターによる体験講座 
ハンギングバスケット作り

d午後２時〜４時l西市民センター（西区内浜一丁目）i市緑のまち
づくり協会みどり課a822-5832f822-5848c20人（抽選）y2,000円e

はがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクスで11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。

12/

3
●月
他

3発達障がいについて学ぶ講座

d12月３日㈪、14日㈮午後１時半〜３時半l城南区保健福祉センター
（城南区鳥飼五丁目）i城南区健康課a831-4209f822-5844c各50人
（先着）y無料e電話かファクスで同課へ。来所でも受け付けます。

12/

5
●水

2認知症の人と家族の会 
「若年性認知症の人と介護家族のつどい」

d午前10時〜午後０時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i同
会福岡県支部a･f771-8595（火・木・金曜日のみ）y無料e電話かファ
クスで同支部へ。

12/

5
●水

3建築物耐震改修セミナー

　ブロック塀の耐震対策や建築物の耐震診断・改修の事例等について
解説します。市の耐震化への取り組みや補助制度などの紹介もあり。
d午後２時〜４時半l都久志会館（中央区天神四丁目）i県建築住宅
センター企画情報部a781-5169f715-5230c170人（先着）y無料e

電話かファクスで問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

12/

6
●木
他

3はじめてさんのおせち料理教室

　初心者向けのおせち料理や博多雑煮を作ります。d12月６日㈭、14
日㈮午前10時半〜午後１時半 ※２日とも同じ内容lふくふくプラザ（中
央区荒戸三丁目）i健康増進課a711-4374f733-5535t市内に住む
か通勤・通学する18歳以上c各25人（抽選）y無料n３カ月〜就学前

（無料）e往復はがきに応募事項と希望日、託児希望者は子どもの氏
名、年齢（月齢）を書いて11月22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。

12/

7
●金

3産地見学と料理教室

　キャベツとかつお菜の生産地（早良区東入部）を見学後、市内産のか
つお菜を使った料理を作ります。集合・解散は市役所。d午前９時〜午
後３時半i政策企画課a711-4841f733-5583t市内に住むか通勤す
る18歳以上c20人（抽選）y1,000円eはがき（〒810-8620住所不要）か
ファクス、メール（m seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者
全員の応募事項を書いて11月22日（必着）までに同課へ。

12/

7
●金

2福岡・博多"深"発見まち歩き「南福岡･雑餉隈まち歩き〜
南福岡十日恵比須大祭〜」

d午前10時〜午後０時半l集合はＪＲ南福岡駅前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（m event-bora@welco 
me-fukuoka.or.jp）に参加者全員の応募事項と代表者名を書いて11月
19日午前10時以降に問い合わせ先へ。

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。

※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
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Ｒ60倶楽部

l①②④六本松 蔦屋（つたや）書店（中央区六本松四丁目）③集合・解散は櫛田
神社（博多区上川端町）iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-
6081c①②④50人③20人（いずれも先着）e①②④不要③電話かファクス、メー
ル（m info@r60festa.jp）で11月15日以降に同事務局へ。

内容 日時 費用
①オトナ塾「血流アップで冷え性改善」 1１／20㈫13：00〜14：00 無料
②オトナ塾「忘年会にも使える 小噺（こばなし）
習得講座」 1１／27㈫13：00〜14：00 無料

③英語でガイド〜英語で福岡を案内する為（た
め）の街歩き（櫛田神社/山笠/東長寺編）〜 12／２㈰10：00〜12：00 500円

④オトナ塾「防災・減災にもつながる整理整頓
術」 12／４㈫13：00〜14：00 無料

講座・教室

イオン健康ポイント in 香椎浜

　WAONカードなどをタッチしながら健康ポイントを貯めるウオーキングラ
リーを開催。貯めた健康ポイントは期間終了後、WAONポイントに交換可能。初
日にはウオーキングレッスンや健康度測定会も実施します。d11月24日㈯〜来
年３月16日㈯liイオンモール香椎浜（東区香椎浜三丁目）a673-6100f673-
6101y無料e不要

催 し

アクロス福岡

　いずれも全席指定。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a725-9112f725-9102e電話で問い合わせ先
へ。ローソンチケット、チケットぴあでも販売。

公演名・内容 日時 費用
①ワレリー・ゲルギエフ指揮「ミュンヘ
ン・フィルハーモニー管弦楽団」　ブ
ラームスのピアノ協奏曲第２番など

11／27㈫
19：00〜

ＧＳ席２万円、Ｓ席１万7,000
円、Ａ席１万4,000円

②「ゲルハルト・オピッツ　ピアノリサ
イタル」ベートーベンのピアノソナタ
第17番ニ短調 テンペストなど

12／９㈰
14：00〜

Ｓ席7,000円、Ａ席5,000円（学
生券2,500円） 

③「ＮＨＫ交響楽団　特別演奏会」チャ
イコフスキーのくるみ割り人形

12／16㈰
14：00〜 Ｓ席１万1,000円、Ａ席8,000円

催 し

市科学館　①サイエンススポットまち歩き〜秋〜②S
スターリー
TARRY N

ナイト
IGHT J

ジャム
AM 「クリスマス・

スペシャル・コンサート〜星空と自然に語りかける、一夜限りのアンサンブル〜」
①ナビゲーター（案内人）から解説を聞きながら同館周辺を歩きます。②ピア

ノ・チェロ・バイオリンの三重奏とプラネタリウムを楽しみます。クリスマスにまつ
わる星空解説もあり。d①11月24日㈯午前10時〜午後０時半、２時〜５時②12月
22日㈯午後６時〜７時、７時半〜８時半li市科学館（中央区六本松四丁目）a

731-2525f731-2530c①各10人（先着）②各220人（先着）y①無料②3,000円（座
席を必要とする未就学児はチケットが必要）e①ホームページで11月15日以降
に受け付けます。②11月28日午後４時以降に同館３階チケットカウンターでチ
ケットを販売（１人５枚まで）。インターネットで購入できる電子チケットもあり。

催 し

福北連携コーナー
マカロニほうれん荘展

　福岡県出身の漫画家・鴨川つばめの漫画原画展。d11月17日㈯〜来年１月
17日㈭午前11時〜午後７時（入館は午後６時半まで） ※火曜日と12月31日㈪〜
来年１月２日㈬は休館（12月25日は開館）l漫画ミュージアム あしたのギャラ
リー（北九州市小倉北区浅野二丁目 あるあるCity６階）i北九州市漫画ミュー
ジアム企画係a093-512-5077f093-512-5130y無料（入館料別）

アクティブシニア起業セミナー

スタートアップカフェ出張相談会と起業した人による講演。d12月６日㈭午後３
時半〜５時半（開場は３時）l老人福祉センター舞鶴園（中央区長浜一丁目）i高
齢福祉課a711-4881f733-5587tおおむね55歳以上c50人（先着）y無料e不要

講座・教室

12/

7
●金

4不動産の一般公開講演会

テーマは「福岡経済の現実とこれから」「県内の不動産市況と地価
動向について」。d午後１時半〜４時40分lアクロス福岡７階（中央区
天神一丁目）i県不動産鑑定士協会a283-6255f283-6256c120人（先 
着）y無料eファクスで11月15日以降に同会へ。

12/

8
●土

3
アクロス･文化学び塾

「醍
だ い ご じ

醐寺探訪〜空海から秀吉まで〜」
　九州国立博物館（太宰府市石坂四丁目）で来年１月29日㈫から開催
する特別展「京都･醍醐寺〜真言密教の宇宙〜」の事前講座。d午後２
時〜３時半lアクロス福岡２階（中央区天神一丁目）iアクロス福岡
文化観光情報ひろばa725-9100f725-9102c70人（先着）y500円e

電話で問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

12/

8
●土

3特別支援教育（登校支援・学習支援・生活支援・就労支
援・関係諸機関との連携）に関するセミナー

　講師は立命館大学大学院人間科学研究科教授の野田正人氏。d午
前９時20分〜午後４時半l九州産業大学（東区松香台二丁目）i同セ
ミナー事務局（立花高校内）a606-2792f606-2846c600人（先着）y

無料e同高校のホームページに掲載の申込書を郵送かファクスで同
事務局へ。

12/

8
●土

2父子チャレンジアカデミー

　元プロ陸上選手の為末大さんによるかけっこ指導とトークライブ。
d午後２時〜５時l市民体育館（博多区東公園）i幼児教育従事者研
究開発機構a・f03-5940-5112t市内に住むか通園・通学する小学生以
下と保護者（母子参加可）c300組（先着）y無料eはがき（〒112-0013
東京都文京区音羽１-16-８）かファクス、メール（m support@npo-child.
or.jp）で問い合わせ先へ。

12/

8
●土

2バードウオッチング in 和白干潟

　鳥の種類を当てるゲームをしながら、冬の渡り鳥を観察。雨天中
止。d午前10時〜正午（受け付けは午前９時50分から）l集合は和白
干潟海の広場(東区和白四丁目・西鉄唐の原駅から徒歩５分）iウエッ
トランドフォーラム・松本a080-5251-8677f512-8677y無料e不要

12/

8
●土

2ウインタースポーツフェスタ

フィギュア、スピードスケートなどの教室=写真=や宝探しゲーム、
雪合戦など。詳しくはホームページで確認するか問い合わせを。d午前
９時〜午後６時lパピオアイスアリーナ（博多
区千代一丁目）i同フェスタ実行委員会事務
局a645-1233f645-1220t不問（一部の教室・
ゲームは中学生または小学生以下）y入場
無料。スケート靴貸し出し料400円、滑走料100
円e不要（一部当日整理券を配布）

12/

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タイを使ってアクアパッツァ（魚の
洋風煮込み）を作ります。d①午前９時〜正午②午前10時〜午後１時
li鮮魚市場会館（中央区長浜三丁目）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②１人500円e①不要②電話かメール（m 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）と参加者全員の氏名（子どもの名前の横に学年）を書いて11
月28日午後４時半までに同市場へ。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

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

講演



雁の巣レクリエーションセンター　①ノルディック・ウオー
キング教室②バギーエクササイズ体験会

　①２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
中止。②赤ちゃんを乗せたベビーカーを使用して無理なく安全にできる産後の
運動をします。赤ちゃんの予防接種後24時間以内は参加不可。d12月①３日〜
17日の月曜日午前10時〜11時半②18日㈫午前11時〜11時45分li同センター

（東区奈多）a606-3458f607-9057t①小学生以上②産後４カ月以降の女性と乳
幼児のペアc①各30人（先着）②10組（抽選）y無料（①のポールレンタル代300
円）e①不要。当日午前９時45分から球技場管理棟で受け付けます。②往復はが
き（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスで12月10日（必着）までに同センター
へ。ホームページでも受け付けます。

講座・教室

博多座「市民半額観劇会」

　島津亜矢特別公演を半額で観劇できます。d来
年１月15日㈫午後１時、16日㈬午前11時、午後４時、
17日㈭午後４時、20日㈰午後４時からi市民半額会
事務局a751-8258（平日午前10時〜午後６時）c各
回100人（抽選）yＡ席6,500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11月24日（消印
有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（11月27
日ごろ発送）。

催 し

島
津
亜
矢

12/

8
●土

2みんなでふくし＆ふくふくプラザまつり

　映画「妻よ薔薇（バラ）のように 家族はつらいよⅢ」を日本語字幕、副
音声付きで上映します（先着150人。要事前申し込み）。バザーなども
あり。d午前10時〜午後４時（映画は午前10時半〜午後０時35分）lふ
くふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会管理係a731-
2932f731-2934y無料e不要。映画は電話かファクスで11月15日以
降に同係へ（１回の申し込みにつき５人まで）。

12/

8
●土

2がんの親を持つ子どもと向き合うための１dayセミナー

　子どもへの周囲のサポートをテーマに、国立がん研究センター中
央病院心理療法士の小林真理子氏が講演します。参加者同士の交流
会もあり。d午後２時〜５時lあすみん（中央区今泉一丁目）iがんの
ママをささえ隊ネットワークＥＴＥＲＮＡＬ ＢＲＩＤＧＥ事務局・金城a090-
6698-3549f661-0657c80人（先着）y500円n６カ月以上。無料。12月１
日までに要予約eファクスかメール（m info@sasaetai.or.jp）で同事務
局へ。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。

12/

8
●土
他

2
福岡城と城下町まち歩き①築城の名手“黒田父子”の縄
張りを歩く②福岡藩の城下町を偲

しの

ぶ
　①福岡城の天守閣や多聞櫓（たもんやぐら）など②城下町の名残り
をたどりながら中央区舞鶴周辺などを巡ります。d12月８日㈯、９日㈰
①午前10時〜②午後１時〜l集合は①福岡市美術館東口バス停②市
役所１階ロビーi市観光案内ボランティア協会a080-8397-9256（午
前10時〜午後３時）f733-5055c各回20人（先着）y800円（小学生以
下無料。保護者同伴）e電話で11月15日以降に同協会へ。

12/

9
●日

3東図書館　クリスマスアレンジ

　草花でリースを作ります=写真。d①午前
11時〜午後０時半②午後２時〜３時半lなみ
きスクエア（東区千早四丁目）i同図書館a

674-3982f674-3973t①５歳〜小学生（小学生
未満は保護者同伴）②中学生以上c①15人②
20人（いずれも先着）y2,000円e電話か来所
で11月17日以降に同図書館（なみきスクエア
内）へ。

12/

11
●火
他

3NPO法人の設立説明会

d12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などc各20人（先着）y無料e

電話かファクス、メール（m 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（市役所７階）へ。来所、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。

12/

13
●木

3子育てセミナー　ゲーム大好き テレビ大好き うちの
子大丈夫？

d午前10時半〜午後０時半l西市民センター（西区内浜一丁目）i家
庭倫理の会a080-5608-5346f983-3643t中学生以下の子どもを持つ
親c10人（先着）y300円n無料。電話で予約をe電話かメール（m ma 
cky-macky0529@ezweb.ne.jp)で11月15日以降に同会へ。

12/

13
●木
他

2友泉亭公園　着物で遺影撮影

　着物はレンタル可能。d12月13日㈭、19日㈬午前９時〜午後３時l

i同公園（城南区友泉亭）a･f711-0415c各10人（先着）y15,000円（着 
物レンタル着付け代込み） ※写真１枚データ（CD-ROM）付きe電話で
11月15日以降に同公園へ。

12/

15
●土

3フラワーデザイン体験レッスン
クリスマスのスワッグ作り

　花を使った壁飾りを作ります=写真。d午前11時〜午
後０時半、午後１時半〜３時l市役所１階多目的スペース
i日本フラワーデザイナー協会福岡県支部a080-8951-
6612f0942-37-2866c各25人（抽選）y1,500円e往復は
がき（〒810-0075中央区港１-２-18-305）で11月27日（必着）
までに同支部へ。

12/

16
●日

2樋口了一ライブコンサート＆パーキンソン病講演会

シンガーソングライターでパーキンソン病患者でもある樋口了一
氏の音楽ライブと、福岡大学医学部神経内科学教授の坪井義夫氏に
よる講演。d午後１時半〜３時半（開場は０時半）lふくふくプラザ１階

（中央区荒戸三丁目）i全国パーキンソン病友の会福岡県支部・大神
a090-5944-5236f942-6476c180人（先着）y1,000円e電話かファク
スで同支部へ。空きがあれば当日も受け付けます。

12/

18
●火

4中央区難病講演会「パーキンソン病のリハビリテーショ
ン〜お家でできるリハビリ〜」

　講師は村上華林堂病院リハビリテーション科の理学療法士・北野晃
祐氏。d午後２時〜４時lあいれふ10階（中央区舞鶴二丁目）i中央
区健康課a761-7340f734-1690c50人（先着）y無料e電話かファク
スで11月15日以降に同課へ。

12/

22
●土

2福岡女学院　クリスマスコンサート「メサイア」

　指揮は鈴木優人氏。d午後４時半〜７時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同学院a581-1492f575-2480c1,867人

（先着）y3,000円eチケットぴあ、ローソンチケット、同学院等で販売。

12/

22
●土

2ミニ門松づくり

d午前10時〜正午l三日月山霊園管理事務所（東区香椎）i東区企
画振興課a645-1037f651-5097t小学生以上（小学生は保護者同伴）
c10組（抽選。１組２人まで）y無料eはがき（〒812-8653住所不要）か
ファクス、メール（m kikaku.HIWO@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の
応募事項を書いて11月30日（必着）までに同課へ。

12/

23
●●日･祝

2体験プラス キッズフェスタクリスマス

　お天気キャスターや陶芸などの体験型ワークショップを集めたイベ
ントです。d午前10時〜午後４時lフクオカグロースネクスト（中央区
大名二丁目）iジョイクリエイトa725-3199f725-3223t小学生以下

（保護者同伴）c500人（先着）y無料eホームページで受け付けます。

12/

23
●●日･祝
他

3早良障がい者フレンドホーム　ときめきっず教室

クリスマスキャンドル作りやたこ揚げ、写真立て作りを行う連続講
座。d12月23日（日・祝）、来年１月６日㈰、２月10日㈰午前10時〜午後３時
li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に
住む障がいのある小学生c５人（抽選）y1,500円e電話かファクス、
メール（m y.ooba01@fc-jigyoudan.org）、来所で11月15日〜30日に同
ホームへ。

2019
1/

11
●金

2カジュアル・クラシックコンサート

　NHK交響楽団を中心としたメンバーがクラシックの名曲や映画音
楽、ポップス、童謡などさまざまなジャンルを演奏します。未就学児は
入場不可。d午後７時〜９時lアクロス福岡シンフォニーホール（中央
区天神一丁目）iJ:COMカスタマーセンターa0120-999-000f201-1110 
c1,400人（抽選）y無料eはがき（〒810-0071中央区那の津３-13-10）に
応募事項と観覧希望人数（４人まで）を書いて12月14日（必着）までに
J:COM福岡へ。ホームページでも受け付けます。当選者のみ通知。

2019
2/

2
●土

2松風園　①季節の室
しつらい

礼とおもてなし〜立春大吉で春の
訪れを祝う〜②夕ざりの茶会

①室礼とは季節や人生の節目に部屋を整えることです。室礼の説
明を聞き、簡単な実技を行います。軽食付き。②夕暮れを楽しむ茶会。
弁当付き。d①午前11時〜午後０時45分、２時〜３時45分②午後５時15
分〜７時半li同園（中央区平尾三丁目）a･f524-8264c①各25人
②15人（いずれも先着）y①3,500円②4,000円（いずれも入園料別）e

電話で12月２日以降に同園へ。

●催し名など（コースも）　 ●氏名（ふりがな）　 ●電話番号
●郵便番号・住所 ●年齢 ●小中学生は学校名・学年

電話以外で申し込む場合は
次の	応募事項	を書いてください。

※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

情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年11月15日 10催し 講座
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「福岡市政だよりW
ウェブ
EB版」のご案内

　市政だよりの記事は、「福岡市政だよりWEB版」のホームページで公開していま
す。情報BOXの記事を「催し」「しごと」「相談」などのジャンル別に読むことができ
るほか、記事の検索も可能です。スマートフォンにも対応していますので、ぜひ
ご利用ください。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

福岡城　基金

　
福
岡
城
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、江
戸
時
代
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官
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衛（
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水
）・
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政
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に
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内
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築
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ま
し
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。
47
余
り
の
櫓（
や
ぐ

ら
）を
配
置
し
た
と
い
わ
れ
、日
本

で
も
有
数
の
規
模
を
誇
る
城
郭
で
し

た
が
、現
在
は
多
く
の
建
物
が
失
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
市
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ど
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城
の
歴
史
的
建
造
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等
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ま
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付
金
は

「
ふ
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さ
と
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税
」と
し
て
扱
わ
れ
、

住
民
税
や
所
得
税
の
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。ま
た
、１
万
円
以
上
寄

付
し
た
人
の
う
ち
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望
者
に
は
、

城
内
に
掲
示
す
る
芳
名
板
に
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か
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額
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福

岡
の
特
産
品
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福
岡
城
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リ
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ズ
な
ど
を

進
呈
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す
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詳
細
は
、情

報
プ
ラ
ザ（
市

役
所
1
階
）や

各
区
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報
コ
ー

ナ
ー
な
ど
で
配

布
の
チ
ラ
シ
ま

た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

福岡みんなの城基金

i史跡整備活用課 a711-4784 f733-5537 mshiseki.EPB@city.fukuoka.lg.jp

ふるさと納税で福岡城を復元しませんか

芳
名
板
は
城
内
施

設「
三
の
丸
ス
ク
エ

ア
」に
掲
示

芳
名
板（
例
）

表 裏

市シルバー人材センター職員（嘱
託職員）を募集

　【資格】高校卒業程度の学歴および
事務の実務経験を３年以上有する人。
他要件あり【募集案内の配布】11月12
日から同センター本部（博多区千代
一丁目）で。ホームページにも掲載

【申込期間】12月12日（消印有効）ま
で。応募者が100人を超えた時点で募
集終了。i同センター総務課a643-
8200f651-5000

福岡地区職業訓練協会の講習
①「ビジネスパソコン」講習②「ホー

ムページ作成（HTML/CSS）」講習③「Au
toCADによる建築と機械部品図面作
成」講習④「ファイナンシャル･プラン
ナー２級学科実技直前対策」講習⑤パ
ソコン「アクセス2016」講習—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
福岡先端ものづくり企業合同説
明会・就職面談会

　県内の中小企業約30社が参加。d

12月６日㈭午前11時〜午後４時l天
神ビル11階（中央区天神二丁目）iア
ソウ・ヒューマニーセンターa733-8293
f725-3622y無料e不要

①学校司書②読書相談員を募集
　【資格】司書資格を持つ人（今年度
取得見込みも含む）【勤務場所】①市
立小中学校の図書館②市総合図書館

（早良区百道浜三丁目）･各分館（東図
書館を除く）【任用期間】原則、来年４
月１日〜再来年３月31日【募集案内・
申込書の配布】11月15日から市総合
図書館・各分館、情報プラザ（市役所１
階）、各区情報コーナー、各出張所、ア
ミカス（南区高宮三丁目）で。郵送で
の請求は、140円切手を貼った返信用
封筒（Ａ４サイズが入るもの。宛先を
明記）を同封して教育支援課（〒810-
8621住所不要）へ【申込期間】12月11
日（消印有効）までi①教育支援課

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。

a711-4636f733-5780②市総合図書
館a852-0618f852-0609

職業訓練１月生を募集
①CAD／CAM科②ビル設備サービス

科③企業実習付ビル設備サービス科
④機械加工技術科⑤企業実習付機械
加 工 技 術 科 ⑥もの づくりCAD科NC
コース⑦ビル管理技術科⑧建設機械
科⑨住宅リフォームCAD技術科⑩ビジ
ネスワーク科—を募集。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。li①〜⑤福岡職業
能力開発促進センター（北九州市八幡
西区穴生三丁目）a093-641-6909f

093-631-6516⑥〜⑩福岡職業能力開
発促進センター飯塚訓練センター（飯
塚市柏の森）a0948-22-4988f0948-
22-4912
留守家庭子ども会（学童保育）嘱
託員を募集

　市立小学校内に設置する同会で、
入会児童の育成・支援業務に従事。

【資格】保育士、教員免許保有者、学童
保育に２年以上従事経験のある人な
ど。詳細は市ホームページにも掲載。

【任用期間】来年４月１日以降〜再来年
３月31日【募集案内・申込書の配布】11
月22日から放課後こども育成課（市役
所13階）、情報プラザ（同１階）、各市民
センター、各区情報コーナー、各出張
所で【申込期間】12月14日（消印有効）
までi同課a711-4662f733-5736

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。【申込期間】
来年１月24日までli福岡障害者職
業能力開発校（北九州市若松区）
a093-741-5431f093-741-1340

工事安全巡視員（嘱託員）募集
　公共工事（道路、下水道、河川等）に
おいて、労働安全衛生法等に基づく
安全管理全般に関する指導などに従
事【資格】労働安全コンサルタントの
資格を有する人、または労働基準監
督官もしくは産業安全専門官として８
年以上安全の実務経験を有する人

【任用期間】来年４月１日〜再来年３月
31日【募集案内・申込書の配布】11月
12日から建設推進課（市役所５階）、情
報プラザ（同１階）で。市ホームページ

にも掲載【申込期間】12月21日（消印
有効）までi同課a711-4465f711- 
4466

アジア美術館嘱託職員（資料管理
相談員）を募集

　所蔵作品の資料・写真・データベー
スの整理や管理に関する業務などに
従事。【資格】 ▽大学（短大を除く）で、
美術史・博物館学等に関する専門知
識を修業 ▽採用日までに、大学院等
で近現代美術に関する研究に従事、
または美術館運営等の実務経験を有
する—他要件あり【任用期間】来年２
月１日〜再来年１月31日【募集案内・
申込書の配布】同館（博多区下川端町
リバレインセンタービル７、８階）、情報
プラザ（市役所１階）で【申込期間】11
月30日（必着）までi同館運営課a

263-1100f263-1105
高齢者活躍人材育成事業「介護送
迎運転」技能講習会

　介護の基本、施設利用者の送迎に
関する安全運転などについて学びま
す。d12月４日㈫、５日㈬午前10時〜
午後４時（連続講座）lレインボーモ 
ータースクール福岡（粕屋郡新宮町
美咲一丁目）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11月
22日（必着）までに同連合会へ。

博多図書館の臨時休館
　設備点検・工事のため同図書館（博
多区山王一丁目）を11月27日㈫から
12月２日㈰まで休館します。i市総合
図書館運営課a852-0618f852-0609
市一時預かり事業（一般型）の補
助金交付対象事業者を募集

　詳細は11月15日以降に市ホームペ 
ージで確認するか問い合わせを。【募
集期間】11月15日〜12月20日i事業
企画課a711-4114f733-5718

住生活総合調査および同調査拡
大調査を実施します

　対象世帯には11月24日ごろから調
査票を配布しますので回答をお願いし
ます。i住宅計画課a711-4598f733- 
5589

①街路清掃業務②道路清掃業務の公
募による見積もり合わせを実施します

　【業務内容】①市内指定路線の清掃
と収集したごみの清掃工場などへの
搬入②市内指定路線の道路清掃車に
よる清掃と収集したごみの清掃工場
などへの搬入【資格】一般廃棄物また
は産業廃棄物収集運搬業務の履行実
績があることなど（②は国か地方公共
団体が管理する道路で清掃車による
道路清掃業務の履行実績があること
も必要）【申し込み】11月15日から市
ホームページに掲載、または平日午前
９時〜午後５時に収集管理課（市役所
13階）で配布する申請書と必要書類
を11月26日までに同課へ持参。i同
課a711-4346f733-5907
航空自衛隊春日基地モニターを
募集

　同基地（春日市原町三丁目）の研修
や行事に参加して意見や要望を述べ
ます。d来年４月〜再来年３月i同基
地a581-4031f574-4686t日本国籍
を有する20歳以上で福岡市内に住む
人（議員、公務員、隊員家族、自衛隊
OB、自衛隊協力団体役員を除く）c

10人（選考）e往復はがき（〒816-0804
春日市原町３-１-１）に応募事項と生年
月日、性別、職業、モニターを希望す
る理由を書いて12月21日（消印有効）
までに同基地へ。

臨時エイズ検査を実施します
　感染の可能性のある日から３カ月
以上たってから受けてください。結果
は採血の約１時間後に同会場で結果
を直接説明します。電話や郵送での
通知はしません。d12月１日㈯午後２
時〜３時l中央区保健福祉センター

（中央区舞鶴二丁目 あいれふ５階）i

保健予防課a711-4270f733-5535c

50人（先着。匿名で受けられます）y無
料e不要

「博多町家思い出図画展」作品募集
　「なつかしい思い出」をテーマとし
た作品を募集。サイズは４〜10号。水
彩、油彩、貼り絵など自由。額装、パネ
ルでの出品は不可。受賞作品は来年４
月中旬から「博多町家」ふるさと館（博
多区冷泉町）に展示します。i同館a

281-7761f281-7762t40歳以上e作
品（１人３点まで）の裏に応募事項と題
名、作品の簡単な説明を書いて郵送

（〒812-0039博多区冷泉町６-10）か持参
（午前10時〜午後５時）で来年３月15日
（必着）までに同館へ。
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お正月キャンプ
　志賀島まで歩いて日の出を見に行く
他、餅つき=写真=などをします。d12
月26日㈬午後２時〜28日㈮午後３時（２
泊３日）t小学４年〜中学生c60人（抽
選）y7,000円eはがきかファクス、メー
ル（m hp-inquiry@uminaka.fukuoka-shi 
zennoie.jp）に応募事項と性別、保護者氏
名、緊急連絡先
を 書 い て11月
26日（必着）まで
に同施設へ（１人
１通）。

樋井川村　森deコンサート
　国内外で活躍する市内在住のミュー
ジシャンHARU（ハル）などが出演。朝倉
の被災した木で作られた箱の販売など
もあり。d11月25日㈰午前11時〜午後３
時y入場無料e不要
親子しめ縄手作り教室
　わらを結って作ります=写真。d12月
23日（日・祝）午前９時半〜午後１時t中学
生以下を含む家族c50組（抽選）y１組
200円（別途しめ縄１本800円）e往復はが
きに応募事項としめ縄
の希望数を書いて11月
30日（必着）までに同施
設へ。ホームページでも
受け付け。

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪12月２日㈰、４日㈫、９日㈰、16
日㈰、22日㈯、23日（日･祝）午前９時〜10時

（４日は午後６時〜７時）⑫12月２日㈰午
前９時〜10時⑬12月23日（日･祝）午前10時
〜正午t①は市国民健康保険加入者⑪
は、⑨か⑩の受診者で一定の条件の該
当者c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
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 40歳以上 600円
④ 胃がんリスク検査 35歳か40歳 1,000円

⑤ 胃内視鏡検査
50歳以上
で偶数年
齢者　　

1,800円

⑥ 乳がん検診 40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑦ 子宮けいがん検診 20歳以上 400円
⑧ 大腸がん検診 40歳以上 500円
⑨ 肺がん検診 40〜64歳 500円
⑩ 結核・肺がん検診 65歳以上 無料

⑪ 喀痰（かくたん）細
胞診検査 50歳以上 700円

⑫ 骨粗しょう症検査 40歳以上 500円
⑬ 歯周病健診 18歳以上 1,000円
　※12月２日㈰、４日㈫、16日㈰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。

20日㈭ カシミールの秋（11）、妻は、はるか
日本に（２）

21日㈮ ぼくの家出（11）、僕はジダン（２）
22日㈯ へだたり（11）、ひと呼吸（２）
23日

（日・祝）
私はガンディーを殺していない（11）、
カシミールの秋（２）

24日
(月・休)

妻は、はるか日本に（11）、ようこそ
サッジャンプルへ（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。　

映像ホール・シネラ12月上映スケジュ	
ール
通常上映「インド映画特集」
１日㈯ 大地のうた（11）、詐欺師（２）
２日㈰ 悲哀（11）、紙の花（２）
５日㈬ モノローグ（11）、サーカス（２）
６日㈭ 悲哀（11）、神の戯れ（２）
７日㈮ シャドー・キル（11）、紙の花（２）
８日㈯ サーカス（11）、神の戯れ（２）
９日㈰ ぼくの家出（11）、詐欺師（２）
12日㈬ 大地のうた（２）
13日㈭ ひと呼吸（11）、愛は至高のもの（２）

14日㈮ へだたり（11）、私はガンディーを殺
していない（２）

15日㈯ シャドー・キル（11）、モノローグ（２）
16日㈰ 僕はジダン（11）、愛は至高のもの（２）
19日㈬ ようこそサッジャンプルへ（２）

全国高等学校ビブリオバトル福岡県大
会（観覧者募集）
　読んで面白いと
思った一冊を１人５
分間で紹介し、競い
合います=写真。d 

12月１日㈯①予選
会 午前10時〜正午
②代表選 午後１時
半〜２時半i同図書
館a852-0600f832- 
1588y無料e不要
文化講座「クリスマスのホントのはなし
〜ローマ法から見たキリストの生誕〜」
　九州大学教授の五十君麻里子氏が話
します。d12月15日㈯午前11時〜正午i

同図書館a852-0632f852-0631c45人

(先着)y無料e電話か来所で11月15日
以降に同図書館へ。
一箱古本市
　①一箱分の古本を持ち寄って販売す
るイベントです。②出店者を募集します。
d12月16日㈰午前10時半〜午後３時i

同図書館a852-0600f832-1588t①不
問②中学生以上（中学生のみの参加は
保護者の同意が必要）c①なし②７組
(先着)y①入場無料②無料e①不要②
電話かファクス、メール（m yokatai@tbk
net.co.jp）、来所で11月15日以降に同図
書館へ。

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

海の中道青少年海の家
〒811-0321 東区西戸崎（海浜公園内）
a603-2700	f603-2782
o午前９時半〜午後５時

油山市民の森
〒811-1355 南区桧原855-４
a871-6969	f871-6909
o午前９時〜午後６時

健康づくりサポートセンター 
〒810-0073 中央区舞鶴二丁目５-１ あいれふ内　a7５1-２８０６ f７５１-２５７２
o午前９時〜午後５時

日時など詳細は問い合わせを。li

同センター（中央区舞鶴二丁目）a 

737-8825f737-8827

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。

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。d12月８日㈯午前
10時〜午後４時（受け付けは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a714-3721（当日はa090-9483-
5407）f714-4234c100人（先着）y無
料e不要

働く人のライフサポート相談会
　仕事や子育て・介護、法律等、暮らし
に関わる悩みや不安についての相談
に弁護士などが応じます。d12月１日
㈯午前10時〜午後４時lイオンモー
ル福岡伊都店１階セントラルコート（西
区北原一丁目）i福岡地域労働者福
祉推進協議会a283-5280f283-5251 
y無料e不要

「人権週間」県内一斉無料電話相談
　家庭内のもめ事、いじめや差別な
どについて、人権擁護委員と法務局
職員が電話で相談に応じます。【相談
専用電話】0120-307-405d12月１日㈯

暴力被害者支援センター・ふくおかa 

762-0799（24時間・年中無休） ▽県警
の犯罪被害相談「心のリリーフ・ライ
ン」a632-7830（午前９時〜午後５時
45分。土日祝日、年末年始を除く） ▽

犯罪被害給付制度に関する相談＝県
警察本部被害者支援・相談課a641-
4141（内線2534）へ。

①市住宅確保要配慮者賃貸住宅
供給促進計画（案）②市高齢者居
住安定確保計画（改定案）について

　【案の閲覧･配布】11月15日から住
宅計画課（市役所３階）、情報公開室

（同２階）、情報プラザ（同１階）、各区情
報コーナー、各出張所で。市ホームペ 
ージにも掲載【意見の提出】郵送かファ
クス、メールで12月14日（必着）までに
同課へ。各閲覧･配布場所への持参
も可。i同課a①711-4598②711-4776 
f733-5589

意見募集

アイランドシティフォトコンテスト
　アイランドシティ（東区）の魅力が伝
わる写真を、インスタグラムで12月28
日まで募集します。入賞者には賞品あ
り。詳細は市ホームページで確認する
か問い合わせを。i事業管理課a282- 
7035f282-7044
毎週末のイベント情報を紹介して
います

　週末に市内で開催されるイベント
や展示会等の情報を、市ホームペー
ジの「今週末のおでかけ情報」コー
ナーで紹介しています。掲載する情
報は毎週木曜日に更新。i広報課a 

711-4016f732-1358

働き方改革関連法が施行されます
　来年４月１日から、残業時間の制限
や有給休暇の確実な取得などについ
ての法改正が順次施行されます。詳
細はホームページで確認を。i福岡
労働局企画課a411-4763f411-4895

精神保健福祉センター 専門相談
　いずれも無料。【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。電話（a737-8829 火・木曜日午前
10時〜午後１時）で事前予約が必要。

相 談

午前９時〜午後５時i福岡法務局人
権擁護部a739-4151f722-6183y無
料e不要

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

（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。

医療事故110番
　医療事故に遭ったのではないかと
いう疑問を持つ人を対象に、弁護士が
電話（a641-2007）で相談を受け、後
日無料で面談を行います。d12月８日
㈯午前10時〜午後３時i九州・山口医
療問題研究会a641-2009f641-5707 
y無料e不要

税理士による無料税務相談会
d11月19日㈪、20日㈫午前10時〜午
後５時（受け付けは４時半まで、相談時
間は１人30分以内）l市役所１階多目
的スペースi九州北部税理士会福岡
支部a472-3410f472-3416t個人y

無料e当日先着順（予約不可）
犯罪被害者をサポートする相談
窓口を開設しています

　 ▽福岡犯罪被害者総合サポートセ
ンターa735-3156（午前９時〜午後４
時。土日祝日、年末年始を除く） ▽性

『私はガンディーを殺していない』

●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
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らせ 施設の情報相談 意見
募集



植物画コンクールの作品を募集
　募集部門は中学生・高校生の部、一般
の部。応募は１人１点（Ｂ４サイズ・縦長。
未発表の作品に限る）。【募集要項の配
布】同園、情報プラザ（市役所１階）、各公
民館などで。ホームページにも掲載【応
募期間】来年１月31日（必着）まで
　※以下はいずれも入園料別。申し込
みは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11月15日〜開催日の２週間前（必
着）に同園へ。ホームページでも受け付
けます。
冬の野鳥観察会
d12月９日㈰午前10時〜午後０時半c 

50人（抽選）y無料

レモングラスでしめ飾りづくり
　レモングラスを編んでナンテンの実
などで飾り付けます=写真。d12月23日

（日・祝）午後１時半〜３時半c20人（抽選）
y1,000円

12月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人y①②③500円④
〜⑧無料e①②③はがきかファクス、来
所で11月22日（必着）までに同施設へ。
当選者のみ通知。④⑤不要（④の受け付
けは午前10時から）⑥⑦⑧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。

内容・日時 定員
①干支（えと）の押し絵作り　12／
６㈭13:00〜16:00

15人
（抽選）

②ウール地でパッチワーク風バッ
グ作り　12／７〜21の金曜日13:00
〜16:00（連続講座）

15人
（抽選）

③古布で鏡餅の置物作り　12／８
㈯、15㈯13:00〜16:00（連続講座）

15人
（抽選）

④クリスマスエコもの作り（小物作
りの各種ワークショップ）　12／16
㈰10:00〜15:00

各50人
（先着）

⑤かえっこバザール（おもちゃの
交換会）　12／16㈰10:00〜12:00、
13:00〜15:00

―

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つまみ細工の花飾り　毎日10:30
〜15:00の30分程度 ―

⑧牛乳パックで紙すき体験　毎日
10:30〜15:00の30分程度 ―

「手で考える」
　糸や布、木、土などを素材にした手工
芸作品を紹介。d開催中〜来年１月15
日㈫ ※12月27日㈭〜来年１月１日（火･祝）
は休館y一般200円、高大生150円、中学
生以下無料e不要
「闇に刻む光	アジアの木版画運動展」＝
本紙５面参照＝週末ワークショップ
　①「みんなでフミフミ 足踏み版画
ワークショップ」手書きの絵を足踏み印
刷します（随時体験可／30分）。②「消し
ゴムはんこで年賀状を作ろう」消しゴム
を彫ってはんこを作ります。③「新聞か
ら紡ぐ『私のものがたり』」新聞の文字を
切り取り、物語を作ります。④「紙に刻む
世界〜紙版画ワークショップ〜」厚紙を

クリスマスの集い
　ダンスや三味線などのステージイベ
ントや、バザーなどもあり。d12月９日㈰
午前10時〜午後３時y入場無料e不要
福岡ふうせんバレーボール大会
d来年１月13日㈰午前９時〜午後５時l

南体育館（南区塩原二丁目）t障がい者
と介助者を含むチーム（１チーム12人ま
で）c300人（先着）y１チーム1,500円
e11月15日から同プラザで配布する申
込書をファクスか持参で12月16日まで
に同プラザへ。空きがあれば当日も受
け付け可。

削って版を作ります。d①12月１日㈯②
12月15日㈯③来年１月５日㈯④１月19日
㈯午前11時〜午後１時、午後２時〜４時

（③は午前11時〜午後０時半、午後２時〜
３時半）l７階アートカフェt①なし②小
学生以上③中学生以上④小学生以上 
※小学生以下は保護者同伴c①なし②
③④各回10人（先着）y①500円②1,200
円③500円④1,000円e①不要②③④電
話かファクス、メール（m ajibi_workshop@
faam.ajibi.jp）に応募事項（電話番号は当
日連絡がつく番号）と希望するワーク
ショップ名、時間を書いて同館へ。

　※いずれも連続講座。申し込みは、は
がきかファクスで11月15日〜30日（必
着）に同体育館へ。来所、ホームページ
でも受け付けます。当選者のみ通知。
オハヨガ
　姿勢改善や朝の体ほぐしなどを目的
としたヨガ教室。d来年１月10日〜３月
14日の木曜日午前10時〜11時t18歳以
上c20人（抽選）y7,000円
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。d来年１月11日〜３月15日の金曜日
午後５時半〜６時半t小学１、２年生c15
人（抽選）y5,000円

女性の人生サポート講座「女性と棲み家
（すみか）〜女性が家を相続するとき〜」
　不動産を相続で取得する場合に知っ
ておきたい法律と税務の知識などを学
びます。受講後、３時半から弁護士によ
る個別相談もあり。d12月22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。12月12日まで
に要予約）y無料e電話かファクス、メ 
ール（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）に応
募事項と託児希望者は子どもの氏名・
年齢を書いて11月15日以降に同施設
へ。来所、ホームページでも受け付けま
す。

ミュージカル「オン・ユア・フィート！」
　詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d来年１月４日㈮〜６日㈰正
午から（５日は午後５時からの回もあり）
i博多座電話予約センターa263-5555 
f263-3630t小学生以上yＡ席１万2,500 
円、Ｂ席9,000円、Ｃ席5,000円e11月17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。
博多座市民檜（ひのき）舞台の月（12月）
　内容・日時は右表の通り。料金など詳
細は市ホームページで確認の上、各団
体に問い合わせを。i文化施設課a733- 
5113f733-5537t小学生以上y有料e

チケット購入方法は公演により異なりま
す。

公演スケジュール
内容 日時

西日本名流会 12／２㈰ 11:00〜
ひとりブタpresents　
立川志の輔・立川生志　
兄弟会

12／３㈪ 18：00〜

博多をどり 12／８㈯ 11：00〜、
13：30〜、16：00〜

ふくこいアジア祭り 12／９㈰ 17：00〜
いっこく堂
ボイスイリュージョン

12／11㈫ 18：30〜、
13㈭ 15：00〜

藤間公珠の会 12／15㈯ 10：30〜
和太鼓公演　博多流転 12／16㈰ 17：00〜
日本舞踊泉流 二代目
宗家・三代目家元襲名
披露　九州公演

12／23（日・祝） 10：30〜

園芸ワークショップ・園芸講座
　①楽しいクリスマスリースワーク
ショップ②ウメのせん定と冬期管理③
桃・スモモのせん定と冬期管理。d①11
月25日㈰②11月30日㈮③12月１日㈯午
後１時半〜３時半c①20人②③50人（い
ずれも先着）y①
700円②③無料e

電話かファクスで
11月 ①18日 ②23
日③24日以降に
同公園へ。

12月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人y①②⑤⑧⑩無料

（⑤⑩は部品代別）③④⑥500円⑦300円
⑨200円e①③④⑥〜⑨往復はがきか
ファクスで①11月24日③④⑥〜⑨各開
催日の10日前（必着）までに同施設へ。
①④⑥⑧はホームページでも受け付け。
②⑤⑩電話で12月１日以降に同施設へ。

内容・日時 定員
①環境活動デビュー体験教室　12
／１㈯、15㈯、来 年１／12㈯、19㈯
13:00〜17:00（連続講座） ※12／１
は13:00〜16:00

25人
（抽選）

②木製のまな板削り　12／６㈭、９
㈰、13㈭10:00〜16:00

各12人
（先着）

③高機（たかばた）で裂き織り　12
／７㈮、11㈫10:00〜13:00

各３人
（抽選）

④ハーブ講座（タイムでコロッケ作
り）　12／９㈰10:00〜13:00

15人
（抽選）

⑤傘の修理　12／９㈰、19㈬10:00
〜13:00

各６人
（先着）

⑥リフォーム講座　12／11〜来年２
／26の火曜日（12／25、１／１、15、２
／12を除く連続講座）10:00〜13:00

10人
（抽選）

⑦リバーシブルベスト作り　12／13
㈭、14㈮10:00〜13:00（連続講座）

８人
（抽選）

⑧包丁研ぎ講座　12／16㈰、20㈭
10：00〜12：00

各５人
（抽選）

⑨古布でぞうり作り　12／16㈰10:00
〜13:00

10人
（抽選）

⑩おもちゃの病院　12／23（日・祝）
10:00〜14:00

10人
（先着）

11・12月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。④は上履きを持参。会場はさいとぴあ（西区西都二丁
目）。y①〜⑤無料⑥100円c①〜⑤なし⑥20人（先着）e①〜⑤不要⑥電話で12
月１日以降に同会館へ。

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（祝休日のときは翌日）、月末（日曜のときは翌日）

内容 日時 対象
①お手玉あそび 11／17㈯14:00〜15:30 幼児〜高校生
②遊びの広場 11／23（金・祝）13:00〜16:00 幼児〜高校生
③ふれあいひろば（読み聞かせ） 11／25㈰14：00〜15：00 幼児〜高校生
④あいくるがやってくる（親子あそび） 11／28㈬10：00〜12：00 ２歳以上の幼児
⑤みんなであそぼう（ドッヂビー） 12／２㈰13:30〜14：30 小中高生
⑥おもちゃ病院 12／16㈰10：00〜14：00 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。

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（入園は閉園30分前まで）x月曜（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）

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）

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
o午前９時半〜午後９時半（日・祝休
日は午後５時まで）x毎月第２・最終
火曜（祝休日のときは翌平日）

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）

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

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）、月末（土・日曜日のと
きは翌火曜日）

博多座
〒812-8615 博多区下川端町２-１　a２６３-５８５８ f２６３-３６３０

クリスマスリース

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）
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