
認知症の人と家族の会

　①「認知症介護者のつどい（交流）」②「若年性認知症カフェ なんぱく」②は若
年性認知症の人と家族が気楽に過ごせる場です。d12月①15日㈯午後１時〜４
時②21日㈮午後１時〜３時l①ふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）②日本福音
ルーテル博多教会南博ホール（博多区須崎町）i同会福岡県支部a･f771-8595

（火・木・金曜日のみ）t①認知症介護者②若年性認知症の人や家族などy①無
料②100円（茶菓子代）e①電話かファクスで12月14日までに同支部へ。②不要

催 し

制作する年賀
状（例）

かなたけの里公園　金武ふれあい年末祭

d12月15日㈯午前10時〜午後３時li同公園（西区金武）a・f811-5118e不要
内容 時間 定員 費用

餅つき体験（１人当たり３個食べられます）10:00〜、13:00〜 なくなり次第
終了 200円

生き物スタンプラリー 10:00〜、13:00〜 100人（先着） 無料
しめ縄作り教室 10:00〜12:00 30組（先着） 500円
餅の販売、里の青空市（飲食物・特産品
の販売）、農家さんの軽トラ市（野菜など
の販売）

10:00〜 なくなり次第
終了 実費

豚汁の振る舞い 12:00〜 300食（先着）無料
門松作り教室 13:00〜15:00 60組（先着） 700円

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、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（12月前半の日曜日）
12月２日㈰

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
12月９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

12/

3
●月
他

2複層ガラス等の改修の効果が分かるパネル展

　省エネや結露の防止、ヒートショック（急激な温度変化による体への
影響）の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。d12月３日㈪〜６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

12/

9
●日

2東障がい者フレンドホーム　クリスマス会

　クリスマスツリー作りと茶話会。d午後１時〜３時li同ホーム（東
区松島三丁目）a621-8840f621-8863t市内に住む障がいのある人
c30人(先着)y500円e電話かファクス、メール（m higashi.f02@c-fuk
ushin.jp）、来所で12月１日以降に同ホームへ。

12/

9
●日
他

3松風園　①ちょっとおしゃれな年賀状作り②華道 草月
流「お正月花」

　①はがきと小筆で年賀状を作ります。②正月用の花を生けます。初
心者も参加可。いずれも抹茶サービス・菓子付
き。d12月①９日㈰②23日(日・祝)午前10時〜正
午li同園（中央区平尾三丁目）a・f524-8264 
c①12人②15人(いずれも先着)y①2,000円② 
3,500円e電話かファクスで同園へ。

12/

10
●月

3ハビタットひろば 
世界の都市問題解決に向けた国連ハビタットの活動

　都市化に伴って起こる気候変動や、格差の拡大などの状況とそれら
に対する活動について、国連ハビタット福岡本部長の是澤優氏が説明
します。d午後６時半〜７時半lアクロス福岡 こくさいひろば（中央区
天神一丁目）i同本部a724-7121f724-7124c50人（先着）y無料e

電話かファクス、メール（m habitat.fukuoka@un.org）で同本部へ。

12/

12
●水

4ココロンキャンパス 
初めてのLGBT〜辛さが２倍なら楽しさも２倍〜

　フェンシング元女子日本代表で性的少数者への理解を呼び掛けて
いる杉山文野氏が講演します。d午後４時20分〜５時50分（開場は３時
50分）l福岡大学A棟４階（城南区七隈八丁目）iココロンセンターa 

717-1237f724-5162c260人（先着）y無料e不要

12/

13
●木

2福岡大学　福奏プロジェクト「ライフタイムにおける活
力形成による健康な時間の創造」

　運動・身体活動やアジアの小児の健康についての基調講演（講師は
海外から招いた公衆衛生学と小児医療の専門家）および市職員・メ
ディア関係者・大学研究者を交えた地域と世界の健康づくりについて
の討論。いずれも日英同時通訳あり。d午後０時45分〜４時半l同大
学中央図書館（城南区七隈八丁目）i同大学運動生理学研究室a 

871-6631（内線6767）f862-3033c180人（先着）y無料e電話かファ
クス、メール（m active-health@ml.fukuoka-u.ac.jp）で同研究室へ。空
きがあれば当日も受け付け可。

12/

15
●土

3埋蔵文化財センター　考古学講座「妖怪になった動物」

　講師は兵庫県立歴史博物館学芸員の香川雅信氏。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）a 

571-2921f571-2825c200人（先着）y無料e不要

12/

15
●土

3楽水園　モダンしめ縄

　和と洋を取り入れた「モダンしめ縄」=写真=
を作ります。抹茶サービス付き。d午後１時〜３
時li同園（博多区住吉二丁目）a・f262-6665 
c10人（先着）y3,000円e電話で12月１日以降
に同園へ。

12/

15
●土

3月隈パークゴルフ場　バラの育て方講座

　講義と実習で学びます。d午前10時〜正午li同ゴルフ場（博多区
月隈三丁目）a504-5333f586-5388t中学生以上（18歳未満は保護者
同伴）c15人（先着）y1,000円e電話かファクス、来所で12月１日以降
に同ゴルフ場へ。

福岡市政だより
2018（平成30）年12月1日 情報BOX15
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※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。

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。

催し 講座
教室 講演

応 募 事 項



市社会福祉協議会ボランティアセンター　
ボランティア入門講座

　①「知的障がい者・発達障がい者支援ボランティア入門講座」知的障がい者・
発達障がい者への接し方などを学びます。②「バリアフリー映画支援ボランティ
ア入門講座」障がいがある人のために、映画の音声ガイドや字幕を作成する技術

（シナリオ作りなど）を学びます。いずれも連続講座。詳細は問い合わせを。d来
年①１月16日㈬〜２月６日㈬の間に４回。原則午前10時〜11時45分②２月２日㈯、
３日㈰午前11時〜午後４時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目） ※①は市内の
障がい者施設などでの体験もありi市社会福祉協議会ボランティアセンターa 

713-0777f713-0778t講座修了後、ボランティアとして活動できる①おおむね
50歳以上②パソコンを所持し、ワードで文書編集作業が可能な人c各20人（抽
選）y①無料②500円e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）、ファクス
で①12月１日〜来年１月８日②12月１日〜来年１月16日（必着）に同センターへ。

講座・教室

介護実習普及センター

li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y①②③⑤〜⑭無
料④150円程度e電話かファクス、来所で12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お互いの負担を軽くするリフト移乗 来年１／５㈯11：00〜13：00 15人
②尿もれとスキンケア 来年１／８㈫14：00〜16：00 25人
③立ち上がりを楽にしよう 来年１／10㈭10：00〜12：00 20人
④自助具製作教室「楽ちん箸」（握り箸で
使えるピンセット型の箸を作ります） 来年１／12㈯14：00〜16：00 10人

⑤排便トラブルとケア 来年１／14（月・祝）14：00〜16：00 25人
⑥歩行を助ける用具と靴選び 来年１／17㈭10：00〜12：00 20人
⑦椅子に座ってヨガ 来年１／18㈮14：00〜16：00 40人
⑧安全な入浴の工夫 来年１／19㈯11：00〜13：00 15人
⑨もれないためのおむつ選び 来年１／21㈪14：00〜16：00 25人
⑩塩分・糖分・たんぱく質のとり方の工夫 来年１／22㈫14：00〜16：00 30人
⑪自分に合った車いす選びと介助 来年１／24㈭10：00〜12：00 20人
⑫もれないためのおむつの当て方

（⑨の受講が必要） 来年１／28㈪14：00〜16：00 25人

⑬看取（みと）りに向き合う 来年１／29㈫14：00〜16：00 40人
⑭らくらく車いす移乗 来年１／31㈭10：00〜12：00 20人

講座・教室

作
品
例

12/

15
●土

2九州大学邦楽部 定期演奏会

　雅楽から古典邦楽、現代邦楽まで幅広い曲を和楽器で演奏します。
d午後５時〜８時10分（開場は４時半）l中央市民センター（中央区赤
坂二丁目）i同部・山下a090-6295-1658c500人（先着）y無料e不要

12/

15
●土

3ベジフルスタジアム　
ベジフルクッキング〜南信州の市田柿と郷土料理〜

　長野県産の市田柿を使った料理と同県の郷土料理を作ります。青
果物の販売（午前９時〜正午）もあり。d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）a683-5323f683-5328 
t18歳以上c30人（抽選）y1,000円eはがき（〒813-0019東区みなと
香椎３-１-１-201）かメール（m brand.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）で12月７日

（必着）までに同施設へ（１人１通）。11月25日以降ホームページでも受
け付けます。当選者のみ12月８日に通知。

12/

15
●土

3和仁会健康運動講座「転倒予防」

　生活習慣病やフレイル（加齢による心身の虚弱）の不安を持つ人向
けに、健康運動指導士が講義を行います。実技もあり。d午前10時半
〜11時50分l福岡和仁会病院（西区生の松原一丁目）i同病院 メ
ディカルフィットネスセンター和仁会a895-3105f895-3136c40人

（先着）y無料e電話かファクスで12月１日以降に同会へ。

12/

19
●水

3
舞鶴公園　
お濠

ほり

のハスの果
か た く

托を使ってお正月飾りを作りましょう
　ハスの果托（花が散った後に残る部分）などを使って作ります。d午前
10時半〜午後０時半li同公園（中央区城内）a781-2153f715-7590 
c20人（抽選）y1,500円eはがき（〒810-0043中央区城内１-４）かファクス、
メール（m maiduru@midorimachi.jp）で12月１日〜７日（必着）に同公園へ。

12/

19
●水
他

2
博多ガイドの会 
ザ・博多「お寺に行こう」 布

ほ て い

袋、大黒、閻
え ん ま

魔さま
　伝統ある茶舗で煎茶の入れ方を学び、海元寺、本興寺、本岳寺などを
巡ります。寺では実際に煎茶を入れます。茶菓子付き。d12月19日㈬、22
日㈯午後１時半〜３時半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（小学
生は保護者同伴）c各20人（先着）y800円e電話で12月３日午前９時以
降に同課へ。

12/

20
●木

3緑のコーディネーターによる体験講座 
お正月に向けた寄せ植え

　ハボタンを使って寄せ植えを作ります。d午
後２時〜４時l城南市民センター（城南区片江
五丁目）i市緑のまちづくり協会みどり課a 

822-5832f822-5848c20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12月６日（必着）までに同課へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

12/

20
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　ブルキナファソ・ワガドゥグ出身のサヴァドゴ・サリフさんがふるさと
の街などを日本語で紹介します。d午後６時半〜８時li福岡よかト
ピア国際交流財団（博多区店屋町 市国際会館）a262-1799f262-
2700c50人（先着）y500円（外国人学生は無料）e電話かファクス、
メール（m attaka@rainbowfia.or.jp）、来所で12月３日以降に同財団へ。

12/

20
●木

3高齢運転者安全運転講習会

　加齢に伴う認知機能・身体能力の低下を予防するための講座や、実
際に運転する体験型の講習。受講者は自家用車で集合。d午後２時〜
４時半l市消防学校（早良区西入部一丁目）i生活安全課a711-4061 
f711-4059tおおむね65歳以上の運転者と家族（運転者のみでも可）
c20人（先着）y無料e電話で12月１日以降に同課へ。

12/

21
●金

2ファミリークリスマス

　歌やダンスなどのステージイベントや、おもちゃなどが当たる抽選
会等を実施。詳細はホームぺージで確認するか問い合わせを。d午前
11時〜午後３時半lみらいホール（中央区渡辺通二丁目 電気ビル共
創館４階）i「子づれ DE CHA・CHA・CHA！」編集部a751-8830f751-8831 
t福岡都市圏に住む子育て中の家族y１家族1,000円eホームページ
で受け付けます。

12/

22
●土

2生きものと私たちのくらしトーク・カフェ 
まちなかの森に出会う

　全国で森のガイドを行う「森の案内人」の三浦豊氏が日本各地の森
について話します。希望者を対象にアクロス福岡（中央区天神一丁目）
のステップガーデンを同氏と一緒に登る「アクロス山ガイド」も午後１
時から実施（抽選で15人が参加可）。d午後２時半〜４時半lアクロス
福岡６階i環境調整課a733-5389f733-5592c40人（抽選）y無料e

電話かファクス、メール（m k-chosei.EB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事
項と「アクロス山ガイド」参加希望の有無を書いて12月12日までに同
課へ。

催し情報BOX 福岡市政だより
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教室

●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



門
松

認知症の人とのコミュニケーションをスムーズに行う認知
症ケア技法「ユマニチュードR」の講座・講演会

　①「家族・介護者向け講座」介護に必要な知識を学び、基本的なケアの技術を
体験します。介護の経験や実際に困ったことなどについての意見交換も行いま
す。②「一般市民向け講演会」ユマニチュードの知識と技術を学びたい人向け。
d来年①１月19日㈯、２月２日㈯ ※連続講座。午前10時〜正午か午後２時〜４時
を選択②２月３日㈰午後１時半〜３時半l①ふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）
②なみきスクエア（東区千早四丁目）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市内に住むか通勤する①認知症の家
族を介護している人②18歳以上c①各20人②800人（いずれも先着）y無料
e①ファクスかメール（m info@humanitude.care）に応募事項と希望時間を書い
て同事務局へ。②ファクスで同事務局へ。市ホームページでも受け付け可。いず
れも受付開始は12月１日。

催 し

アンスティチュ・フランセ九州　
フランス語冬期講座 体験レッスン

d12月15日㈯午前11時、正午、午後１時、19日㈬午後７時、20日㈭午前11時、午後
７時から（各１時間）liアンスティチュ・フランセ九州（中央区大名二丁目）a 

712-0904f712-0916y無料e電話かメール（m kyushu@institutfrancais.jp）に
応募事項と希望日時を書いて希望日の前日までに問い合わせ先へ。

講座・教室

12/

22
●土

2南障がい者フレンドホーム　
クリスマスイルミネーション見学＆食事

d午後５時半〜８時l集合・解散はJR博多駅i同ホームa541-5858f 

541-5856t市内に住む障がいのある人と介助者c20人（抽選）y食事
代e電話かファクス、来所（南区清水一丁目）で12月7日までに同ホー
ムへ。

12/

22
●土

2西部運動公園　ベースボールフェスタ

　福岡ソフトバンクホークスの選手と一緒に
野球の楽しさを体験するイベント=写真。写
真撮影や野球教室など。d午前10時〜午後
１時li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-
0549t小学生c100人（先着）y1,000円e電
話か来所で12月１日以降に同公園へ。

12/

22
●土

2みんなで遊ぼう こどもクリスマス会

　①けん玉などの昔遊びをしながら進んでいく「巨大すごろく」や人
形劇、おはなし会など②ツリー型あんどんを作る「親子LED教室」d①
午前11時〜午後３時半②午後１時半〜３時10分li中央市民センター

（中央区赤坂二丁目）a714-5521f714-5502t①幼児〜小学生（幼児
は保護者同伴）②幼児〜小学生と保護者のペアc①なし②20組（先
着）y①無料②500円e①不要②電話かファクス、メール（m center@
shinko-chuo.jp）、来所で12月１日以降に同センターへ。

12/

22
●土
他

2友泉亭公園　晩秋の着物祭り
①家族記念写真②和装花嫁体験

　日本庭園でプロのカメラマンが撮影します（データはCD‐ROMで後日
郵送）。着物レンタル・着付け・ヘアセット付き。d12月①22日㈯②23日

（日・祝）午前10時〜午後３時l同公園（城南区友泉亭）iきものレンタル 
まゆの会a735-1758f735-1759c①６組②５人（いずれも先着。①は１
組５人まで）y①１人5,000円②１人１万4,800円（同伴の男性も5,000円
で花婿体験可） ※いずれも入園料別e電話で12月１日以降に同会へ。

12/

23
●●日・祝

2立花寺緑地リフレッシュ農園　年末感謝祭

　豚汁の無料提供（午前11時から、先着200人）や果物・野菜の販売、餅
つき実演販売、じゃんけん大会（菓子などの景品あり）など。九州北部
豪雨復興支援チャリティー野菜販売会も実施。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

12/

23
●●日・祝

2もーもーらんど油山牧場　油山のクリスマス

　バーベキューやゲームをします。d午後０時半〜２時半li同牧場
（南区柏原）a865-7020f865-7040c20組（抽選。１組４人まで）y中学
生以上2,160円、小学生1,080円、３歳〜就学前540円、３歳未満無料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12月８日（必着）までに同牧場へ。ホームページでも受け付けま
す。

12/

24
●●月・休

3冬休み親子能楽囃
は や し

子体験教室

　笛・小鼓・大鼓の演奏を体験できます。終了後、希望者には能楽堂探
検ツアーもあり。d午前10時〜午後４時（探検ツアーは４時半終了）l

大濠公園能楽堂（中央区大濠公園）i「能楽体験教室」実行委員会・今
村a090-1576-1024f586-7686t小中高生と保護者（小中高生のみの
参加も可）c30人（抽選）y ▽小中高生＝１人4,000円、ペア7,000円 ▽

小中高生と保護者＝ペア１万円eファクスかメール（m snb32596@nif
ty.com）で12月20日までに同実行委員会へ。

12/

24
●●月・休

3今津リフレッシュ農園　しめ縄・門松教室

d午後１時〜４時li同農園（西区今
津）a806-2565f806-2570c15組（先
着）y１組1,500円e電話で12月15日
以降（午前８時45分〜午後５時）に同農
園へ。

12/

26
●水

2図書館でTRPG（テーブルトーク・ロールプレイングゲー
ム）をやってみる

　TRPGとは、紙や鉛筆、サイコロなどの道具を使い、設定された世界
観の中で、登場人物になりきり、参加者同士の会話により物語を進め
ていくゲームです。初心者も参加可。d午後１時半〜４時l市総合図
書館（早良区百道浜三丁目）i同図書館図書サービス課a852-0627f 

852-0609t中高生c20人（抽選）y無料eメール（m yafukuoka@yah
oo.co.jp）に応募事項と学年、メールアドレスを書いて12月16日までに

「YAを勉強してみる会」へ。

2019
1/

4
●金

3早良障がい者フレンドホーム　
スポーツマスター教室（ダンス編）

　体操やストレッチを行い、音楽に合わせて体を動かします。d午後１
時〜３時li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763 
t市内に住む障がいのある小学生c10人（抽選）y無料e電話かファ
クス、メール（m friend-mwp@fc-jigyoudan.org）、来所で12月１日〜12日
に同ホームへ。ホームページでも受け付けます。

1/

5
●土
他

2
博多障がい者フレンドホーム　①七

ななくさがゆ

草粥作り＆山菜の天
ぷら試食会と箏

こと

の演奏会②節分豆まき＆恵方巻き作り
d来年１月①５日㈯②27日㈰午前10時半〜午後２時li同ホーム（博
多区西月隈五丁目）a586-1360f586-1397c①20人②30人（いずれも
抽選）y①300円②500円e電話かファクスで①12月１日〜15日②12月
15日〜来年１月15日に同ホームへ。

1/

7
●月
他

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　「基礎」「中級」「デジカメ」「iPad（アイパッド）」「画像処理」「インター
ネット」「ブログ作成」「ワードでお絵かき」の８講座。d来年１月７日㈪〜
３月25日㈪ ※日時や期間は講座により異なるliシニアネット福岡

（中央区大名二丁目）a732-3115（平日午前10時〜午後３時）f753-
6465t20歳以上の初心者、中級者c各５人（抽選）y１回1,000円（テキ
スト代別）e電話で詳細を問い合わせの上、申込書をファクスで12月
14日までに問い合わせ先へ。来所でも受け付けます。

d＝日時、開催日、期間　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金、費用　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール
h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日　　　　福岡市ホームページ　www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索

催し 講座
教室
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昨
年
の
検
査
体
験

雁の巣レクリエーションセンター
ジュニアテニススクール はじめてクラス

　初心者向けのテニス教室（チケット制）。体験レッスン（１回1,080円）もあり。詳
細は問い合わせを。d12月１日〜来年３月30日の土曜日午後３時〜４時li同セ
ンター（東区奈多）a606-3458f607-9057t４歳〜中学生c各回40人（先着）y 

3,240円（４回分）eファクス（f692-9026）かメール（m t-style26@chic.ocn.ne.jp）
で「T-style26 TENNIS CLUB.」へ。随時受け付け。

講座・教室

市民体育館

　いずれも連続講座。li同体育館（博多区東公園）a641-9135f641-9139t 

①②18歳以上③水に潜ることができない小学生eはがき（〒812-0045博多区東
公園８-２）かファクス、来所で12月１日〜15日（必着）に同体育館へ。ホームページ
でも受け付けます。当選者のみ通知。

内容 日時 定員 費用

①脂肪燃焼 ステップアップエアロ 来年１／10〜２／28の
木曜日13:00〜14:15 20人（抽選）5,600円

②Let’s トライエクササイズ 来年１／10〜２／28の
木曜日14:30〜15:30 20人（抽選）4,800円

③小学生水慣れ教室 来年１／22〜３／12の
火曜日17:30〜18:30 10人（抽選）4,400円

講座・教室

救命講習

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法
（②は大人に対する方法、③は子どもに対する方法）を学
びます。詳細は問い合わせを。i救急課a791-7151f791- 
2994t市内に住むか通勤・通学する人y無料e電話で各
申込先へ。受付開始は12月①②１日③④11日。ホームペ 
ージでも受け付けます。

種類 実施日 会場 申込先 定員
（先着）

①入門

来年１／17㈭ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人

来年１／21㈪ 市民防災センター（早良区百道浜一
丁目） a821-0245 30人

来年１／22㈫ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人
来年１／25㈮ 中央消防署（中央区那の津二丁目） a791-7151 40人
来年１／27㈰ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目）a475-0119 40人

②普通１来年１／20㈰ 東消防署 a683-0119 40人
③普通３来年１／28㈪ 博多消防署 a791-7151 30人

④上級
来年１／10㈭

博多消防署 a791-7151 各30人
来年１／18㈮

　※時間は①午前10時〜11時半（１月22日は午後７時〜８時半）②③午前10時
〜午後１時④午前９時〜午後５時。応急手当普及員講習と応急手当普及員再講
習については救急課へ問い合わせを。

講座・教室

市
消
防
局
マ
ス
コ
ッ

ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

フ
ァ
イ
太
く
ん

1/

9
●水
他

3九電記念体育館　初心者ピラティス

　いずれも連続講座。d ▽Ａコース＝来年１月９日〜３月13日の水曜日
午後１時〜２時半 ▽Ｂコース＝来年１月10日〜３月14日の木曜日午後７
時半〜９時li同体育館（中央区薬院四丁目）a524-3906f524-3911 
t市内に住むか通勤・通学する18歳以上c各20人（抽選）y6,500円e

往復はがき（〒810-0022中央区薬院４-14-１）に応募事項と希望コース
を書いて12月１日〜11日（必着）に同体育館へ。

1/

12
●土

2アイランドシティ中央公園　巨大かるた大会

　植物や昆虫などが描かれた85cm×60cmの巨大かるたを使います。
d午前11時〜正午、午後２時〜３時li同公園（東区香椎照葉四丁目）
a661-5980f661-8020t５歳〜小学生（小学３年生以下は保護者同
伴）c各30人（先着）y無料e電話で12月12日以降に同公園へ。

1/

12
●土

3アクロス･文化学び塾 
甘木が生んだ天才画家「徳田玉龍」

　甘木歴史資料館（朝倉市甘木）で来年１月５日㈯から開催する新春
企画展「玉龍と朝鮮〜郷土の日本画家・徳田玉龍 Part４〜」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12月１日以降に問い合わせ先へ。ホームページでも
受け付けます。

1/

12
●土
他

3初心者スケート教室

　滑り方の基礎習得や技術向上のための教室です。d来年１月12日〜
３月16日の土曜日午前10時〜11時半（連続講座）lパピオアイスア
リーナ（博多区千代一丁目）i市スケート連盟・青木a080-6419-0243 
f845-1960t５歳以上c60人（先着）y高校生以上１万3,800円、５歳〜
中学生１万800円e往復はがき（〒814-0006早良区百道２-１-717）に応
募事項と性別、高校生以下は保護者氏名を書いて12月１日以降に同
連盟・青木へ。

1/

19
●土

3スポーツ体験塾　一輪車教室

d午後１時半〜３時半l市民体育館（博多区東公園）i市スポーツ協
会事業課a645-1233f645-1220t小学生c30人（抽選）y無料eホー
ムページで12月１日〜14日に受け付けます。当選者のみ通知。

1/

19
●土

2不動産シンポジウム（一般消費者向け）

　不動産や住まいについて、不動産業者などによるディスカッション、
タレントの東国原英夫氏による基調講演を行います。d午後１時〜３
時lFFGホール（中央区天神二丁目）i西日本新聞社企画推進部「不
動産シンポジウム」係a711-5490f731-5210c690人（先着）y無料e

電話かファクスで同係へ。ホームページでも受け付けます。

1/

19
●土

3産地見学と料理教室

　西洋野菜（ハーブ類など）の生産地を見学後、米粉を使った西洋料
理を作ります。集合・解散は市役所。d午前９時〜午後３時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12月10日（必着）までに同課へ。

1/

20
●日

3ほかんけん（保健環境研究所）研究者体験
〜DNA分析にチャレンジ〜

　食物アレルギーによる事故を防ぐためのDNA分析を体験します。菓
子に小麦が含まれていないかを確認する検査です。d午後１時半〜４
時半l同研究所（中央区地行浜二丁目）
i保健科学課a831-0690f831-0726t

市内に住むか通学する高校生c16人（先 
着）y無料eメール（m hokenkagaku.E 
B@city.fukuoka.lg.jp）で12月１日〜来年
１月11日に同課へ。ホームページでも
受け付けます。

1/

24
●木

3建物の維持保全セミナー「給排水設備の改修について」

　県設備設計事務所協会に所属する講師から注意点などを学びま
す。d午後２時〜４時lアクロス福岡６階（中央区天神一丁目）i市施
設整備公社総務課a738-7221f738-7230t市内に住むか通勤・通学
する18歳以上c40人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m seibi
cop@circus.ocn.ne.jp）に応募事項と参加人数を書いて12月３日以降
に同課へ。

催し情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年12月1日 12催し 講座

教室催し

●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



「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

はかた伝統工芸館　①o
お び

bi a
あ そ び

sobi②博多人形干
え と

支人形展
③博多人形七

し め き ち

五三吉×博多曲物玉樹 二人展
　①は博多織の帯を小物にリメークした作品の展示・販
売。d①11月29日㈭〜12月４日㈫②12月６日㈭〜18日㈫
③12月20日㈭〜25日㈫いずれも午前10時〜午後６時（入
館は５時半まで。最終日の展示は５時まで）li同館（博
多区上川端町）a409-5450f409-5460y入場無料

催 し

②
で
展
示
さ
れ

る「
開
運
招
福
」

明
正
作

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

　②は希望する部のみの受講可（ただし全て受講したときと同料金）。l①六本
松 蔦屋（つたや）書店（中央区六本松四丁目）②あすみん（中央区今泉一丁目）③
住吉神社（博多区住吉三丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456 
f739-6081c①50人②各20人③20人（いずれも先着）e電話かファクス、メール

（m info@r60festa.jp）で12月１日以降に同事務局へ。
内容 日時 費用

①オトナ塾「年末年始の人気者 ロープマジッ
ク術を手に入れてみんなをびっくりさせよう」

12／11㈫
13：00〜14：00

2,000円
（ロープ付き）

②mif（マイフ）塾のコミュニケーション講座 ▽１
部＝暮らしの中のコーチング＆まわしよみ新聞

▽２部＝年末・年始のマナー講座 ▽３部＝心の
ふれあい体験 〜グループ・エンカウンター〜

12／15㈯
１部＝12：30〜14：00
２部＝14：30〜15：30
３部＝16：00〜17：30

1,000円

③英語でガイド〜英語で福岡を案内する為（た
め）の街歩き（住吉神社/能楽殿/楽水園編）〜

12／16㈰
10：00〜12：00 500円

講座・教室

出前講座をご利用ください
　市職員が地域に出向き、市の取り
組みや暮らしに役立つ情報を分かり
やすく説明します。全192講座を掲載
した「出前講座テーマ集」=写真=を
情報プラザ(市役所1階)や各区情報
コーナー、各出張所、各市民センター
などで配布しているほか、市ホーム
ページにも掲載。i広聴課a711-4067 
f733-5580t市内に住むか通勤・通学
する人で構成された、おおむね10人
以上のグル 
ー プy無 料

（会場は各自
市内に準備
を）eテーマ
集にある申
込書に必要
事項を記入
し、希望日の
14日前までに
各担当課へ。
平成31年度留守家庭子ども会へ
の入会申し込みを受け付けます

　詳細は12月10日から各留守家庭子
ども会で配布する「入会のご案内」か
市ホームページで確認を。i放課後こ
ども育成課a711-4662f733-5736t

保護者や同居する人が仕事などで昼
間不在のため、授業終了後に家庭で
保護が受けられない小学生y月3,000
円（おやつ代、延長代など別）e通学す
る小学校内の留守家庭子ども会へ事
前に相談の上、来年１月31日までに各
留守家庭子ども会へ。
eLTAX（エルタックス）を利用して
地方税に関する手続きができます

　市では法人市民税、固定資産税（償
却資産）、事業所税、個人住民税の給

与支払報告書や特別徴収に係る手続
きについて、インターネットを通じた
電子申告、電子申請・届け出を受け付
けています。法人市民税、事業所税、
個人住民税（特別徴収）については電
子納税もできます。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。iエル
タックスヘルプデスクa0570-081459
小中学校に入学予定で経済的に困って
いる人へ就学援助（入学準備金）を支給

　経済的な理由で給食費や学用品費
など、学校での学習に必要な費用の支
払いが困難な保護者に、就学援助（入
学準備金）を支給します。詳細は問い
合わせを。i教育支援課a711-4693f 

733-5780、各学校t市内に住み、来年
４月に国・県・市立の小中学校に入学予
定の子どもがいる世帯で ▽生活保護
の廃止、停止を受けたが、なお経済的
に困窮している ▽市民税が非課税ま
たは減免の適用を受けている ▽国民
年金または国民健康保険の保険料の
全額減免を受けている ▽一人親家庭
等で児童扶養手当法に基づく児童扶
養手当を受けている ▽市民税所得割
額と県民税所得割額の合算が本市で
定める基準額以下である—などe来
年１月４日〜31日に必要書類を持参で
同課、または各学校へ。
海っ子山っ子スクールの転入学希
望者を募集

　同スクールは、自然に恵まれた環境
にある小規模校に通学できる制度で
す。勝馬小学校（東区勝馬）で、来年４
月からの転入学希望者を募集しま
す。i教 育 支 援 課a711-4636f733-
5780t市内に住み、公共交通機関を
利用して原則60分以内で通え、１年以
上通学できる人。他要件ありc ▽１年
生＝３人 ▽２年生＝４人 ▽４年生＝１人

（いずれも抽選）e市ホームページに
掲載、または同課（市役所11階）で配
布する申込書を郵送で12月11日（消
印有効）までに同課へ。12月26日㈬に
面談あり。

お知らせ

ダミー
（写真待ち）

　大掃除で出た不用品をごみとして捨てる前に、リユース（再使用）・リサイクル
できないか確認しましょう。
●まだ着ることのできる衣類、汚損のない書籍（雑誌は不可）
　臨海３Ｒステーション（東区箱崎ふ頭四丁目）と西部３Ｒステーション（西区今宿
青木）で受け入れ、希望者に提供しています。詳しくは各施設のホームページで
確認してください。
●古紙（新聞紙・段ボール・雑がみ）、古着・古布
　地域での集団回収やリサイクルボックスなどの回収拠点で回収しています。
新聞紙と段ボールはそれぞれ分けて、ひもでしばってください。雑がみはひも
でしばるか紙袋などに入れ、散らばらないようにしてください。古着と古布は洗
濯・乾燥後、ビニール袋に入れて持ち込んでください。
●蛍光管・乾電池
　市内の家電量販店やホームセンターなど市内67カ所に回収ボックスがあり
ます。
●小型電子機器（携帯電話、デジタルカメラなど）
　各区役所・出張所、スーパーマーケットなど市内66カ所に回収ボックスがあり
ます。ボックスの投入口（25cm×8.5cm）から投函できる大きさの小型電子機器の
ほか、ACアダプターやリモコンなどの付属品も回収対象です。
　回収した小型電子機器から集めたリサイクル金属は、
東京オリンピック・パラリンピックで使用する金・銀・銅メ
ダルとして生まれ変わります。

◇　　◇
　各資源物の回収については、市ホームページ（「福岡市
　ごみと資源」で検索）で確認するか、問い合わせを。i

資源循環推進課a711-4039f733-5907

大掃除でリユース・リサイクル

市
環
境
シ
ン
ボ
ル
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー・エ
コ
ッ
パ
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●日

3公開講座「博多マイスター塾」和菓子づくり講座

　講師は、市が「博多マイスター」として認定した和菓子製造工の長末
光正氏。いちご大福、花びら餅を作りながら、和菓子の知識・調理方法
などを学びます。d午前10時〜午後１時l純真短期大学（南区筑紫丘
一丁目）i地域産業支援課a441-3303f441-3211t和菓子製造に関
連する ▽業務に従事している ▽専門学校等に通っている ▽職に将来
就くことを希望している—のいずれかに該当する中学生以上c16人

（抽選）y1,000円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（m 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12月１日
〜25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。

2/

9
●土

4市民講演会「リアル・グッドドクターが語る発達障がい」

　講師は医療系のテレビドラマ監修なども行っている精神保健指定
医の西脇俊二氏。d午後１時〜２時20分（開場は正午）lなみきスクエ
アなみきホール（東区千早四丁目）iハートメディア実行委員会事務局

（市精神保健福祉センター）a737-8825f737-8827c600人（先着）y無
料e不要。移動等に介助が必要な人は事前連絡を。

d＝日時、開催日、期間　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金、費用　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール
h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日　　　　福岡市ホームページ　www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索

催し 講座
教室 講演福岡市政だより

2018（平成30）年12月1日 情報BOX11 お知
らせ



東図書館の臨時休館

　システムのメンテナンスのため、12
月10日㈪は同図書館（東区千早四丁
目）を休館します。i市総合図書館運
営課a852-0619f852-0609
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】来年２月18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

マリノアシティ福岡　
ロードサイド（西区小
戸二丁目）

変更 ９月27日

キクイモを使用したレシピを募集
　耕作放棄地対策のために市が栽培
を提案している｢キクイモ」を使ったレ
シピを募集します。優秀作品の応募
者には賞金と副賞を贈呈。詳細は問
い合わせを。i政策企画課a711-4841 
f733-5583t市内で栄養学や調理な
どを学ぶ学生e市ホームページに掲
載、または情報プラザ（市役所１階）な
どで配布する応募要領を確認の上、
必要書類を郵送で12月18日（消印有
効）までに同課へ。市ホームページで
も受け付け可。
緑のリサイクルセンターの受け入
れ停止

　市のせん定枝リサイクル事業の終
了により、同センター（東区蒲田五丁
目）は来年２月28日㈭をもってせん定
枝の受け入れを停止します（土壌改良
材ふくよかチップは引き続き配布）。３
月以降は次の民間処理施設へ搬入し
てください。 ▽中山リサイクル産業（東
区箱崎ふ頭四丁目）a292-8488 ▽ 木
材開発（東区東浜二丁目）a292-6470 

▽南部グリーンサービス（南区柏原）
a566-1328 ▽梶原組（早良区小笠木）
a801-0045 ▽早良西造園協同組合（西
区羽根戸）a811-8231iクリーンパー
ク・東部a691-0831f691-0205
12月の毎週金曜日は地下鉄の運
行時間を延長します

　12月７日㈮、14日㈮、21日㈮、28日㈮
は増便し、運行時間を約30分延長しま
す。上記４日間の天神駅の最終列車
は筑前前原行き午前０時43分発、福
岡空港行き午前０時44分発です。各
駅の終電時間などについてはホーム
ページで確認するか問い合わせを。
i地下鉄お客様サービスセンター
a734-7800f734-7801

放送大学 来年４月入学生を募集
　同大学は、テレビ・ラジオ・インター
ネットを利用して授業を行う、国がつ

くった通信制の大学です。所定の単
位を修得すると大学卒業資格を取得
できます。教養学部（15歳以上）・大学
院（18歳以上）の学生を募集。詳細は
問い合わせを。i同大学福岡学習セ
ンターa585-3033f585-3039e電話
かホームページで募集要項を請求の
上、郵送で12月１日〜来年３月17日

（必着）に同大学へ。ホームページで
も受け付け可。
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
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
題について検討する協議会を公開し
ます。傍聴を希望する人は当日午前９
時45分までに会場へ。d12月10日㈪
午前10時〜正午l天神スカイホール

（中央区天神一丁目 西日本新聞会館
16階）i障がい者在宅支援課a711-
4248f711-4818c10人（抽選）
福祉・高齢者乗車券の手続きはお
早めに

　３カ月ごと（１月、４月、７月）に助成額
が減額になります。まだ申請をしてい
ない人は本人の印鑑、本人を確認で
きるもの（健康保険証、介護保険証な
ど）、ＩＣカード（これまで交付を受けた
人の場合）を持参して住所地の各区
福祉・介護保険課へ。詳細は問い合わ
せを。i各区同課

人権擁護委員が委嘱されました
　同委員は、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。10月１日付で天野浩氏が
委嘱されました。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
市生活ガイドをご利用ください

　日常生活に関わる手続きや相談窓
口、防災・防犯に関する情報など、暮ら
しの便利情報を冊子「ふくおか市生活
ガイド」=写真=にまとめています。情
報プラザ（市
役所１階）、各
区役所、各出
張所などで希
望 者 に 配 布
中。市ホーム
ページでもダ
ウンロードで
きます。i広報 
課a711-4016 
f732-1358

自死遺族法律相談
　臨床心理士同席の下、弁護士が相
談に応じます。d来年１月９日㈬午後１
時〜４時li天神弁護士センター（中
央区渡辺通五丁目）a738-0073t家
族や恋人、友人などを自死（自殺）で亡
くした人や支援者y無料e電話で同
センターへ。

境界問題無料相談会
　近隣との境界に関する問題、土地・
建物に関する測量や登記などについ
て、土地家屋調査士が相談に応じま
す。d12月19日㈬午後１時〜４時（受
け付けは３時半まで）li県土地家屋
調査士会（中央区舞鶴三丁目 ライフ
ピア舞鶴２階）a741-5780f731-5202 
y無料e不要
行政書士による「暮らしと事業」無
料相談会

　会社設立、建設業許可、相続・遺言
などの相談に応じます。d12月15日
㈯午前10時〜午後４時l中央市民セ
ンター２階（中央区赤坂二丁目）i県
行政書士会a641-2501f641-2503y

無料e不要
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d12月15日㈯午後１時半〜４時lふく
ふくプラザ４階（中央区荒戸三丁目）
i日本オストミー協会福岡市支部a・
f553-2141y無料e不要
ずっと一緒に暮らすための犬猫よ
ろず相談

　犬猫のしつけやトリミングの方法、
健康管理、飼い主の万が一に備える

「ペット信託」などの相談に応じます
（ペット信託相談のみ要予約）。d12月
16日㈰午後１時〜４時liふくおかど
うぶつ相談室（西区内浜一丁目）a 

891-1231f891-1259t犬猫を飼ってい
る人、飼う予定の人eペット信託相談
のみ、電話で12月３日〜14日に同相談
室へ。

相 談

市臨時的任用職員を追加募集
　来年１月１日〜３月31日を任用開始
日とする任用期間６カ月以内の一般
事務補助職員を募集。詳細は市ホー
ムページで確認を。【対象】今年度の
同募集に初めて申し込む人、既に申し
込みをしているが希望勤務所属を変
更したい人【勤務時間】午前８時45分
〜午後５時半（勤務場所により異なる
場合あり）【募集案内・申込書の配布】
市総務事務センター（市役所３階）、情
報プラザ（同１階）、各区総務担当課、
各区情報コーナー、各出張所で【申込
期間】12月１日〜15日（消印有効）i

同センターa711-4923f733-5885
地域保健福祉課相談・支援業務等
嘱託員を募集

　各区保健福祉センター地域保健福
祉課で高齢者の相談・支援および地
域包括支援センターの支援などの業
務に従事。【資格】次のいずれかに該
当する人 ▽社会福祉士の資格を持つ

▽保健師または地域ケア・地域保健な
どの実務経験がある看護師の有資格
者で、かつ介護支援専門員の資格を
持つ ▽ 介護支援専門員の有資格者
で、実務経験が３年以上ある【任用期
間】来年４月１日〜2020年３月31日（再
任用あり）【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）、各区保健福祉セ
ンター地域保健福祉課で。市ホーム
ページにも掲載【申込期間】12月３日
〜18日（消印有効）i地域包括ケア推
進課a711-4373f733-5587
①子育て支援員研修②居宅訪問
型保育研修

　①小規模保育事業や家庭的保育事
業など②居宅訪問型保育事業に従事
するための知識や技術を習得するた
めの研修を実施。d来年１月①10日
〜22日②15日〜29日のいずれも火・
木・金曜日（連続講座）午前９時半から
６〜８時間l①TKPガーデンシティ天神

（中央区天神二丁目）②天神MMTビル
（中央区天神一丁目）iヒューマンア
カデミー 子育て支援員研修運営事
務局a713-8631f721-9665t市内に
住むか市内での就職を希望する人。
他要件ありc①85人②15人（いずれ
も先着）y無料e11月28日から情報
プラザ（市役所１階）、各区情報コー
ナー、各出張所、各保育所（園）などで
配布する申込書を郵送で12月１日以
降に同事務局へ。

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



区千代一丁目）a641-0903f641-0907 
t市内に住むおおむね60歳以上c40
人（先着）y無料e電話かファクス、
メール（m cho-seien@magokorokai.jp）、
来所で12月１日以降に同園へ。

介護保険嘱託員を募集
　各区役所の介護認定調査員室で、
介護保険の訪問調査や各種相談、介
護認定審査会の補助業務に従事。【資
格】介護支援専門員の有資格者（来年
４月１日時点）【任用期間】来年４月１日
〜2020年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】11月26日から介
護保険課（市役所12階）、情報プラザ

（同１階）、各区福祉・介護保険課、各出
張所で。市ホームページにも掲載【申
込期間】12月３日〜25日（消印有効）
i介護保険課a733-5452f726-3328
特別支援学校看護師（嘱託員）を
募集

　特別支援学校で児童生徒の医療的
ケアなどに従事。【資格】看護師の有
資格者【任用期間】来年４月１日〜
2020年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】11月26日から発達
教育センター（中央区地行浜二丁目）、
各特別支援学校、情報プラザ（市役所
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【申込期
間】12月21日（消印有効）までi同セ
ンターa845-0015f845-0025
アミカス嘱託員（企画運営員）を
募集

　男女共同参画を推進する事業など
に従事。【任用期間】来年４月１日〜
2020年３月31日【募集案内・申込書の
配布】12月１日からアミカス（南区高
宮三丁目）、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。
市ホームページにも掲載【申込期間】
12月３日〜来年１月15日（消印有効）i

アミカスa526-3755f526-3766
市スポーツ協会職員（①スポーツ
指導員②施設管理員）を募集

　①スポーツ教室の企画・実施、利用
者への案内など②窓口対応、各種契
約、庶務経理事務などに従事。【資格】
①来年３月31日時点で、教員免許（保
健体育）、健康運動指導士、健康運動
実践指導者などのいずれかの資格を
持つか、大学・短大・専門学校で運動指
導に関する課程を修了した人②経理
事務と接客の経験がある人。他要件あ
り【勤務場所】市スポーツ協会本部（博
多区東公園）、市民体育館（博多区東
公園）、中央体育館（中央区赤坂一丁
目）、総合西市民プール（西区西の丘）
のいずれか【任用期間】来年４月１日〜
2020年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】11月26日から同協
会、情報プラザ（市役所１階）、各区情報
コーナー、各出張所で。ホームページ

にも掲載【申込期間】12月３日〜来年１
月７日（必着）i同協会総務課a645-
1221f645-1220
市営住宅使用料収納事務嘱託員

（外勤者）を募集
　家賃滞納者の納付督促、収納・整理
などに従事。【資格】普通自動車運転
免許（ＡＴ車限定免許を含む）を持ち、
自己名義（同一住所の親族を含む）の
車両を業務用に使用できる人。他、英
語力などの要件もあり【任用期間】来
年４月１日〜2020年３月31日（再任用
あり）【募集案内の配布】12月３日から
市住宅供給公社業務課（博多区店屋
町）、ハローワーク（公共職業安定所）
で。ホームページにも掲載【申込期
間】12月17日までi同課a271-2564 
f291-7540
市立学校の講師（臨時教職員）を
募集

　来年度に勤務できる人を募集。【申
し込み】市ホームページに掲載の登
録申込書を教職員第１課（市役所11
階）へ郵送か持参。 ※12月21日（必着）
までの申込者を対象とした一斉説明
会および面接を来年２月上旬に開催
します。i同課a711-4754f733-5536

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「イラストレーター応用」
講習②「エクセル2016」講習③「エクセ
ルVBAマクロ」講習④原始機（げんしば
た）による織物・染色講習⑤社会保険
労務士講習⑥「建築JW_CAD」講習⑦ガ
ス溶接技能講習⑧「仕事に必要なワ 
ード＆エクセル」講習⑨アーク溶接特
別教育講習—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a671-6831 
f672-2133
職業訓練２月生を募集

　①ものづくりCAD科CAMコース②住
環境コーディネーター科③機械CAD
技術科（企業実習付きコースもあり）
④住宅システムCAD科⑤金属加工技
術科—の受講生を募集。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。li①②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）a0948-22-4988 
f0948-22-4912③④⑤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）a093-641-6909f093- 
631-6516

市地域ネット支援員（嘱託員）を募集

　東区・中央区の保健福祉センター
地域保健福祉課で医療、介護、保健な
どの関係機関と連携し、高齢者の在
宅支援に関する業務に従事。【資格】
次の全てを満たす人。他要件あり ▽
看護師か保健師の資格を有する ▽介
護支援専門員の資格を有し、高齢者
の在宅支援や介護の現場で実務経験
がある ▽普通自動車運転免許（ＡＴ車
限定免許を含む）を有する【任用期間】
来年４月１日〜2020年３月31日（再任
用あり）【募集案内の配布】地域包括
ケア推進課（市役所12階）、情報プラザ

（同１階）、各区保健福祉センター地域
保健福祉課で。市ホームページにも
掲載【申込期間】12月５日〜26日（必
着）i地域包括ケア推進課a711-4373 
f733-5587
市立保育所の臨時的任用職員（調
理業務員）を募集

　給食の調理補助や清掃業務などに
従事。随時受け付け。申込書は指導監
査課（市役所13階）、情報プラザ（同１
階）で配布、市ホームページにも掲
載。i同課a711-4262f733-5718
60歳以上の市民向け「初心者のための

『コールセンターのお仕事』セミナー」
　仕事内容や求められる技能につい
ての説明、電話対応の業務体験など。
d12月13日㈭午後１時〜５時lTKP博
多駅筑紫口ビジネスセンター（博多
区博多駅中央街）iパーソルキャリア
コンサルティングa433-7780f287-
9330c20人（先着）y無料e電話か
ファクスで12月３日以降に問い合わせ
先へ。
市嘱託員（障がいのある人対象）
を募集

　募集職種は、①文書整理等補助②
データ確認・入力等補助③図書整理
等補助④学校事務等補助⑤調理業務
等補助。【対象】知的・精神・身体障が
い者（職種により対象が異なる）【任用
期間】来年４月１日〜2020年３月31日

（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】各問い合わせ先（市役所①②８階
③④⑤11階）、情報プラザ（同１階）、各
区情報コーナー、各出張所、障がい者
就労支援センター（中央区長浜三丁
目）などで。市ホームページにも掲載

【申込期間】12月①②21日③④⑤26日
（消印有効）までi①②人事課a711-
4187f733-5559③④⑤職員課a711-
4609f711-4936

障がい者自立支援嘱託員を募集
　各区保健福祉センター福祉・介護
保険課で、障がい者がいる世帯への
訪問調査、各種相談や障がい者介護
給付費等認定審査会の補助業務に従
事。【資格】介護支援専門員、相談支

援専門員、看護師、保健師、社会福祉
士、精神保健福祉士のいずれかの有
資格者（来年４月１日時点）【任用期
間】来年４月１日〜2020年３月31日（再
任用あり）【募集案内・申込書の配布】
障がい者在宅支援課（市役所12階）、
情報プラザ（同１階）、各区福祉・介護
保険課、各出張所で。市ホームページ
にも掲載【申込期間】12月３日〜25日

（消印有効）i障がい者在宅支援課
a711-4248f711-4818
市文化芸術振興財団の嘱託職員
を募集

　事業コーディネーターを募集。【資
格】文化芸術分野での事業企画・渉
外・実施の実務経験が２年以上ある
人。他要件あり【任用期間】来年４月１
日〜2020年３月31日（再任用あり）【募
集案内の配布】情報プラザ(市役所１
階)、各区情報コーナー、各出張所な
どで。ホームページにも掲載【申込期
間】来年１月７日（必着）までi同財団
総務課a263-6264f263-6259
市こども総合相談センター嘱託
員を募集

　募集職種は、負担金徴収等嘱託員、
心理相談員、昼間児童指導員、夜間児
童指導員、適応指導教室補助指導員、
スクールソーシャルワーカー。【任用
期間】来年４月１日〜2020年３月31日

（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】同センター（中央区地行浜二丁
目）、情報プラザ（市役所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【申込期間】11月30日
〜12月14日（必着）iこども支援課a 

832-7100f832-7830

「生き活（い）き講座」嘱託員を募集
　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（②は育休代
替）。【資格】普通自動車運転免許（ＡＴ
車限定免許を含む）を持つ保健師。他
要件あり【勤務場所】区保健福祉セン
ター地域保健福祉課（①東＝東区箱
崎二丁目②中央＝中央区舞鶴二丁目 
あいれふ内）【任用期間】①来年４月１
日〜2020年３月31日（再任用あり）②
来年４月１日〜11月26日（2020年３月
31日まで延長の可能性あり）【募集案
内・申込書の配布】11月26日から地域
包括ケア推進課（市役所12階）、情報
プラザ（同１階）、各区保健福祉センタ 
ー地域保健福祉課、各出張所で。市ホ 
ームページにも掲載【申込期間】12月
３日〜25日（必着）i地域包括ケア推
進課a711-4373f733-5587

アクティブシニア就労支援セミナー
　高齢者を積極的に採用している企
業が高齢者に期待することを話しま
す。d12月８日㈯午後１時半〜３時半
li老人福祉センター長生園（博多

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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　※いずれも未就学児は保護者同伴。
乳幼児を対象とした親子あそび
　火〜金曜日に実施（曜日によって時
間・対象年齢など異なる）。詳細はホーム
ページで確認を。
12月の事業（一部抜粋）
　①「お手玉あそび」②「木育おもちゃ
のひろば」d12月①15日㈯午後２時〜３
時半②19日㈬午前10時〜正午t①幼児
〜高校生②乳幼児c①なし②20人（先
着）y①無料②200円e①不要②電話
で12月４日以降に同会館へ。

STARRY	NIGHT	JAM（スターリーナ
イトジャム）
　※チケットは12月①12日②26日の午
後４時以降に同館３階チケットカウンタ 
ーで販売（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ます。
いずれも座席を必要とする未就学児は
チケットが必要。
①KAGAYA（カガヤ）スペシャルトー
クショー〜世界に星空と夢を求めて〜
　ドームシアターの番組

「銀河鉄道の夜」を鑑賞
後、同番組の制作者であ
り、星空と風景を一緒に
写す星景写真家のKAGA
YA氏によるトークショーを
開催。d来年１月５日㈯午

後５時半〜７時c220人（先着）y1,300円
②新春スペシャル！星語り〜冬の星空
散歩〜
　同館学芸員が解説します。来年観測
できる天体現象の紹介もあり。d来年１
月12日㈯午後４時〜４時50分、５時半〜６
時20分c各回220人（先着）y中学生以
上500円、小学生以下300円

園芸講座・園芸ワークショップ
　①「キウイフルーツ・ブドウのせん定
と冬期管理」②「アートフラワーで作る
しめ縄ワークショップ」アートフラワー

（布製の造花）で作ります。③「こんにゃ
くの作り方講習」コンニャクイモの栽培
方法も学びます。d12月①８日㈯午後１
時半〜３時半②９日㈰午後１時半〜３時
③15日㈯午後１時半〜３時半c①60人
②20組③50人（いずれも先着）y①無料
②１組1,000円③300円e電話かファクス
で12月①１日②２日③８日以降に同公園
へ。

12月のおはなし会
　絵本の読み聞かせ、紙芝居など。詳細
は問い合わせを。c各回50人（先着）y

無料e不要
対象 開催日 時間

０〜２歳と
保護者 12／１〜15の土曜日 14：10〜14：25

幼児 12／１〜15の土曜日 14：30〜14：50
日曜日、12／22㈯ 14:30〜15：00

小学生 日曜日 15：15〜15：45
　※12月23日（日・祝）は「クリスマス特別
おはなし会」を午後２時〜３時10分に開催

（幼児〜小学生向け）。
しめ縄作り体験
　わらから編み込んだり、既存のわら縄
に装飾品を付けたりなどしてしめ縄を作

印刷文化を考えます。d12月22日㈯午
後１時半〜４時半（開場は午後０時半）c 

240人（先着）y無料e不要
冬休みこども博物館
　実物大の国宝金印のレプリカ（複製
品）を当時のように粘土に押して使う封
泥体験をします=写真。d12月22日㈯午
前10時〜正午、午後１時半〜３時（随時
受け付け）t６歳以上c各100人（先着）
y無料e不要

ります。しめ縄作りの実演もあり。d12
月16日㈰午前10時半〜午後２時（受け付
けは10時10分から）i同図書館a852-
0600f832-1588c70人（先着）y200円

（材料費） ※九州北部豪雨災害支援金と
して朝倉市図書館に全額寄贈e不要

　※以下の企画展示は一般200円、高大
生150円、中学生以下無料。
企画展示「海と遺跡〜古墳時代〜」
　海辺の古墳の発掘資料から、外交や
軍事などで活躍した玄界灘沿岸の豪族
について紹介します。d12月11日㈫〜
来年３月31日㈰
企画展示「ふくおか発掘図鑑」
　遺跡の発掘調査成果を紹介します。
d12月18日㈫〜来年４月７日㈰
市史講演会「活字文化の過去・現在・未
来〜金属活字からデジタルフォントま
で〜」
　活字の歴史から鋳造活字、写植、デジ
タルフォントまでの歩みを紹介し、活字を

「つくる人」「使う人」「手にする人」それぞ
れの立場と視点から活字とこれからの

　※以下の託児は６カ月〜小学３年生
（無料。12月27日までに要予約）。申し込
みは電話かファクス、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・年齢を書いて同
施設へ。来所、ホームページでも受け付
けます。
女性の人生サポート講座「離婚を考え
たときに知っておきたいこと」
　子どもやお金のこと、離婚したくない
場合などの問題についての法的知識を
学びます。受講後、８時から女性弁護士
による個別相談もあり。d来年１月11日
㈮午後６時〜８時t女性c40人（先着）
y無料e12月１日以降

スイーツ男子大募集「けんちゃん先生
と作る初めてのスイーツ教室」
　管理栄養士の嘉村健志氏=写真=か
ら菓子作りを学びます（初心者向け）。d

来年１月14日（月・祝）午後１時〜４時t男性
（女性１人の同伴可）c24人（抽選）y 

1,000円e12月27日（必着）まで。当選者
のみ通知。

l①②③⑤⑥同センター④大濠公園（中央区）e電話で希望日の７日前までに同
センターへ。ホームページでも受け付けます。

旬の植物ガイド
　解説員の説明を聞きながら、園内の
植物を観察します=写真。d来年１月12
日㈯午後１時半〜３時半c50人（抽選）
y無料（入園料別）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12月１日から29日午後
５時（必着）ま
でに同園へ。
ホームページ
でも受け付け
ます。

内容 日時 対象・定員 費用
①１日糖尿病教室（食事療
法、運動療法） 来年１／12㈯10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円

（食事付き）
②禁煙教室 来年１／12㈯10：00〜12：00 20人（先着） 1,000円
③30歳代のヘルシースク 
ール（個別健康相談）

来年１／13㈰、27㈰14:00〜
16:00 各10人（先着） 無料

④ニコニコペース健康教
室（ウオーキング）

来年１／19㈯14:00〜16:00
（毎月第３土曜日開催） ― 年会費2,000円

（参加体験は無料）
⑤食事チェックから始めよ
う「気軽に糖尿病教室」 来年１／25㈮13:30〜15：30 12人（先着） 500円

⑥やせナイト塾（生活習慣
改善教室）

来年２／７〜28の木曜日（４
回）、３カ月後のフォロー教
室（１回）19:00〜(２時間程
度) ※計５回１セット

18歳以上で運動 
に支障のない人・
15人（先着）

１セット
1,000円

年末年始の施設休館日は、12月15日号７面に掲載します

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）

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）

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

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） 
※図書システム点検のため、12月10日㈪は図書室を休室します。

　※いずれも無料。申し込みは電話で
12月３日以降に同センターへ。
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？〜
　同センター職員と一緒に、各家庭や
地域に合った対策を考えます。d12月23
日（日・祝）午前11時半〜午後０時半t家
族で参加できる人c６組（先着）
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。d12
月23日（日・祝）午前10時〜11時半、午後１
時〜２時半t１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10組（先着）

市民防災センター
〒814-0001 早良区百道浜一丁目３-３
a８４７-５９９０	f８４７-５９７０
o午前９時半〜午後５時（入館は午後
４時半まで）x月曜、毎月最終火曜

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

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

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）

博物館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１　a845-5011 f845-5019
o午前９時半〜午後５時半（入館は閉館30分前まで）x月曜（祝休日のときは翌平日）

　※いずれも釣り台利用料または入園
料が必要。
初日の出と初釣り
　来年１月１日（火・祝）は午前６時〜10時
限定で開園しま
す。荒天等で休園
の場合は前日ま
でにホームペー
ジに掲載。c300人

（先着）e不要
運試し抽選会
　釣り具や唐泊恵比須（からとまりえび
す）かきなどが当たります。空くじなし。
d来年１月14日（月・祝）午前10時〜午後１
時c100人（先着）y１回200円e不要

海づり公園
〒819-0203 西区小田池ノ浦地先
a809-2666	f809-2669
o午前7時〜午後5時（12月〜２月）
x火曜（祝休日のときは翌平日）

初日の出

昨年のしめ縄作り

©KAGAYA Studio
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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〜午後5時（10月〜3月）
イルミネーション点灯
　桟橋に浮かぶヨットにイルミネーショ
ンが点灯します=写真。荒天中止。d12
月15日㈯〜24日（月・休）午後５時半〜８時

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


