
南障がい者フレンドホーム　
①連節バスに乗っておでかけ②パソコン教室

　①天神から連節バスに乗って博多港国際ターミナルへ行き、食事をします。②
パソコンで自分が学びたい内容を教えてくれる講座です。d来年①１月12日㈯
午前10時〜午後２時②１月21日〜２月18日の月曜日午前10時〜正午、午後1時〜
３時（２月11日を除く。連続講座）l①集合･解散は天神コア前バス停②同ホーム

（南区清水一丁目）i同ホームa541-5858f541-5856t市内に住む障がい児・者
と介助者c①20人②各４人（いずれも抽選）y①460円（昼食代別）②500円e電
話かファクス、来所で①12月28日まで②12月10日〜来年１月10日に同ホームへ。

催 し

福北連携コーナー
ランタン・ファンタジア～光の国のアリス～

　「不思議の国のアリス」をテーマにさまざまな巨大ランタンオブジェ（最大で
長さ12m、高さ５m）を150台設置し、アリスとウサギが「光の国」を旅する様子を
表現します。自由の女神・万里の長城などの世界の名所、パンダ・キリンなどの
動物を表したランタンもあり。小学生以下は保護者同伴。d12月22日㈯〜24
日（月・休）、29日㈯、30日㈰、来年１月２日㈬〜６日㈰、12日㈯〜14日（月・祝）午前10
時〜午後５時（入場は４時半まで）l西日本総合展示場 新館（北九州市小倉北
区浅野三丁目）i北九州観光コンベンション協会a093-511-4422f093-541-
5928y高校生以上1,200円（1,000円）、３歳〜中学生700円（500円）、２歳以下無
料 ※かっこ内は前売り。チケットぴあ、ローソンチケットなどで販売中。

ハートメディア～みんなはばたいて～

　映画「夜明け前 呉秀三と無名の精神障害者の100年」を来年２月８日㈮午後７
時、９日㈯午前10時、午後１時半、３時半から上映します（各１時間15分。開始30分前
から受け付け。各先着50人）。２月９日㈯は障がい者の絵画などの作品展示（午前９
時〜午後４時）や障がい者による歌・演奏のコンサート（午前11時半〜午後０時半）、
障がい福祉事業所によるバザー（正午〜午後３時）なども行います。詳細は問い合
わせを。lなみきスクエア（東区千早四丁目）i市精神保健福祉センターa737-
8825f737-8827y入場無料e不要。移動等に介助が必要な人は事前連絡を。

催 し

12/

23
●●日・祝

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。

12/

25
●火

2老人福祉センター長生園　
長生園オレンジカフェ

　認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気で話や相談ができ
ます。d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-0903 
f641-0907tおおむね50歳以上c30人（先着）y無料e電話かファク
ス、来所で12月15日以降に同園へ。

12/

26
●水

3ボートレース福岡　古布で作るアレンジしめ飾り

d午後１時〜２時半lボートレース福岡（中央区那の津一丁目）iアノ
ンセa771-3166f771-3344t20歳以上の女性c20人（抽選）y無料

（入場料別）eはがき（〒810-0041中央区大名２-３-３-903）かファクスに
応募事項とファクスの場合はファクス番号も書いて12月20日（必着）ま
でに問い合わせ先へ。当選者のみ12月23日までに通知。

2019
1/

4
●金
他

2福岡城 舞
まいゆう

遊の館　2019年の正月は着物で

　着物レンタル・着付けのセットプランです。着付けに必要な物はそ
ろっています（着物の返却は当日または翌日の午後３時まで）。詳細は
問い合わせを。d来年１月４日㈮、５日㈯、６日㈰午前９時〜午後３時の
間に着付けli福岡城 舞遊の館（中央区城内 三の丸スクエア内）
a707-3191f707-3193c各５組（先着）y１人2,500円e電話で同施設
へ。

1/

12
●土

2楽水園　落語（初笑い寄席）

　内浜落語会の粗忽家（そこつや）一門が出演。d午後１時〜２時li

同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c30人（先着）y1,000円（抹茶
サービス付き）e電話で12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/
※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
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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   　● 小中高生は学年

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。

夜間･休日･年末年始急患診療 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。
　※12月31日㈪〜来年１月３日㈭は、日・祝日と同じ体制で診
療を行います。

●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。
　※12月31日㈪〜来年１月３日㈭は、東区・南区・西区のみ（午
前９時〜午後11時半）。

●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。
　※12月29日㈯〜来年１月３日㈭は、日・祝日と同様。

●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。
　※12月31日㈪〜来年１月３日㈭も同様。

●外科当番医（12月後半の日・祝日、年末年始）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
　※12月31日㈪〜来年１月３日㈭はいずれも午前９時〜翌朝
９時に診療を行います。
12月16日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26） a641-1100
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40） a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25） a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17） a565-3531
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35） a821-4731
白十字病院（西区石丸三丁目２-１） a891-2511
12月23日（日・祝）
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
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
昭和病院（西区徳永大町911-１） a807-8811
12月24日（月・休）
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
秋本病院（中央区警固一丁目８-３） a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15） a558-0081
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８） a881-1331
12月30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
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36） a861-2780
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12） a883-2525
12月31日㈪
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40） a681-3115
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
来年１月１日（火・祝）
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
１月２日㈬
秋本病院（中央区警固一丁目８-３） a771-6361
木村病院（博多区千代二丁目13-19） a641-1966
昭和病院（西区徳永大町911-１） a807-8811
１月３日㈭
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27） a632-3333
原三信病院（博多区大博町１-８） a291-3434
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35） a821-4731



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（いずれも来年） 費用

プラハ国立劇場オペラ「フィガロ
の結婚」 ※全４幕。イタリア語上
演・日本語字幕付き

１／15㈫18：30〜
ＧＳ席１万9,000円、Ｓ席１万
7,000円、Ａ席１万5,000
円、Ｂ席１万3,000円（学生
券6,500円）

アクロス・ランチタイムコンサート
「和楽器の競演〜女性和楽器ア
ンサンブル 才色兼美〜」

１／16㈬12：00〜 1,000円

催 し

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

　④は希望の部のみの受講可（ただし全て受講した場合と同料金）。l①集合は
承天寺（博多区博多駅前一丁目）②天神酒場ミルキーウェイ（中央区今泉二丁
目）③集合は１月29日＝中央市民センター（中央区赤坂二丁目）、２月５日＝地行バ
ス停前④あすみん（中央区今泉一丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務局
a401-3456f739-6081c①20人②30人③40人④各20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15日以降に同事務局へ。

内容 日時（いずれも来年） 費用
①英語でガイド〜英語で福岡を案内する為

（ため）の街歩き 承天寺／謝国明の墓（大
楠様）編〜

１／20㈰10：00〜12：00 500円

②博多きらめきシアター〜60年代サウンド
で踊って 恋して〜（60年代の音楽で踊って楽
しみます）

１／26㈯16：00〜18：00
2,000円（２ド
リンク、おつ
まみ付き）

③幕末歴史とまち歩き〜金子堅太郎・栗野
慎一郎・團琢磨についての講座とゆかりの地
めぐり〜（１回目は講義、２回目はまち歩き）

１／29㈫、２／５㈫10：
00〜12：00（連続講座） 1,000円

④mif（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＝楽しい褒め方の極意 ▽３部＝私
らしさが伝わる自己紹介を作ろう

１／31㈭
１部＝12：30〜14：00
２部＝14：30〜15：30
３部＝16：00〜17：30

1,000円

講座・教室
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●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12月15日以降に同ゴルフ場へ。

1/

12
●土

2シンポジウム 都市・古都・市民～文化財を地域力へ～

　市の文化財を地域の活力や魅力につなげていくための方策を考え
ます。市博物館館長の有馬学による基調講演やパネルディスカッショ
ン、市民グループの活動報告を実施。d午後１時半〜５時（開場は１時）
l市博物館１階（早良区百道浜三丁目）i文化財活用課a711-4982 
f733-5537c240人（先着）y無料e不要

1/

12
●土

2鮮魚市場　①市民感謝デー②こどもおさかな料理教室

　①新鮮な魚介類を販売します。②アジの海鮮恵方巻きを作ります。
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同市場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）、参加者
全員の氏名（子どもの名前の横に学年）を書いて12月26日午後４時半
までに同市場へ。当選者のみ通知。

1/

12
●土
他

3市民体育館　サタデーナイトレ

　体幹トレーニングを中心に行います。負荷が大きいため、トレーニン
グに慣れている人向けです。d来年１月12日〜３月16日の土曜日午後
７時半〜８時半（連続講座）li同体育館（博多区東公園）a641-9135 
f641-9139t18歳以上c20人（抽選）y6,000円eはがき（〒812-0045
博多区東公園８-２）かファクス、来所で12月15日〜27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。

1/

16
●水
他

2博多ガイドの会「キニナル中洲」あったかごはんに明
めんたいこ

太子

　まち歩きの後、中洲発祥の明太子の試食会を行います。d来年１月
16日㈬、19日㈯午後１時半〜３時半l集合は博多座前（博多区下川端
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）y1,300円（お土産付き）e電話で
12月17日午前９時以降に同課へ。

1/

18
●金

4南区難病講演会
強皮症・皮膚筋炎および多発性筋炎について

　講師は九州医療センター膠原（こうげん）病内科医長の末松栄一
氏。d午後２時〜４時l南区保健福祉センター（南区塩原三丁目）i南
区健康課a559-5116f541-9914t患者と家族c60人（先着）y無料e

電話かファクスで12月17日以降に同課へ。

1/

19
●土

4ココロンセミナー
認知症介護 苦から楽への道のり

　認知症の人と家族の会福岡県支部世話人の久野寛氏による講演。
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ファクスかメール

（m jinkenkeihatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp）、来所で12月15日以降に
同センターへ。

1/

19
●土
他

3障がい者バレーボール教室

d来年１月19日㈯、２月23日㈯午後１時〜３時（連続講座）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a781-0561 
f781-0565t市内に住むか通勤・通学する中学生以上の障がい者（聴
覚・知的・精神）c30人（抽選）y500円eホームページに掲載、または
さん・さんプラザ、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、メール、持参で12月25日（必着）までに同協会へ。ファクス・
メールの場合は送付後に電話連絡が必要。

1/

20
●日

2息子・娘の婚活、妊活を応援したい～今どきの婚活と親
が知っておくべき不妊治療の現状～

　福岡山王病院の医師・宮原明子氏の講演や市不妊専門相談セン
ターが行うサポートの紹介など。d午前10時〜午後０時半lアクロス
福岡６階（中央区天神一丁目）i同センターa080-3986-8872m f_funin 
@ybb.ne.jpc60人（先着）y無料e電話で12月17日以降に同センター
へ。

1/

22
●火
他

3早良障がい者フレンドホーム　
はじめてのパソコン教室～デジカメ・スマホ～

　撮影した写真の保存や整理の方法を学びます。d来年１月22日〜２
月12日の火曜日午前10時〜正午（連続講座）li同ホーム（早良区百
道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に住む肢体・内部障がいの
ある18歳以上c６人（抽選）y無料e電話かファクス、メール（m y.ooba 
01＠fc-jigyoudan.org）、来所で12月15日〜22日に同ホームへ。

1/

23
●水

3友泉亭公園　庭木の剪
せんてい

定教室

　松の木の剪定方法を学びます。園内で実技も行います。d午前10
時〜正午li同公園（城南区友泉亭）af711-0415c10人（先着）y

無料（入園料別）e電話で12月15日以降に同公園へ。

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/

催し 講座
教室

福岡市政だより
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唐津街道箱崎宿の「町家空間写真とＡＩ技術映像」のコラボ展

　箱崎宿周辺（東区箱崎・馬出）の一般に公開されていない町家などの内部を撮
影した写真パネルを展示。明治や戦前のモノクロ写真をカラー化した映像の投映
もあり。各日先着20人に筥崎宮花庭園の入園券を進呈（高校生以下は除く）。また、
期間中の土・日曜日は箱崎の町の成り立ちや博多町家の魅力などについての講
演も実施（午後２時〜３時。各日先着30人）。詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d▷前期＝来年１月19日㈯〜29日㈫▷後期＝１月31日㈭〜２月11日

（月・祝）午前10時〜午後４時 ※前期と後期で展示物を入れ替えli国登録有形
文化財「箱嶋家住宅」（東区馬出二丁目）a090-5043-2107f651-1062y300円（前
期来場者は後期の入場料100円引き）、高校生以下無料 e不要。講演への参加
は電話かファクスで12月15日以降に問い合わせ先へ。

催 し

介護実習普及センター

li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y無料e電話かファ
クス、来所で来年１月４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（いずれも来年） 定員（先着）
入浴用具の活用と足浴 ２／２㈯11:00〜13:00 15人
すぐに役立つ介護講座 ２／５㈫10:00〜16:00 25人
認知症を理解しよう ２／６㈬13：30〜15:30 50人
介護ベッドを正しく使おう ２／７㈭10:00〜12:00 20人
認知症･こんなときはどうするの ２／13㈬13:30〜15:30 50人
ベッドの上でらくらく移動 ２／14㈭10:00〜12:00 20人
家庭でできるフットケア ２／15㈮14:00〜16:00 40人
心地よい排泄（はいせつ）のために ２／16㈯11:00〜13:00 15人
おいしく楽しく食事の介助 ２／18㈪13:30〜15:30 30人
認知症の人の生活を支える ２／20㈬13:30〜15:30 50人
お互いの負担を軽くするリフト移乗 ２／21㈭10:00〜12:00 20人
上手なストレスケア ２／26㈫14:00〜16：00 30人
地域で支える認知症／認知症サポーター
とは／認知症サポーターにできること ２／27㈬13:30〜15:30 50人

安全な入浴の工夫 ２／28㈭10:00〜12：00 20人

講座・教室

さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）
ボッチャフェスタ

　「ボッチャ」は障がい者向けに考案された球技です。①レクボッチャ大会（３対３
の団体戦）②パラボッチャ大会（クラス別個人戦）。詳細は問い合わせを。d来年
２月①９日㈯、10日㈰午前９時〜午後５時②11日（月・祝）午前９時〜午後６時li同
プラザ（南区清水一丁目）a511-1132f552-3447t①障がい児・者で構成された
チーム（１チーム３〜６人。市内に住むか通勤・通学する、健常者のチームまたは障
がい児・者と健常者の混成チームも可）②12歳以上の肢体不自由児･者c①各48
チーム②各クラス８人（いずれも先着）y①１チーム1,200円②1,000円e①はがき

（〒815-0031南区清水１-17-15）かファクスに参加者全員の応募事項を書いて12月
15日以降に同プラザへ。②電話かファクスに応募事項と参加クラスを書いて12
月15日以降に同プラザへ。いずれも来所でも受け付け可。はがき・ファクスの場
合は送付後に電話連絡が必要。

催 し

市テニス協会　①初心者テニス教室②テニス大会団体戦

　詳細はホームページで確認を。d来年①１月20日㈰午前９時〜11時② ▽一般
の部（Aクラス・Bクラス）＝２月23日㈯ ▽ベテランの部（50歳以上・60歳以上）＝２
月24日㈰午前９時からl博多の森テニス競技場（博多区東平尾公園二丁目）i

同協会a735-7615（月・水・金曜日午前10時〜午後４時）f735-7616t①18歳以
上②市内または近郊に住むか通勤する人、市内のテニスクラブに所属する人（学
生を除く）c①25人（抽選）② ▽Aクラス＝６チーム、Bクラス＝30チーム ▽50歳以
上＝20チーム、60歳以上＝12チーム（いずれも先着。１チーム６人）y①1,000円②
１チーム１万5,000円e①往復はがき（〒810-0022中央区薬院２-14-26東洋薬院ビ
ル５階）で来年１月９日（必着）までに同協会へ。②メール（m mtakenaka0423@kuc. 
biglobe.ne.jp）に代表者の応募事項（ファクス番号、メールアドレスも記入）と参加
者全員の氏名・性別・団体に加盟している人は団体名（ベテランの部は生年月日
も記入）、チーム名（10文字以内）、出場部門を書いて12月15日〜来年１月23日に
同協会へ。

催 し

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。d祝休日を除く月曜日午前10時〜11時半 ※来年１月は７日㈪、21日㈪、
28日㈪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。

講座・教室

1/

27
●日

3アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　凧
たこ

作り教室

d午後１時半〜３時li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980 
f661-8020t小学生以下（小学３年生以下は保護者同伴）c30人（先
着）y無料（入館料別）e電話で12月27日以降に同公園へ。

1/

27
●日
他

3西障がい者フレンドホーム　
パソコン講座「インターネットの基礎を学ぼう」

d来年１月27日〜３月３日の日曜日午前10時〜正午（連続講座）li

同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037t市内に住む簡単
なキーボード操作が可能な障がいのある人c５人（抽選）y無料e電
話かはがき（〒819-0005西区内浜１-５-54）、ファクス、来所で12月15日〜
来年１月15日（必着）に同ホームへ。

1/

29
●火
他

2福岡ダンスフリンジフェスティバル「ダンスの発火点」

　国内外で活躍する振付家やダンサーによるダンス上演。未就学児
入場不可。詳細は問い合わせを。d①来年１月29日㈫午後７時〜８時
半、１月30日㈬〜２月２日㈯午後７時20分〜８時40分、２月３日㈰午後５
時半〜７時②２月３日㈰午後２時半〜４時半 ※他、関連企画もあり
l①ぽんプラザホール（博多区祇園町）②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コデックスa080-
5259-2577f263-6259c各回100人（先着）y全席自由 一般3,000円（当
日は500円増し）、フリーパス（前売りのみ）＝７公演１万5,000円、５公演１
万2,000円、３公演7,500円eホームページで受け付けます。ローソンチ
ケットでも販売。 ※フリーパスはホームページのみ

1/

31
●木
他

3プロ直伝 野菜が主役の家庭料理（①和食②洋食③中華）

　講師は、①浮羽別館新紫陽 料理長の小西登氏②タカクラホテル福
岡 総料理長の高橋毅氏③中国菜館福新楼 料理顧問の王和雄氏。
d①来年１月31日㈭②２月14日㈭③２月27日㈬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a711-4374 
f733-5535t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）を書いて来年１月17日（必着）
までに同課（〒810-8620中央区天神１-８-１）へ。複数応募可、開催日ごと
に１人１通。

2/

16
●土
他

2せふりチャレンジクラブ～野生どうぶつ探検隊～

　１日目は海の中道青少年海の家（東区西戸崎）に宿泊し、ゲームなど
を通して動物の暮らしを学びます。２日目は背振少年自然の家（早良区
板屋）周辺の自然の中で野生動物の足跡などを探します=写真。集合
は海の中道青少年海の家または市役所。d来年２月16日㈯午後３時〜
17日㈰午後３時（１泊２日） ※市役所発着の送迎バス利用者は16日午
後２時集合、17日午後４時解散i背振少年自然の家a804-6771f804-
6772t小学４年〜中学生c30人（抽選）y5,000円eはがき（〒811-1113
早良区板屋530）かファクス、メール（m mail-
inquiry@sefuri.fukuoka-shizennoie.jp)に応募
事項と性別、保護者氏名と携帯電話番号、送迎
バス利用の有無を書いて、来年１月15日（必着）
までに背振少年自然の家へ。１人１通。ホーム
ページでも受け付けます。

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  　　　　　●小中高生は学年

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



医師・歯科医師・薬剤師および医
療従事者は届出票の提出を

　対象者は平成30年12月31日現在の
年齢、業務の種別、従事場所、診療科
名などを届け出る必要があります。来
年１月15日までに各区保健福祉セン
ター健康課に届出票を提出してくだ
さい。i各区同課t医師・歯科医師・薬
剤師の全有資格者、保健師・助産師・
看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科
技工士の業務従事者

福岡タワーの休館
　来年１月４日㈮から31日㈭まで同施
設（早良区百道浜二丁目）を休館し、２
月１日㈮にリニューアルオープンしま
す。 ※休館期間中はライトアップの
み実施i福岡タワーa823-0234f 

822-4656
テキストデイジー製作ボランティ
アを募集

　パソコンで図書などの資料を文字
にしたものを編集し、視覚障がい者の
ための電子書籍を製作します。 ※養
成講座（来年２月〜３月の午後で全５回
で実施）への参加が必要。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせを。
li点字図書館（早良区百道浜三丁
目）a852-0555f852-0556tパソコン
を持ち、基本的な操作・検索ができる
人eはがき（〒814-0001早良区百道浜
３-７-１）に応募事項と職業、志望動機を
書いて来年１月８日（消印有効）までに
同図書館へ。来所でも受け付けます。
来年１月19日㈯に面接選考あり。
ＦＦＡＣステップアップ助成プログ
ラム申請者を募集

　市内で文化芸術活動を行う個人・
団体がステップアップを図る活動や
市民に文化芸術の鑑賞の機会を提供
する活動、またはそれを支援する活動
を対象に助成します。対象期間は来年
４月１日〜2020年２月29日。詳細は問
い合わせを。 ※説明会を12月25日㈫

に実施、参加希望者は12月21日までに
電話かメール（m ffac-02@ffac.or.jp）
で申し込みが必要。【募集案内・申込書
の配布】12月14日から市文化芸術振
興財団（博多区中洲中島町）、情報プラ
ザ（市役所１階）などで。ホームページ
にも掲載【申込期間】来年１月21日まで
i同財団a263-6265f263-6259

市民芸術祭参加行事を募集
　来年10月１日㈫〜12月31日㈫に市
内の会場で公開される文化芸術行事
を募集。【募集案内・申込書の配布】市
文化芸術振興財団（博多区中洲中島
町）、情報プラザ（市役所１階）などで。
ホームページにも掲載【申込期間】来年
１月31日（必着）までi同財団a263-6265 
f263-6259

市消費生活審議会の委員を募集
　消費生活に関する重要事項につい
て調査・審議し、市長に意見を述べる
ことなどを役割とする同会の委員を１
人公募します（審議会委員の総数は
15人以内）。【任期】来年４月１日〜
2021年３月31日【資格】市内に住む20
歳以上（来年４月１日現在）で、平日日
中の会議に出席できる人（国･地方公
共団体の議員･職員を除く）【募集案
内・申込書の配布】12月17日から市消
費生活センター（中央区舞鶴二丁
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】来年１月
31日（消印有効）までi同センター
a712-2929f712-2765
平成31年度 市立小中学校入学説
明会

　入学予定の子どものいる世帯を対
象に各学校で来年１月中旬〜２月に実
施します。日程など詳細は12月10日以
降に市ホームページで確認するか入
学予定校に直接問い合わせを。i教育
支援課a711-4693f733-5780、または
市内の小中学校
個人市県民税 特別徴収税額通知書（特別
徴収義務者用）の電子データ（正本）を提供

　平成31年度課税分から提供を開始
します。従来の書面による税額通知書
に代えて、正本通知として電子データ

の受け取りを希望する場合は、ｅＬＴＡＸ
（エルタックス）で給与支払報告書を提

出する際に特別徴収税額通知書の受
取方法を「電子データ（正本）」と選択
し、通知先のメールアドレスを登録し
てください。i法人税務課a711-4211 
f733-5556 ※ｅＬＴＡＸに関する手続
き、特別徴収税額通知書の受取方法
の設定詳細については、地方税電子
化協議会（a0570-081459）へ問い合わ
せを。
JR沿線で鉄道近接工事を行う場
合は事前に相談を

　脱線事故や感電事故を避けるため、
線路の中心からおおむね８m以内で建
物の建設･解体、庭木や山林の伐採等、
線路に近接した作業を行う場合は、事
前に相談してください。作業内容や環
境条件、使用重機によっては８m以上離
れていても鉄道近接工事の対象とな
る場合があります。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。i九州
旅客鉄道博多保線区a642-1720f 

642-1721
福岡県特定最低賃金が改定され
ました

　詳細は問い合わせを。i福岡労働局
監督課賃金室a411-4578f411-4875

業種 １時間当たり
製鉄業、製鋼・製鋼圧延
業、鋼材製造業 950円

電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情
報通信機械器具製造業

905円

輸送用機械器具製造業 923円
百貨店、総合スーパー 867円
自動車（新車）小売業 915円
　※効力発生日は12月10日。
　※特定最低賃金に該当しない産
業は、福岡県最低賃金（１時間当たり
814円）が適用されます。

来年３月21日（木・祝）〜５月26日㈰に
市美術館で開催するイベントを募集

　同館の魅力向上および同館が所蔵
する作品の価値を伝えるイベントを募
集。詳細はホームページで確認を。【募
集案内・申込書の配布】12月15日から
情報プラザ（市役所1階）、各区情報コ 
ーナー、各出張所で。ホームページに
も掲載【申込期間】来年１月15日（必
着）までiリニューアル事業課a714-
6051f714-6145
平成30年度市技能功労者・技能優秀
者表彰および博多マイスター認定

　永年の功績をたたえ、次の皆さん
を11月27日に表彰、認定しました（敬
称略）。【市技能功労者】石畑芳孝、伊
藤久二、小栗一彦、熊本剛、堺英明、別
府壽信、松澤栄、安武太、米倉隆盛

【市技能優秀者】加來勝之、田中勇、
西村正美、山口貴志【博多マイスタ 

ー】齊藤雅彦、平田章裕。i地域産業
支援課a441-3303f441-3211
総合西市民プールのメインプール

（50m）使用を一時休止
　12月22日㈯から26日㈬まで、県強
化指定選手合宿開催のため、使用を
休止します。サブプール・トレーニング
室は使用できます。i同プールa885-
0124f885-6016

英語やイタリア語を学びたい人へ
　次の各協会では、英語とイタリア語
の教室を開催しています（有料）。詳細
は問い合わせを。i▷英語＝福岡日英
協 会a476-2155f476-2634▷イタリ
ア語＝福 岡日伊 協 会a476-2153f 

476-2634

育児休業代替任期付職員（学校栄
養職員）を募集

　学校や給食センターなどで給食の
栄養管理等に従事。【資格】申し込み
時点で栄養士の資格を有する人【募
集案内・申込書の配布】教職員第１課

（市役所11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【申込期間】来
年１月９日（消印有効）までi同課a 

711-4612f733-5536
スポーツ推進部嘱託員（事務・通
訳等）を募集

　スポーツ事業に関する事務、資料
作成・整理や、英語での通訳・翻訳業
務などに従事。【資格】実用英語技能
検定１級またはTOEIC900点以上（同等
の資格も可）。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・申込書の配布】ス
ポーツ事業課（市役所７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【申
込期間】来年１月31日（消印有効）まで
i同課a711-4657f733-5595
市立急患診療センター看護師を
募集

　募集案内はホームページに掲載。
【資格】土日祝日に月３回以上出勤で
きる看護師または准看護師。他要件
あり【勤務場所】同センター（早良区
百道浜一丁目）、東・博多・南・城南・西
区の急患診療所（各区保健福祉セン
ター内）【申込期間】来年１月31日まで
i同センターa847-1099（平日午前９
時〜午後５時）f847-1096

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。

お知らせ

市有財産の一般競争入札

　詳細は問い合わせを。【説明書の配布】来年１月16日まで財産管理課（市役所10
階）で午前10時〜午後５時に配布【参加申請】１月８日〜16日の午前10時〜午後５
時（正午〜午後１時を除く）に同課へ【入札保証金】入札金額の100分の５以上【入
札日】１月30日㈬i同課a711-4176f711-4833

所在地 地目 実測面積 予定価格
博多区博多駅前三丁目215番１外１筆 宅地外 594.11平方㍍ ４億6,282万円
博多区諸岡一丁目１番142 宅地 194.22平方㍍ 1,665万円
中央区荒戸一丁目128番 宅地 370.69平方㍍ 1億6,000万円
早良区東入部二丁目346番２ 宅地 1,179.08平方㍍ 2,453万円
西区下山門三丁目460番１ 公園 1,050.98平方㍍ 7,914万円

しごとお知
らせ

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/
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かファクスで来年１月25日（必着）まで
に同連合会へ。

福岡地区職業訓練協会の講習
　▷パソコン「イラストレーター」講習▷

「フォトショップエレメンツ」講習▷「エ
クセル中級データベースと実務関数」
講習▷「パワーポイント２日でマス
ター」講習▷ガス溶接技能講習—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

福岡女性起業塾
　起業について基礎から学びます。起
業後も、経営課題等の相談など継続
的に支援を受けられます。d来年２月
２日㈯、３日㈰、９日㈯、10日㈰午前10時
〜午後５時（連続講座）l福岡商工会
議所（博多区博多駅前二丁目）i同会
議所経営支援グループa441-1146 
f482-1523t起業を目指す女性、起業
後間もない女性c20人（抽選）y6,000
円eホームページで来年１月16日ま
で受け付けます。

さわら起業塾
　起業前の心構えや起業に関する手
続きなどについて学びます。d来年１
月21日〜２月４日の月曜日午後６時半
〜９時半（連続講座）li早良商工会

（早良区東入部二丁目）a804-2219f 

804-4455t市内に住むか通勤する18
歳以上の起業予定者（起業を検討し
ている人も可）c20人（先着）y無料
e電話かファクスで12月17日以降に
同会へ。

ひきこもり相談
　臨床心理士や社会福祉士などが、
電話や面接で相談に応じます。d平
日午前10時〜午後５時 ※12月31日㈪
〜来年１月３日㈭は休み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）a716-3344f716-3394t市内に
住むおおむね20歳以上の引きこもり
本人や家族などy無料e面接による
相談は電話で同ルームに予約を。

精神保健福祉センター 専門相談
　次の相談はいずれも無料。【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a737-8829 
d①火・木曜日②第１・３水曜日（いずれ
も祝休日および来年１月２日、３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

相 談

10時〜午後１時。 ※祝休日および来年
１月３日を除く）で事前予約が必要。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）a737-8825 
f737-8827
市民相談室 ①法律相談②司法書
士相談

　①弁護士による法律相談②司法書
士による相談を市民相談室（②は区役
所のみ）で午後１時〜４時に実施してい
ます（１人①25分②30分）。t市内に住
むか通勤・通学する人 ※①は、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c①各７人②各６人

（いずれも先着）y無料e①電話で希
望日の１週間前（祝休日の場合は翌開
庁日）以降の午前９時〜午後５時に各
問い合わせ先へ。②事前に電話か来
所で各問い合わせ先へ。
場所・問い
合わせ先

相談の実施曜日
①法律 ②司法書士

市役所
a711-4019
f733-5580

月〜水 ―

東区役所
a645-1011
f651-5097

木 　第１金※

博多区役所
a419-1013
f452-6735

水 第２木

中央区役所
a718-1014
f714-2141

金 　第１木※

南区役所
a559-5010
f562-3824

火 第３木

城南区役所
a833-4010
f844-1204

金 第４水

早良区役所
a833-4308
f846-2864

月 第３火

西区役所
a895-7008
f885-0467

木 第４月

　※②の来年１月３日㈭は10日㈭に、
４日㈮は11日㈮に振り替え。

公証相談
　公正証書（相続、遺言、離婚、任意後
見など）に関する相談に応じます。d

第２・４金曜日午後１時〜４時（１人30
分）li市民相談室（市役所２階）a 

711-4019f733-5580t市内に住むか
通勤・通学する人y無料e相談日前日

（祝日の場合は
直前の開庁日）
までに電話か
来所で同相談
室に予約を。

福岡高等技術専門校 来年４月入
校生を募集

　募集科目は情報処理、自動車、機
械、建築、電気、溶接、空調設備、印刷、
アパレル。詳細はホームページで確認
するか問い合わせを。li同校（東区
千早四丁目）a681-0261f681-0263t

求職者（来年３月卒業者も可）y無料
（テキスト代など別）e来年１月４日〜
２月13日に住所地のハローワーク（公
共職業安定所）へ。

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。d来年１月29日㈫午
後１時〜３時半lふくふくプラザ（中
央区荒戸三丁目）i指導監査課a 

711-4262f733-5718t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n

６カ月〜小学３年生（無料。来年１月15日
までに要予約）e電話か郵送（〒810-
8620住所不要）、ファクス、メール（m 
hoiku-kyujin-kyushoku@city.fukuoka.
lg.jp）に応募事項と生年月日、託児希
望者は子どもの氏名・年齢（月齢）を
書いて12月15日以降に同課へ。

家庭相談員（嘱託員）を募集
　各区保健福祉センターで、児童の
養育などの相談、一人親家庭などの
自立支援、DV（ドメスティックバイオレ
ンス）被害などの女性からの相談等
の業務に従事。【資格】次のいずれか
に該当する人 ▽医師の有資格者 ▽社
会福祉主事として２年以上児童福祉
事業に従事 ▽ 専門の相談機関で児
童・婦人・一人親家庭等相談業務のい
ずれかに２年以上従事 ▽４年制大学
で、児童福祉、社会福祉、児童学、心理
学、教育学もしくは社会学を専修する
学科（相当する課程も可）を修了【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17
日から情報プラザ（市役所１階）、各区
情報コーナー、各出張所で【申込期
間】来年１月16日（消印有効）までiこ
ども家庭課a711-4238f733-5534
国際部嘱託員 国際渉外担当員

（英語）を募集
　通訳・翻訳業務および福岡アジア
文化賞事業等に関する折衝や連絡調
整、海外情報の調査などに従事。【資
格】次の全てを満たす人。他要件あ
り。 ▽通訳の実務経験３年以上 ▽実用
英語技能検定１級またはTOEIC900点
以上（同等の資格も可） ※日本語を
母国語としない場合は日本語能力検
定１級（同等の資格も可）も必要【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】12月10日から情報プラザ（市役所
１階）、各区情報コーナー、各出張所な
どで。市ホームページなどにも掲載

【申込期間】来年１月14日（消印有効）
までiアジ ア 連 携 課a711-4930f 

735-4130
育児休業代替任期付職員（保健
師）候補名簿登載者を募集

　各区保健福祉センター等で育児休
業中の保健師の業務に代替で従事。

【資格】申し込み時点で保健師の資格
を有する人【募集案内・申込書の配布】
健康増進課（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】来年１月31日（消印有効）
までi健康増進課a711-4269f733- 
5535

母子父子寡婦福祉資金貸付業務
の嘱託員を募集

　▷貸付金申請者および受給者に関
する各種調査、手続き事務など▷償還
滞納者に対する納付督促など—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17日から情報プラザ（市役所１階）、
各区情報コーナー、各出張所で【申込
期間】来年１月16日（必着）までiこど
も家庭課a711-4238f733-5534
南区特定保健指導員（保健師）を
募集

　南区保健福祉センター健康課（南
区塩原三丁目）で特定健診等に伴う
保健指導・特定保健指導、事務処理な
どに従事。【資格】保健師の有資格者

【任用期間】来年２月１日〜３月31日
（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】各区保健福祉センター健康課で。
市ホームページにも掲載【申込期間】
12月28日（必着）までi南区健康課a 

559-5116f541-9914
「福岡で働くこと」を考える学生向
けセミナー

　就職活動中の過ごし方や選択の決
め手、実際に福岡で働き、感じている
ことなどを若手社会人が話します。d

来年１月19日㈯午後２時〜５時l福岡
商工会議所（博多区博多駅前二丁目）
i福岡中小企業経営者協会a753-
8877f753-8870t県内に住むか通学
する大学生・短大生c40人（抽選）y

無料e電話で来年１月16日までに同
協会へ。ホームページでも受け付け
ます。
高齢者活躍人材育成事業「介護施
設調理補助」技能講習会

　食材管理や食中毒の予防などにつ
いて学びます。d来年２月６日㈬〜８
日㈮午前10時〜午後４時（連続講座）
l電気ビル（中央区渡辺通二丁目）i

県シルバー人材センター連合会a 

292-1857f623-5677t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
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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  　　　　　●小中高生は学年

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



寒中釣り大会
　重量賞・大物賞の上位者には「唐泊恵
比須（からとまりえびす）かき」などの賞
品あり。d来年１月20日㈰午前９時〜午
後１時t２人以上のグループ（小中学生
のみの参加は不可）c60人（抽選）y無
料（釣り台利用料別。釣り道具、餌のレン
タル希望者は別途料金が必要）e往復
はがきかファクスに代表者の応募事項
と参加人数（大人・中学生以下それぞれ
の人数）を書いて来年１月11日（必着）ま
でに同公園へ。ホームページでも受け
付けます。

来年１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y①2,800円②③
⑦⑨⑩無料（②⑩は部品代別）④100円
⑤⑥500円⑧200円e①③〜⑥⑧往復は
がきかファクスで①③12月25日④⑤⑥
⑧各開催日の10日前（必着）までに同施
設へ。①③⑥はホームページでも受け
付け。②⑦⑨⑩電話かファクスで来年１
月４日以降に同施設へ。
内容・日時（いずれも来年） 定員

①DIY木工講座 赤ちゃんの箱椅子
１／５㈯、12㈯12:30〜16:30（連続講
座） 

８人
（抽選）

②傘の修理　
１／９㈬、13㈰10:00〜13:00

各６人
（先着）

③包丁研ぎ講座　
１／10㈭10：00〜12：00

５人
（抽選）

④リサイクルせっけん作り　
１／16㈬10:00〜12:00

10人
（抽選）

⑤卓上機で裂き織り　
１／17㈭10:00〜13:00

10人
（抽選）

⑥エコクッキング（ロシア料理のキ
ノコのつぼ焼きなど）　
１／20㈰10：00〜13：00

10人
（抽選）

⑦菜園相談会（生ごみリサイクル）
１／20㈰10:00〜12:00

10人
（先着）

⑧古布でぞうり作り　
１／22㈫10：00〜13：00

10人
（抽選）

⑨木製のまな板削り　
１／24㈭、26㈯10:00〜16:00

各12人
（先着）

⑩おもちゃの病院　
１／27㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

③着物でもんぺ風パンツ作り　
１／10〜24の木曜日13:00〜16:00（連
続講座）

15人
（抽選）

④ハーブ入りリサイクルせっけん作
り　水曜日10:30〜11:30

各10人
（先着）

⑤牛乳パックで紙すき体験　
毎日10:30〜15:00の30分程度 ―

⑥つまみ細工の花飾り　
毎日10:30〜15:00の30分程度 ―

来年１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y①1,500円②800
円③500円④⑤⑥無料e①②③はがき
かファクス、来所で12月21日（必着）まで
に同施設へ。当選者のみ通知。④電話か
ファクス、来所で希望日の３日前までに
同施設へ。⑤⑥は随時受け付け。
内容・日時（いずれも来年） 定員

①パッチワーク教室　
１／８〜３／26の原則火曜日13:00〜
16:00（連続講座）

12人
（抽選）

②衣類のリフォーム教室　
１／９〜２／27の原則水曜日13:00〜
16:00（連続講座）

10人
（抽選）

プロドッグトレーナーに学ぶ	パピー
のためのしつけ方教室
　６カ月齢以下の犬との信頼関係の築
き方や飼い主の心得などを学びます=
写真。d来年１月21日㈪午後２時〜４時
t市内に住む飼い主と飼い犬c６組（先
着。１組２人、１匹まで）y無料e電話で
12月17日午前８時半以降に同相談室へ。

STARRY NIGHT JAM（スターリーナイトジャ
ム）坂本美雨＋haruka nakamuraスペシャ
ルライブ 輝く星空と心に響く歌声を
d来年２月16日㈯午後５時〜６時、７時半〜
８時半c各220人（先着）y全席指定ＳＳ
席5,000円、Ｓ席4,500円、Ａ席4,000円e 

12月19日午後４時以降にホームページ
で受け付け（１人５枚まで）。

　※いずれも中学生以下は保護者同
伴。申し込みは往復はがきで①12月28
日②来年１月４日（必着）までに同施設
へ。ホームページでも受け付けます。
　※当日臨時バスは運行しません。
①油山で登り初め登山
　ボランティアと一緒に油山山頂（597ｍ）
を目指します。d来年１月19日㈯午前10
時半〜午後２時半c50人（抽選）y200円
②森でバードウオッチング〜エナガを
探そう〜
　双眼鏡の無料貸し出しあり（数量限
定）。d来年１月27日㈰午前９時半〜午後
１時c40人（抽選）y200円

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）

　※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・来年１月の事業（一部抜粋）
　①は上履きを持参。会場は東体育館（東区香住ケ丘一丁目）。y①〜④無料⑤
100円c①〜④なし⑤20人（先着。１人１個）e①〜④不要⑤電話で来年１月４日以
降に同会館へ。

内容 日時 対象
①あいくるがやってくる（親子あそび） 12／19㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児
②ふれあいひろば（折り紙で遊びます） 12／23（日・祝）14:00〜15:00 幼児〜高校生
③あいくるのハッピーメリークリスマス（歌のス
テージイベントや工作など） 12／24（月・休）13：00〜15：30 幼児〜高校生

④あいくるのもちつき会 12／26㈬13：00〜16：00 幼児〜高校生
⑤おもちゃ病院 来年１／20㈰10：00〜14：00 幼児〜高校生

ふくおかどうぶつ相談室（家庭動物啓発センター）
〒819-0005 西区内浜一丁目４-22
a８９１-１２３１	f８９１-１２５９
o午前８時半〜午後５時 x土日祝日

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）

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

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）

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）

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）

　※いずれも入園料別。園芸講座の申
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12月15日〜各開催日の２週間前

（必着）に同園へ。ホームページでも受
け付けます。
新春植物展
　縁起の良い植物や干支（えと）にちな
んだ植物を紹介します=写真。d来年１
月２日㈬〜14日（月･祝）y無料

園芸講座〜冬のバラの手入れと管理〜
　せん定と管理についての実践講座。
講師は園芸家の桃﨑皓邦氏。d来年１
月24日㈭午後１時半〜３時半c50人（抽
選）y無料
園芸講座〜ハーブの効用〜
　うがい液、リップクリームなどを作り
ます。講師はハーブコーディネーターの
中原真澄氏。d来年２月１日㈮午後１時
半〜３時半c30人（抽選）y1,000円

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）
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パッチワーク教室の作品例
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　※以下の託児は６カ月〜小学３年生
（無料。各開催日の10日前までに要予約）。

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12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。
女性起業家のためのはじめてのお店づ
くりセミナー
　起業の準備や物件選びの基礎知識、
店舗デザイン、ロゴマークの作り方など
を専門家から学びます。受講後、希望者
のみ30分程度の交流会あり。d来年１月
19日㈯午後１時半〜４時半t女性c30人

（先着）y無料

女性が学ぶ法律講座「子どもがいる人
の離婚」
　子どもがいる場合の離婚の手続きや
法律について学びます。d来年２月５日
㈫午前10時〜正午t女性c40人（先着）
y無料

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） 
※図書整理・点検のため、来年１月15日㈫〜24日㈭は図書室を休室します。

過去の女性起業家向けセミナー

　※来年１月１日（火・祝）〜３日㈭は午前８
時から開館。コーンクリームスープの振
る舞い（各日先着200食）や、博多雑煮・
福袋の販売を行います。
　※次の展示の最終日は午後５時まで。
お正月企画「博多人形歌舞伎もの展〜
仮名手本忠臣蔵の世界〜」
　「仮名手本忠臣蔵」を題材にした作品
を展示。同時開催の干支（えと）コー
ナーでは、イノシシをテーマにした博多
人形、博多織などを展示・販売。d来年１
月１日（火・祝）〜８日㈫y入場無料
はかた伝統工芸館友の会展
　同会が選んだ博多織、博多人形など
の作品を展示・販売。d来年１月17日㈭
〜22日㈫y入場無料

いちご収穫体験
　来年１月・２月は１口２パック、３月・４月
は１口３パックのイチゴ=写真=を収穫
できます（１パック約280ｇ）d来年１月５
日〜４月28日の土・日曜日午前９時〜午
後４時y１口1,000円e希望日の予約を
直前の金曜日（初回は来年１月４日）午前
８時45分〜午後
５時15分に電話
で受け付けます

（先着順）。

今津リフレッシュ農園
〒819-0165 西区今津5685
a806-2565	f806-2570
o午前７時〜午後７時（４月〜９月）、
午前８時〜午後６時（10月〜３月）
x月曜（祝休日のときは翌平日）

はかた伝統工芸館
〒812-0026 博多区上川端町６-１
a409-545０	f409-5460
o午前10時〜午後６時（入館は閉館30分
前まで）x水曜（祝休日のときは翌平日） 正月開館

　福笑い=写真=や羽子板などの正月
遊び体験の他、展示棟入館者は開運く
じ引きもできます（景品がなくなり次第
終了）。干支（えと）人形などの販売もあ
り。d来年１月１日（火・祝）〜３日㈭午前10
時〜午後６時y入場無料（展示棟入館料
別）e不要

お正月に博多町家で謡と仕舞
　幼児〜高校生が謡初めと舞初めを行
います。d来年１月３日㈭午後１時〜１時
半y無料e不要
和－クショップ	はじめての博多水引つ
くり
　水引で小物を作ります。d来年１月19
日㈯午後1時半〜３時c10人（先着）y 

3,000円e電話で12月15日以降に同館へ。

「博多町家」ふるさと館
〒812-0039 博多区冷泉町６-１0　a281-7761 f281-7762
o午前10時〜午後６時（11月〜４月） ※入館は閉館30分前まで x第４月曜日（祝
休日のときは翌平日）

作
品
例

健康教室
l①②④⑤同センター③大濠公園（中
央区）t①〜④不問⑤18歳以上で運動
に支障のない人c①20人②各10人③な
し④24人⑤15人（いずれも先着）y①④
1,000円（食事付き）②無料③年会費2,000
円（参加体験は無
料）⑤１セット1,000
円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。

内容 日時（いずれも来年）
①１日糖尿病教室（食
事療法、運動療法）

２／９㈯
10:00〜15:00

②30歳代のヘルシース
クール（個別健康相談）

２／10㈰、24㈰
14：00〜16：00

③ニコニコペース健
康教室（ウオーキング）

２／16㈯
14:00〜16:00（毎月
第３土曜日開催）

④楽しくおいしく健康
料理教室

２／20㈬
10:00〜13:30

⑤やせナイト塾（生活
習慣改善教室）

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

　※同センターでは、１回500円でできる
運動教室（にこにこルーム）も開催していま
す。詳細はホームページで確認するか問い
合わせを。

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
の偶数年
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

休日＆ナイト健診（総合健診）
d来年①〜⑪１月６日㈰、８日㈫、13日
㈰、20日㈰、26日㈯、27日㈰午前９時〜
10時（８日は午後６時〜７時）⑫１月６日㈰
午前９時〜10時⑬１月27日㈰午前10時
〜正午 ※１月13日㈰、20日㈰、27日㈰は
⑦の検診を女性医師が行います。①②
⑥の健(検)診は全日程女性医師および
女性技師です。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。

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

やせナイト塾では、体
組成計を使って筋肉量
等の測定も行います▶︎

福岡市健康づくり
イメージキャラクター
よかろーもん

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

映像ホール・シネラ　来年１月上映ス
ケジュール
通常上映「名作洋画劇場」
５日㈯ 上海特急（11）、雨（２）

６日㈰ 一日だけの淑女（11）、暗黒街の顔役
（２）

９日㈬ 民衆の敵（11）、犯罪都市（２）
10日㈭ 可愛い配当（11）、無責任時代（２）
11日㈮ 雨（11）、上海特急（２）
12日㈯ 民衆の敵（11）、犯罪都市（２）
13日㈰ 無責任時代（11）、可愛い配当（２）
14日
(月・祝) 一日だけの淑女（11）、旅愁（２）

17日㈭ 暗黒街の顔役（２）
18日㈮ 禁じられた遊び（11）、どん底（２）

19日㈯ レーニンの三つの歌（11）、誓いの休
暇（２）

20日㈰ 戦艦ポチョムキン（11）、メキシコ万歳
（２）

23日㈬ 旅愁（２）

24日㈭ 誓いの休暇（11）、レーニンの三つの
歌（２）

25日㈮ メキシコ万歳（11）、戦艦ポチョムキン
（２）

26日㈯ どん底（11）、禁じられた遊び（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。

情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年12月15日 8施設の情報 年末年始の施設休館日は７面に掲載しています

●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  　　　　　●小中高生は学年

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



ジ	
ャ	
ン	
ル

施　　　設
12/26 27 28 29 30 31 1/1 2 3 4

水 木 金 土 日 月 火・祝 水 木 金

文	
化	
・
教	
養

赤煉瓦文化館（文学館） ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
アジア美術館 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
アミカス（男女共同参画推進センター） ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
板付遺跡弥生館、鴻臚館跡展示館 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
科学館 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
ココロンセンター（人権啓発センター） ※１ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
三の丸スクエア、福岡城むかし探訪館 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
総合図書館、各分館 ※２ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
はかた伝統工芸館 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡

「博多町家」ふるさと館 ㊡ ㊡ ㊡
博物館 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
埋蔵文化財センター ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡

子	
ど	
も	
・	
青	
少	
年

あいくる（中央児童会館） ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
油山自然観察センター ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
海の中道青少年海の家 ㊡ ㊡
えがお館（こども総合相談センター） ※３ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
背振少年自然の家 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡

レ	
ク	
リ	
エ	

ー 	
シ	
ョ	
ン

アイランドシティ中央公園内「ぐりんぐりん」 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
今宿野外活動センター ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
今津・立花寺緑地リフレッシュ農園 ※４ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
海づり公園 ※５ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
海の中道海浜公園 ㊡ ㊡
松風園、友泉亭公園、楽水園 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
動植物園 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
花畑園芸公園 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
もーもーらんど油山牧場 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡

ス	
ポ	

ー 	
ツ

九電記念体育館、市民体育館 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
クリーンパーク・西部運動施設 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
クリーンパーク・東部運動広場、蒲田いこいの広場 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
クリーンパーク・臨海運動広場 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター） ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
総合体育館 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡

保	
健	
・	
福	
祉

あいあいセンター（心身障がい福祉センター） ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
あにまるぽーと、ふくおかどうぶつ相談室 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
各障がい者フレンドホーム ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
各老人福祉センター ※６ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
健康づくりサポートセンター(ホールなどの利用) ※７ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
働く人の介護サポートセンター ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
ひとり親家庭支援センター ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
ふくふくプラザ、介護実習普及センター ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
不妊専門相談センター ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡

そ	
の	
他

あすみん（NPO・ボランティア交流センター） ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
各ボランティアセンター ※８ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
国際会館（情報カウンター） ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
自転車保管所 ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
市民防災センター ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
消費生活センター ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
情報プラザ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
証明サービスコーナー（天神、博多駅、千早） ※９ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡
西部・臨海３Ｒステーション（リサイクルプラザ） ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡

施　　　設
12/26 27 28 29 30 31 1/1 2 3 4

水 木 金 土 日 月 火・祝 水 木 金

主な市の施設の休み

　年末年始の市役所の休みは、12月29日㈯〜
１月３日㈭ですが、一部の業務を行います。
　※区役所・保健福祉センターの業務、ごみ・
し尿収集、水道に関する業務、市民センター・
区体育館の休みなどは15・16面の「区版」をご
覧ください。
　◆自己搬入ごみの事前受け付け・受け入れ
　１月１日(火・祝)〜３日㈭は受け付けおよび受け
入れを休みます。12月30日㈰までと１月４日㈮
からは午前８時半〜午後４時（臨海工場は午前
９時半〜午後３時半）に、12月31日㈪は午前８時
半〜午後３時（臨海工場は午前９時半〜午後３
時）に受け入れます。ie自己搬入ごみ事前受
付センターa433-8234hhttps://uketuke-kan 
kyo.city.fukuoka.lg.jp/eco/home.do
　◆市民相談室（市役所・各区役所）の法律相談
　弁護士による法律相談、司法書士による相談
は12月29日㈯から１月４日㈮まで休みます。i

市役所本庁舎市民相談室a711-4019f733- 
5580、各区市民相談室 ※司法書士相談は各区
役所のみ。
　◆市営地下鉄
　12月29日㈯〜１月３日㈭は土曜・休日ダイヤ。
12月31日㈪午後11時台から１月１日（火・祝）午前
３時台まで年越し臨時列車を40本運行します。
時刻表案内チラシは各駅で配布。iお客様
サービスセンターa734-7800f734-7801
　◆市営渡船
　12月31日㈪〜１月３日㈭はダイヤを変更（一
部運休あり）。詳細は問い合わせを。i志賀島・
玄界島航路a291-1084f281-5329、能古・小呂
島航路a881-8709f891-5201
　◆ボートレース福岡
　１月１日（火・祝）、２日㈬は休みます。12月31日
㈪は場外発売のみ（レースはありません）。i

ボートレース福岡a771-6061f732-5405
　◆年中無休の施設
　 ▽博多港ベイサイドミュージアム
　 ▽ 博多ポートタワー ※12月31日㈪〜１月３
日㈭は午後５時閉館
　 ▽油山市民の森 ※１月１日(火・祝)は午前６時
から駐車場を無料開場
　 ▽自転車駐車場 ※きらめき通り自転車駐車
場は１月１日（火・祝）は休み

---------------------------------------------------------------
　※１　12月28日㈮は午後５時半に閉館。
　※２　東図書館のみ１月４日㈮開館。
　※３　相談電話の休みは、12月29日㈯午前８
時〜１月４日㈮午前８時。
　※４　立花寺緑地リフレッシュ農園の売店は
12月29日㈯、30日㈰午後３時まで開店、１月４日
㈮閉店。
　※５　１月１日（火・祝）は午前６時〜10時のみ開
園。荒天等で休園の場合は前日までにホーム
ペ ージに掲 載。i海 づり公 園a809-2666f 

809-2669
　※６　長生園、舞鶴園、福寿園は12月28日㈮
〜30日㈰も休園。寿楽園は12月29日㈯、30日㈰
も休園。
　※７　12月28日㈮は健診予約・相談のみ受け
付けます（午前９時〜午後５時）。
　※８　市ボランティアセンターは、12月28日㈮
は貸室の利用不可。
　※９　12月29日㈯、30日㈰は市内の住民票の
写し・住民票記載事項証明書と印鑑登録証明
書の発行のみで、次の書類は発行できません。

▽戸籍に関する証明 ▽身分証明書 ▽広域交付
による市外の住民票の写し ▽税に関する証明

（通常は千早のみ取り扱い）。

年末年始の市役所業務
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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/

施設の情報


