
かなたけの里公園 
①ほうけんぎょう（どんど焼き）②冬の水辺観察会

　①飲食物や特産物の販売やぜんざいの振る舞い（午後３時半から。先着300食）
もあり。②長靴などを履いて水辺に入り、ニホンアカガエルの卵や水生の昆虫な
どの観察をします。小学生以下は保護者同伴。d①1月12日㈯正午から（ほうけん
ぎょうへの火入れは午後３時） ※雨天の場合は13日㈰に延期②２月９日㈯午前10
時〜正午li同公園（西区金武）af811-5118c①なし②30人（抽選）y①入場
無料②無料e①不要②往復はがき（〒819-0035西区金武1367）に代表者の応募
事項と参加者全員の氏名・年齢を書いて１月４日〜23日（消印有効）に同公園へ。

催 し 博多座「市民半額観劇会」

　三月花形歌舞伎「鯉つかみ」を半額で観劇できます。d３月３日㈰、４日㈪、６日
㈬、８日㈮、12日㈫、13日㈬午後４時から（12日と13日は午前11時からの回もあり）
l博多座（博多区下川端町）i市民半額会事務局a751-8258（平日午前10時〜
午後６時）f736-7081c各回50人（抽選）yＡ席7,250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１月24日（消印有効）まで
に同事務局へ。当選者のみ通知（１月28日ごろ発送）。

催 し

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部オトナ塾

　①「初心者でも簡単 ペーパーフラワーづくり教室」②「今年の冬のインフルエ
ンザ対策〜今、注目の乳酸菌〜」d１月①15日㈫②22日㈫午後１時〜２時（②の
受け付けは午後０時半から）l六本松 蔦屋（つたや）書店（中央区六本松四丁目）
iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081c①20人②50人

（いずれも先着）y①1,000円（製作キット付き）②無料e①電話かファクス、メール
（m info@r60festa.jp）で１月４日以降に同事務局へ②不要

講座・教室
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6
●日

2わんにゃんよかイベント in あにまるぽーと

　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あにまる
ぽーと（東区蒲田五丁目）a691-0131f691-0132y無料e不要
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12
●土

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〜正午l東市民センター（東区千早四丁目）i家庭倫理の
会a080-5608-5346f662-1150t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電話かファクスで１月４日以降
に同会へ。

1/

16
●水
他

3福岡ファミリー・サポート・センター
提供・両方会員養成講習会

　育児の援助をする「提供会員」と、育児の援助・依頼をする「両方会
員」になるための講習会。d１月16日㈬、17日㈭、22日㈫午前10時〜午
後２時半（16日は午後３時まで。連続講座）lふくふくプラザ（中央区
荒戸三丁目）i同センターa736-1116f751-1524t市内に住み、心身
共に健康で自宅で安全に子どもを預かることができる人c100人（先
着）y無料n６カ月〜就学前（無料。１月９日までに要予約。抽選）e電
話かファクス、メール（m f-support@fukuoka-shakyo.or.jp）、来所で１月
４日以降に同センター（ふくふくプラザ３階）へ。

1/

17
●木

2Ｇ20福岡開催記念
「外国人学生が語るふるさとの街と福岡」

　６月に開催されるＧ20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議参加国であ
るイタリア・ミラノ出身のデボラ・ヴィットリア・デ・ベルナルディさんが、
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）a262-1799 
f262-2700c50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@fcif.or.jp）、来所で１月４日以降に同財団へ。
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17
●木

3地域住民・家族介護者向け認知症公開講座

　認知症がテーマの映画「徘徊（はいかい） ママリン87歳の夏」の上映
と医師による解説を行います。d午後２時〜４時l福岡大学病院（城
南区七隈七丁目）i同病院庶務課a801-1011f862-8200c300人（先
着）y無料e電話かファクスで１月11日までに同病院へ。

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。

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
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

福岡市政だより
2019（平成31）年１月１日 情報BOX15

　※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。
以下の内容は市ホームページ（「福岡市 救急医療・消防」で検索）にも掲載しています。

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㈪〜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㈪〜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㈯〜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㈪〜１月３日㈭も同様。

●外科当番医（１月６日以降の日・祝日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
　※年末年始の当番医は12月15日号14面に掲載しています

（市ホームページでも閲覧可能）。

１月６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

１月13日㈰
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

１月14日（月・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
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

１月20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

１月27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

◇　　　　　　　　◇

催し 講座
教室

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報



住まいの見学会

　住宅窓を複層ガラス等に改修した家とショールームを見学し、省エネ、健康リ
スクの低下、快適性の向上などの効果について聞きます。集合・解散は市役所。
d２月７日㈭午後１時15分〜５時半i環境・エネルギー対策課a711-4282f733-
5592c10人（先着）y無料eファクスかメール（m kankyoenergy.EB@city.fukuo
ka.lg.jp）に応募事項と申し込みの理由を書いて１月４日以降に同課へ。

催 し

油山市民の森

　中学生以下は保護者同伴。li油山市民の森（南区桧原）a871-6969f871-
6909t①小学生以上②③不問④中学生以下を含む家族e往復はがき（〒811-
1355南区桧原855-４）で①②１月18日③④２月１日（いずれも必着）までに同施設
へ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時 定員（抽選） 費用

①しいたけコマ打ち体験 ２／10 ㈰ 10：00
〜15：00 30人 300円

②森のおはなし会と冬の
生きものたんけん隊

２／11（月・祝）11：
00〜13：00 30人 200円

③森でバードウオッチング
〜ルリビタキを探そう〜

２／24㈰9：30〜
13：00 40人 200円

④親子竹馬・竹とんぼ手作
り教室

２／24 ㈰ 10：00
〜13：00 50組 １組200円、竹馬・竹とん

ぼ１セットにつき600円

催 し

学校給食センター見学・試食会 
〜懐かしの味、食べに来ませんか？〜

d午前10時〜午後１時i学校給食センターa682-7084f682-7085t市内に住む
人c①②20人③④40人（いずれも先着。２人以上で申し込みを）y289円e電話
かファクスで１月７日午前８時〜11日午後４時に各センターへ。

開催日 センター名 住所 申込先

①１／24㈭ 学校給食センター有田支所 早良区有田五丁目 a801-6477
f801-6274

②１／25㈮ 学校給食センター箱崎支所 東区松田二丁目 a611-8451
f611-8464

③１／29㈫ 第２給食センター 東区香椎浜ふ頭二丁目 a682-7084
f682-7085

④１／30㈬ 第１給食センター 博多区東平尾一丁目 a611-6851
f611-6852

催 し

1/

18
●金

3緑のコーディネーターによる体験講座
バラのコサージュ

d午後２時〜４時l早良市民センター（早良区百道二丁目）i市緑の
まちづくり協会みどり課a822-5832f822-5848c20人（抽選）y500円
eはがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクスで１月９日（必
着）までに同課へ。ホームページでも受け付けます。
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20
●日

2がんと向き合うママ応援プロジェクト「１級みそ製造技
能士さんによる親子で味噌づくり交流会」

d午前９時〜正午l健康づくりサポートセンター（中央区舞鶴二丁目 
あいれふ内）iがんのママをささえ隊ネットワークＥＴＥＲＮＡＬ ＢＲＩＤＧ
Ｅ事務局a090-6698-3549f661-0657tがんを治療中の母親とその子
どもc12組（先着）y１組500円n６ヵ月以上（無料。１月13日までに要
予約）eファクスかメール（m info@sasaetai.or.jp）に参加者全員の応
募事項と託児希望者は子どもの氏名・年齢を書いて同事務局へ。

1/

20
●日

3今津リフレッシュ農園　漬物教室

　農園でとれた野菜などを漬けます。d午前10時〜午後１時li同
農園（西区今津）a806-2565f806-2570c20人（抽選）y500円e電話
か来所で１月６日午前８時45分〜午後１時に同農園へ。

1/

21
●月

4福岡赤十字病院 市民公開講座
「がんになったら、どうする？」

　リレー・フォー・ライフ・ジャパンのスタッフパートナーで２度のがん
治療の経験を持つ宮部治恵氏が話します。d午後２時〜４時l同病院 
椎木記念ホール（南区大楠三丁目）i同病院企画推進課a534-2753 

（平日のみ）f522-3066c150人（先着）y無料e電話かファクス、メール
（m koukaikouza@fukuoka-med.jrc.or.jp）で１月４日以降に同課へ。
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21
●月

3市アライグマ防除講習会

　特定外来生物に指定されているアライグマの特徴や防除法などを
学びます。受講者は「アライグマ防除従事者」に登録することもできま
す。d午後１時半〜３時半l市職員研修センター（中央区天神一丁目）
i環境調整課a733-5389f733-5592c50人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m k-chosei.EB@city.fukuoka.lg.jp）で１月４日以降に
同課へ。
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25
●金

2市消防職員意見発表会

　消防職員８人が火災や救急出動、火災予防業務などでの体験や感
じたことを話します。d午前10時〜正午（受け付けは９時半から）lあ
いれふ10階（中央区舞鶴二丁目）i消防局総務課a725-6511f791-
2535c300人（先着）y無料e不要

1/

26
●土

2プロダイバーと海草の森

　魚やイカのすみかになる海草（アマモ）の苗を作ります。作った苗は
ダイバーが地行浜に植え付けます。詳細はホームページで確認を。d

午前10時〜午後１時l市保健環境研究所（中央区地行浜二丁目）他i

地行浜いきものプロジェクト実行委員会af407-6970t小学３年生
以上（小学生は保護者同伴）c30人（抽選）y無料eメール（m jigyoha
ma.ikimono@gmail.com）で１月14日までに同実行委員会へ。
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26
●土
他

3不登校セミナー　①「兄弟姉妹・祖父母との関係」②「子
どもの自己肯定感を高める」

　不登校経験者の体験談もあり。d①１月26日㈯②３月17日㈰午前10
時〜午後０時半l①中央市民センター（中央区赤坂二丁目）②城南市
民センター（城南区片江五丁目）i不登校よりそいネット事務局a 

283-8815f292-3217t子どもの不登校・行き渋りに悩む保護者や不登
校支援の関係者などc各40人（先着）y500円e電話かファクス、メー
ル（m info@futokosien-net.main.jp）に応募事項と希望日を書いて１月
７日以降に同事務局へ。空きがあれば当日も受け付け可。

1/

26
●土
他

2博多ガイドの会　きっぷ１枚 博多駅迷宮案内

　博多駅入場券を使って、駅構内の隠れた名所を散策します。d１月
26日㈯、27日㈰、２月２日㈯、３日㈰午後２時〜４時l集合はＪＲ博多駅博
多口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）y700円e電話かファクスで１月７
日午前９時以降に同課へ。

1/

26
●土
他

2福岡・博多“深”発見まち歩き ①古代ロマンまち歩き「那珂・
比恵編」②歴史とロマンあふれる志賀島をめぐるまち歩き

　市観光案内ボランティアが①博多区の那珂八幡古墳や東光寺剣塚
古墳など②東区の志賀海神社や金印公園などを案内します。小学生
以下は保護者同伴。d①１月26日㈯午後１時半〜４時②２月12日㈫午
後１時〜３時半l集合は①ＪＲ竹下駅前②西鉄バス志賀島局前バス停
前i福岡観光コンベンションビューローa733-5050f733-5055c各
20人（先着）y①800円、小学生以下300円②500円、小学生以下無料e

ファクスかメール（m event-bora@welcome-fukuoka.or.jp）に参加者全
員の応募事項と希望日、代表者名を書いて１月７日午前10時以降に問
い合わせ先へ。
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所 　　　　●年齢  　　　　　●小中高生は学年

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

催し 講座
教室 講演



月隈パークゴルフ場 
①バラの育て方講座②パークゴルフ初心者教室

　いずれも講義と実習で学びます。d①１月19日㈯午前10時〜正午、午後１時〜
３時②２月２日㈯午前９時〜正午li同ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a504-
5333f586-5388t①中学生以上（18歳未満は保護者同伴）②不問（中学生以下
は保護者同伴）c①各15人②８人（いずれも先着）y1,000円e電話かファクス、
来所で１月４日以降に同ゴルフ場へ。

講座・教室

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

2東障がい者フレンドホーム　もちつき大会

　餅をついて丸めた後、ぜんざいなどにして食べます。d午前11時〜午
後１時li同ホーム（東区松島三丁目）a621-8840f621-8863c150人（先
着）y無料e電話かファクス、メール（m higashi.f02@c-fukushin.jp）、
来所で１月４日以降に同ホームへ。

1/

27
●日

2ふくふくフェスティバル

　障がいのある人のグループによるダンス、コーラス、楽器演奏など。
障がい者施設等で作られた製品の販売もあります。d午前９時半〜午
後３時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市障がい者スポーツ
協会a781-0561f781-0565y入場無料e不要

1/

27
●日

2リメンバー福岡　自死遺族の集い

　家族、友人、恋人などを自死（自殺）で亡くした人たちが、寄り添い語
り合う集い。d午後１時〜４時lあいれふ８階（中央区舞鶴二丁目）i

精神保健福祉センターa737-1275（平日午前10時〜午後４時）f737-
8827y500円e不要 ※託児希望者は１月21日までに問い合わせを。

1/

27
●日

2友泉亭公園　お客様感謝デー 花の苗進呈

d午前９時〜 ※なくなり次第終了li同公園（城南区友泉亭）af 

711-0415c50人（先着）y無料（入園料別）e不要

1/

27
●日

2アイランドシティ スロージョギングRを楽しむ会

　健康運動指導士の解説の下、会話ができる速さでゆっくり走りま
す。d午前９時半〜11時lアイランドシティ外周緑地（東区香椎照葉
一丁目）他iにこにこ健康アイランド事務局a321-0137f323-1372y

無料e初めて参加する人は電話かファクスで同事務局へ連絡を。

1/

29
●火

4国連講演会「国際情勢の変化」

　講師は関西学院大学 国連・外交統括センター長の神余隆博氏。d

午後４時〜５時半lソラリア西鉄ホテル（中央区天神二丁目）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１月７日以
降に同本部へ。ホームページでも受け付けます。

1/

30
●水

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）a641-0903f641-
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１月４日以降に同園へ。

1/

31
●木

3さざんぴあ博多　足指トレーニング

　足の指をストレッチなどで動かし、足から健康な体づくりを目指しま
す。d午後１時45分〜３時15分liさざんぴあ博多（博多区南本町二
丁目）a502-8570f502-8571c25人（先着）y無料e電話か来所で１月
４日以降に同施設へ。

2/

1
●金

3ハビタットひろば　「福岡方式」アフリカへ

　福岡市生まれのごみの埋め立て技術「福岡方式」が、アフリカで広
がっている状況について報告します。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国連ハビタット福岡本
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。

2/

1
●金
他

2福岡タワー　リニューアルオープン

　展望フロアやエレベーターホールなど全面リニューアルし、２月１日㈮
にオープンします。リニューアルオープン記念として、展望チケットを
購入した各日先着300人にオリジナルパッケージの即席ラーメンとタ
ワー割り箸を進呈。d２月１日㈮〜３日㈰午前９時半〜午後10時（入館
は９時半まで）li福岡タワー（早良区百道浜二丁目）a823-0234 
f822-4656y大人800円、小中学生500円、幼児（４歳以上）200円、高齢
者（65歳以上）500円e不要

2/

2
●土

3楽水園「初心者茶道教室」

d午前10時半〜午後０時半、１時半〜３時半li同園（博多区住吉二丁
目）af262-6665c各５人（先着）y2,000円e電話かファクスで１月２日
以降に同園へ。

2/

2
●土

3シニアのための智恵袋講座

　暮らし美人化計画ハウスキーピングＳan代表・里舘友子氏が「物の
捨て方・活（い）かし方」をテーマに話します。d午後２時〜４時l早良
市民センター（早良区百道二丁目）i早良区市民課a833-4311f841-
7840tおおむね50歳以上c60人（先着）y無料eファクスかメール（m 
shimin.SWO@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項を書いて１月
７日以降に同課へ。

2/

2
●土

4元気 長生き いきいき健康セミナー
「今から予防 サルコペニア・フレイル」

　サルコペニア（加齢による筋肉量の低下）とフレイル（加齢による心
身の活力の低下）について、市健康づくりサポートセンターの医師に
よる講話と健康運動指導士による運動実技を行います。正午〜１時45
分には体組成計を使った測定会を開催。d午後２時〜３時半lあいれ
ふ（中央区舞鶴二丁目）i同センターa751-7778f751-2572c120人（先
着）y無料e電話かファクス、メール（m soum@kenkou-support.jp）に応
募事項と講師への質問を書いて１月４日以降に同センターへ。来所

（あいれふ内）でも受け付けます。

2/

2
●土
他

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　堆肥を使って夏野菜の土作りをします。①温床（芋床）作り、ニンジ
ンと下仁田ネギの種まき②バレイショの植え付け、夏野菜の準備（畝
たてと土作り）—もあり。d２月①２日㈯午後１時半〜３時②21日㈭午
前10時〜11時40分lクリーンパーク･東部敷地内（東区蒲田一丁目）
i循環生活研究所a405-5217f405-5951t市内に住む人c各30人

（抽選）y無料e電話かはがき（〒811-0201東区三苫４-４-27）、ファクス
に応募事項と希望日を書いて各実施日の７日前（必着）までに同研究
所へ。

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/
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教室 講演



花畑園芸公園　園芸講座

　①「柿のせん定講習と冬期管理」②「みかんのせん定講習」③「春バラの管理
（せん定と施肥実習）」d１月①10日㈭②18日㈮、19日㈯ ※内容は同じ③24日㈭
午後１時半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-3754c①60
人②各50人③50人（いずれも先着）y無料e電話かファクスで１月①３日②11日
③17日以降に同公園へ。

講座・教室

2/

2
●土
他

2海づり公園　節分の日釣り大会

　魚の重さや長さを競います。入賞者には賞品あり。d２月２日㈯、３
日㈰午前７時〜11時（受け付けは７時〜７時半）li同公園（西区小田）a 

809-2666f809-2669t釣り台利用者y無料（釣り台利用料別）e不要

2/

3
●日

3よりみち保健室　あなたの未来を守りたい
〜乳腺ドクターに聞く「乳がん」のすべて〜

　ひろ乳腺クリニックの院長・山口博志氏が乳がんの予防や早期発見
のための健診、治療などについて話します。d午後２時〜３時（受け付
けは１時半から）l六本松 蔦屋（つたや）書店（中央区六本松四丁目）
iがん検診受診率向上委員会事務局a401-3456f739-6081c50人（先
着）y無料e不要

2/

5
●火
他

3老人福祉センター早寿園　体験陶芸教室

d２月５日㈫、12日㈫午後１時半〜４時（連続講座）l同園陶芸場（早良
区百道一丁目）i同園a804-7750f804-7751t市内に住む60歳以上
の陶芸初心者c15人（抽選）y500円e電話か来所で１月４日〜20日に
同園（早良区重留七丁目）へ。

2/

5
●火
他

3こころの健康づくりセミナー ①生活習慣を見直してう
つ予防②うつ病を予防するための認知行動療法

d２月①５日㈫②19日㈫午後１時半〜３時半lあいれふ（中央区舞鶴
二丁目）i中央区健康課a761-7339f734-1690c50人（先着）y無料
e電話かファクスで１月４日以降に同課へ。

2/

9
●土

2「こころの病」理解のために〜みんなの集い〜

　発達障がいについての講演やステージイベントなど。d午後１時〜
３時10分（開場は正午）lなみきスクエア（東区千早四丁目）iみんな
の集い実行委員会事務局（サンサンはかた）a409-2471（火・日曜日は
休み）f409-2472c600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。

2/

9
●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「イカのシューマイ」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１月30日午後４時半
までに同市場へ。当選者のみ通知。

2/

9
●土

2アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
冬の虫かんさつ会

　樹木や石の下にいる昆虫を観察します。d午前10時〜11時半li

同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020t小学生以下
（小学３年生以下は保護者同伴）c20人（先着）y無料（入館料別）e

電話か来所で１月９日以降に同公園へ。

2/

9
●土

3市食育推進研修会
〜けんちゃん先生の「食育ってなあに？」〜

　管理栄養士・嘉村健志氏の講演の他、福々亭金太郎氏による食育落
語など。d午前10時〜正午lエルガーラホール（中央区天神一丁目）
i健康増進課a711-4374f733-5535t市内に住むか通勤する人c 

100人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m kenko.PHWB@city.fu
kuoka.lg.jp）に応募事項と参加人数を書いて１月４日以降に同課へ。来
所（市役所12階）でも受け付けます。

2/

11
●●月・祝

4博多湾シンポジウム
〜海の環境について学び、博多湾の魅力を発見しよう〜

　マリンワールドの職員や海洋環境の研究者等が講演します。d午後
１時半〜４時l市科学館（中央区六本松四丁目）i博多湾ＮＥＸＴ会議
事務局（環境対策課内）a282-7178f282-7771c200人（先着）y無料e

ファクスかメール（m kankyotaisaku.PHB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者
全員の応募事項を書いて１月４日以降に問い合わせ先へ。空きがあれ
ば当日も受け付け可。

2/

12
●火

2九大アトピー性皮膚炎相談会

　九州大学皮膚科の医師・古江増隆氏による講話と質疑応答。d午後
２時半〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i保健予防課a711-
4270f733-5535c30人（先着）y無料n６カ月以上（無料。２月４日まで
に要予約。先着）e電話かファクス、メール（m hokenyobo.PHWB@city.
fukuoka.lg.jp）に応募事項と託児希望者は子どもの人数・名前・年齢

（月齢）・性別を書いて１月４日以降に同課へ。

2/

16
●土

3日本語ボランティア研修会「地域日本語教育の可能性
を考える〜ことば・交流・場を育てる教室を目指して〜」

d午後２時〜４時半lあすみん（中央区今泉一丁目）iふくおか地域
日本語の会・石川a090-3075-9328m ck-nihongo@nethome.ne.jpc50人

（先着）y500円e電話かメールで１月４日以降に同会へ。

2/

17
●日
他

3西障がい者フレンドホーム　そばうち教室

d２月17日㈰、３月17日㈰午前10時〜午後１時li同ホーム（西区内浜
一丁目）a883-7017f883-7037t市内に住む障がい児・者と介助者c

各25人（抽選）y500円e電話かはがき（〒819-0005西区内浜１-５-54）、
ファクスに応募事項と希望日を書いて１月４日〜30日（必着）に同ホー
ムへ。来所でも受け付けます。

2/

18
●月
他

3初心者向け「健康ボウリング教室」

d ▽ Aコース＝２月18日〜３月25日の月曜日午前10時半〜午後０時半

▽B・C・Dコース＝２月20日〜３月27日の水曜日。Bは午前10時半〜午
後０時半、Cは午後２時〜４時、Dは午後７時半〜９時半 ▽Eコース＝２月
21日〜３月28日の木曜日午後２時〜４時 ▽Fコース＝２月22日〜３月29
日の金曜日午後２時〜４時（いずれも連続講座）lフラワーボウル（博
多区銀天町三丁目）i県ボウリング連盟・秀嶋a090-9794-7113f573-
8815c各コース18人（先着）y2,000円（保険料別）e電話かファクス、
メール（m front@flowerbowl.net）に応募事項と希望するコースを書い
て１月３日以降に問い合わせ先へ。

2/
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●土

2海の中道市民クロカン

　種目は高校生男女（２km）、中学生男女（２km）、一般男女（10km、２km）。
詳細は問い合わせを。d午前８時20分〜午後４時半l海の中道海浜
公園クロスカントリーコース（東区西戸崎）i福岡クロカン運営本部
事務局a738-2180（平日午前10時〜午後６時）f738-2243y一般10km 
4,000円、一般２km2,000円、中高生2,000円eホームページで受け付け
ます。中高生はホームページに掲載する申込用紙を添付してメールで
１月31日までに同事務局へ。
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所 　　　　●年齢  　　　　　●小中高生は学年

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

催し 講座
教室 講演



救命講習

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法
を学びます。詳細は問い合わせを。i救急課a791-7151 
f791-2994t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１月①②１日（２月８日分は４
日）③８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 ２／19㈫ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） a863-8119 30人
２／22㈮ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） a475-0119 40人

②普通１

２／３㈰ 博多消防署 a475-0119 40人
２／８㈮ 中央消防署（中央区那の津二丁目） a791-7151 40人
２／15㈮ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人
２／17㈰ 西市民センター（西区内浜一丁目） a806-0642 30人
２／20㈬ 市民防災センター（早良区百道浜一丁目）a821-0245 30人

③上級 ２／７㈭ 博多消防署 a791-7151 各30人２／24㈰
　※時間は①午前10時〜11時半②午前10時〜午後１時③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

介護実習普及センターフェスタ

　下表の催しのみ要申し込み。その他、自助具製作コーナー、福祉用具リサイク
ル抽選会などを実施。詳細は問い合わせを。d２月23日㈯午前10時〜午後４時l 

i同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y入場無料e電話か
ファクス、来所で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 時間 定員（先着）
講座「寝る前にホッとひといき マッサージトリート
メントとアロマの効果」 ※施術はありません 10：00〜10：30 30人

体験「ハンドマッサージトリートメント」（１人10分） 10：40〜16：00 50人
講演会「睡眠はこころとからだのバロメーター」（講
師は久留米大学医学部長の内村直尚氏） 11：00〜12：30 248人

実演会「睡眠と寝具選び オーダーメイド枕ができ
るまで」 12：50〜13：20 30人

説明会「快適に眠るコツをご紹介」 13：45〜14：15 30人
講座「快眠のためのマインドフルネスストレッチ」 
※椅子に座って行います 14：30〜15：30 40人

催 し
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住宅用地申告書の提出を
　住宅の敷地に利用している土地は、
固定資産税・都市計画税が軽減され
ます。平成30年中に ▽住宅の新築・増
築・取り壊し・建て替えをした ▽ 事務
所・店舗などを住宅に用途変更した ▽

住宅を所有しているか新たに取得し、
まだ申告をしていない―場合は１月
31日までに各区課税課へ住宅用地申
告書の提出を。i各区課税課

償却資産申告書の提出を
　工場・商店などの経営者や駐車場・
アパートなどの貸し付け業務を行い、
償却資産（構築物、機械、工具、器具、
備品など）を所有する人は、１月31日ま
でに資産課税課（市役所10階）へ償却
資産申告書の提出を。i同課a711-
4438f733-5902

給与支払報告書の提出を
　給与支払者は、受給者（平成31年１
月１日現在）全員と平成30年中に退職
し、給与の支払額が30万円を超える
人の平成30年１月１日〜12月31日の
給与支払報告書を作成し、１月31日ま
でに受給者の住所地の市町村（平成
31年１月１日現在。退職した人は退職
時の市町村）へ提出を。本市分は法人
税務課（市役所北別館３階）へ。i同課
a711-4211f733-5556

油山一帯（城南区内）で銃による
イノシシの駆除を行います

　安全のため、次のご協力をお願いし
ます。 ▽駆除期間中はむやみに山へ
入らない ▽飼い犬を散歩させる場合
は常にリードを付ける。d１月７日㈪〜
２月28日㈭午前９時〜午後４時 ※日・祝
日を除くi城南区総務課a833-4055 
f822-2142

博多体育館を再開館します
　改修工事のため休館中の同体育館
が５月１日（水・祝）から開館します。体育
館利用の予約受け付けは２月１日から
公共施設予約システム（コミネット）で
開始します。iスポーツ振興課a711-
4099f733-5595、同体育館a481-0301 
f481-0302

「地域の森・花づくり活動支援事
業」助成対象団体を募集

　緑化活動を行う市民団体の植物や
資材の購入に対して助成します。【助
成対象】①市内の樹林地等の保全管
理を自主的に行う活動で認定区域面
積が300平方㍍以上②市街地に植樹
を行うことにより緑の名所をつくる活
動で、校区単位以上の広範囲にわた

る活動規模である③市内の公共用地
や空き地等において花壇作りなどを
行う活動で面積が10平方㍍以上【申
請書の配布】電話で市緑のまちづく
り協会みどり課へ請求を。ホームペー
ジにも掲載。【申込期間】１月４日〜31
日i同課a822-5832f822-5848

「ふくおかさん家のお気に入り」ギ
フトセット販売開始

　市内産農水産物を使った商品「ふく
おかさん家のお気に入り」を代表する

「元岡とまとケチャップ」「せふりの紅茶」
「能古島産はちみつNOCOHACHI」「小呂
島漁師のしまごはん」を詰め合わせた
ギフトセット=写真=を１月４日㈮から
販売（１セット3,500円から）。liユニ
バーサルカフェ（市役所１階）af713-
6066 ※記事に関
する問い合わせ
は政策企画課（a 

711-4841f733-
5583）へ。
相続登記について登録免許税が
免税措置になる場合があります

　対象は ▽相続により土地を取得し
た人が相続登記をしないで死亡した
場合の相続登記 ▽市街化区域外の土
地で法務大臣が指定する土地のうち、
不動産の価格が10万円以下の土地に
係る相続登記。詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。i福岡法
務局a721-4570f721-4590

猫のマイクロチップ装着と不妊・去
勢手術にかかる費用の一部を助成

　迷い猫の飼い主特定に有効なマイ
クロチップ装着と不妊・去勢手術を同
時に実施するときの費用の一部を助
成します。対象は市内で飼育されて
いる生後６カ月以上の猫で、助成額は
7,500円。募集数は50匹（抽選。１人１
匹）。手術は２月１日〜28日に市獣医師
会の病院で実施。iふくおかどうぶつ
相談室a891-1231f891-1259eはがき

（〒819-0005西区内浜１-４-22）かメール
（m dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.
lg.jp）に飼い主の応募事項と猫の種類、
性別、年齢（月齢）を書いて１月１日〜
20日（消印有効）に同相談室へ。
酸素濃縮器の使用者に電気料金
の一部を助成します

　【助成額】月額2,000円（３月に支給）
【対象】平成30年12月28日現在市内に
住み住民基本台帳に登録されてい
て、在宅で酸素濃縮器を使用し、身体
障害者手帳を持つ人（所得制限あり）
【申請期間】１月４日〜31日（助成対象
期間は平成30年１月〜12月分）【申請
方法】酸素濃縮器使用証明書（機器レ
ンタル会社の証明が必要）、身体障害
者手帳、本人名義の銀行預金通帳を
持参の上、各区福祉・介護保険課へ。
i各区同課

お知らせ
2/
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●火

4博多区難病講演会
「パーキンソン病 病気の理解と治療について」

　ながら医院院長・長柄均氏が話します。d午後３時〜４時半l博多
区保健福祉センター（博多区博多駅前二丁目）i博多区健康課a419-
1091f441-0057t患者や家族などc60人（先着）y無料e電話かファ
クスで１月15日以降に同課へ。
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　小学生男女、中学生男女、オープン（高校生以上）男女、シニア（男子
のみ。40歳以上）、男女混合（高校生以上）の部に分かれた３対３のバ
スケットボール大会=写真。d午前９時45分〜午後６時l市民体育館

（博多区東公園）i市スポーツ協会事業課a645-1231f645-1220c各
24チーム（抽選。１チーム３〜４人） ※シニアの部のみ12チームy１
チーム当たり小中学生4,200円、オープン・シ
ニア・男女混合6,000円e１月４日からホーム
ページに掲載、または各体育館、各区情報
コーナー、各出張所、情報プラザ（市役所１
階）などで配布する申込書を郵送かファクス
で２月４日（必着）までに同協会へ。ホーム
ページでも受け付けます。

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/
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市営住宅（城南区）の指定管理者
（団体）を募集
　詳細は、１月７日から住宅管理課（博
多区店屋町 市営住宅センター２階）で
配布、または市ホームページに掲載す
る募集要項で確認を。【管理開始日】
2020年４月１日【申込期間】３月19日〜
25日i同課a271-2551f271-2556
かなたけの里公園「里の教室」講
師を募集

　「里の教室」は、市民が講師になっ
て里山の文化や伝統などを教える教
室です。講師が自主的に企画運営し
ます。講師料の支払いはありません

（教室参加者への材料費等の徴収は
可能）。詳細は問い合わせを。d４月か
ら１年間li同公園（西区金武）af 

811-5118c５人（選考）y無料（公園施
設利用料等が発生する場合あり）e電
話連絡の上、応募用紙を１月４日〜27
日に同公園へ持参してください。応募
用紙は１月４日からホームページに掲
載。ファクスでも請求可。

「シニア教室」の講師を募集
　老人福祉センターや老人いこいの
家で４月から１年間特技・知識を教える
人を募集します。【問い合わせ・申込先】

▽ 東香園（東区香住ケ丘一丁目）a 

671-2213f671-2214 ▽長生園（博多区
千代一丁目）a641-0903f641-0907 ▽

舞鶴園（中央区長浜一丁目）a771-
7677f716-0046 ▽ 若久園（南区若久
六丁目）a511-7255f511-7558 ▽ 寿
楽園（城南区南片江二丁目）af861-
1123 ▽ 早寿園（早良区重留七丁目）
a804-7750f804-7751 ▽福寿園（西区
今宿青木）af891-2727t市内に住
む60歳以上(2020年３月末時点)e１月
５日〜16日（７日、14日、15日は休園。７
日の舞鶴園、15日の早寿園は開園）の
午前９時〜午後５時に各園へ来所を。
和白･中央･城南･西図書館を休館
します

　図書整理のため、２月４日㈪〜７日
㈭は休館します。i市総合図書館a 

852-0600f852-0609

クリーン・エネ・パーク南部（春日市
下白水）のごみの受け入れを休止

　１月14日（月・祝）〜26日㈯は定期点検
のため、ごみの受け入れを休みます。
i同施設a589-8585f589-8586

都市計画案の縦覧と都市計画審
議会の傍聴

　【同案の内容】地区計画（拾六町、天
神明治通り）および福岡都市高速鉄道
１号線（天神二丁目）の変更【縦覧・意見
書の提出】１月７日㈪〜21日㈪の平日午
前９時〜午後５時に都市計画課（市役所
４階）で【都市計画審議会の傍聴】同案
については２月７日㈭に開催する都市

計画審議会に付議する予定です。傍聴
を希望する人は縦覧期間中に申し込
みを。i同課a711-4388f733-5590
市政に関する意識調査 パンフレット

「ふくおかボイス」と報告書が完成
　「住みやすさ」「福岡市の屋台」「男
女共同参画社会」についての意識調査
の結果をまとめた「ふくおかボイス」
を情報プラザ（市役所１階）、各区情報
コーナー、各出張所、各市民センター
などで１月21日から配布します。結果
を分析した報告書は市総合図書館（早
良区百道浜三丁目）、情報プラザで１月
21日以降閲覧できます。市ホームペ 
ージにも掲載。i広聴課a711-4067 
f733-5580

市国民健康保険運営協議会を開催
　市国民健康保険事業の運営を審議
する同協議会を傍聴できます。d１月
21日㈪午後５時〜６時半（受け付けは
４時45分〜４時55分）l福岡ビル９階（中
央区天神一丁目）i国民健康保険課
a711-4242f733-5441c20人（抽選）y

無料e不要

屋台営業候補者を募集
　詳細は募集要項で確認を。【募集要
項の配布】まつり振興課（市役所12
階）、路政課（同６階）、みどり運営課（同
４階）、情報プラザ（同１階）、博多区維
持管理課・衛生課、中央区道路適正利
用推進課・衛生課で【申込期間】１月31
日（必着）までiまつり振興課a733-
5933f711-4354

不動産を公売します
　行政代執行費滞納処分で差し押さ
えた不動産を入札により公売します。
詳細は12月25日から市ホームページ
か、建築物安全推進課（市役所４階）で
配布する不動産公売公報で確認を。
【入札】１月24日㈭〜１月31日㈭に同課
で。郵送の場合は必着i同課a711-
4574f733-5584
公売財産 所在地 地積 地目

土地 博多区千代
三丁目

16.99平方
㍍ 宅地

ふれあい交流館を休館します
　改修工事のため、同館（東区箱崎七
丁目）を１月10日㈭から３月15日㈮まで
休館します。問い合わせは同館（a090- 
6496-8928）に電話するか、ショート
メッセージを送ってください。
在宅で生活する高齢者向けの生活支
援等サービス情報を提供しています

　家事代行や配食等さまざまな介護
保険外（自費）サービスをホームペー
ジで紹介していますのでご活用くだ
さい。hhttps://careinfo.city.fukuoka.
lg.jpi政策推進課a733-5344f733- 
5587

市美術館 ギャラリー利用の申し
込み受け付けと内覧について

　７月８日㈪〜12月27日㈮の利用を受
け付けます。申請期間は１月７日〜31
日。申請期間中に内覧も実施。内覧希
望者は電話かファクスで事前申し込み
を。【申請書の配布】１月７日から市美
術館（中央区大濠公園）、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i

同美術館a711-5567（平日午前９時半
〜午後５時半）f714-6145

福岡アジアアートウィーク2019the fin
ders（ザ ファインダーズ）で展示する
写真と動画を募集

　「24hours in Heisei　平成時代の24
時間①宇宙②自然③ひと」をテーマ
に、写真と動画作品を募集します（プ
ロ、アマチュア不問）。選定された応募
作品は２月23日㈯〜３月１日㈮に市科
学館企画展示室（中央区六本松四丁
目）で展示。応募方法など詳細はホー
ムページで確認を。【申込期間】１月15
日（必着）までiファインダーズ事務局
a050-6874-2027m contact@finders 
2019.com

市消防音楽隊の嘱託隊員を募集
　【資格】平成13年４月１日までに生ま
れた人で、楽器演奏（クラリネット、サッ
クスのいずれかで吹奏楽）ができる人
【任用期間】４月１日〜来年３月31日
（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】12月25日から消防局総務課（中央
区舞鶴三丁目）で。ホームページにも
掲載。郵送での請求は、封筒の表に「採
用選考申込書請求」と朱書きし、82円
切手を貼った返信用封筒を同封して
同課（〒810-8521中央区舞鶴３-９-７）へ
【申込期間】２月４日（必着）までi同課

a725-6519f791-2535

精神保健福祉嘱託員を募集
　各区保健福祉センターで自立支援
医療、精神障害者保健福祉手帳等の
事務処理、精神保健福祉に関する相
談業務などに従事。【資格】精神保健
福祉士または保健師の有資格者、精
神保健福祉に関する業務に３年以上
従事した人。他要件あり【任用期間】４
月１日〜来年３月31日（再任用あり）
【募集案内・申込書の配布】１月４日か
ら情報プラザ（市役所１階）、市精神保
健福祉センター（中央区舞鶴二丁目 
あいれふ内）、各区保健福祉センター

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。

健康課で。市ホームページにも掲載
【申込期間】１月18日（必着）までi保
健予防課a711-4377f733-5535

中央区衛生連合会職員を募集
　地域の健康づくり活動の推進に係
る研修会・会議等の開催、経理事務な
どに従事。【任用期間】４月１日〜来年
３月31日（再任用あり）【募集案内・申
込書の配布】１月４日から同会事務局

（中央区舞鶴二丁目 あいれふ６階 中
央区健康課内）、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】
１月17日（消印有効）までi同会事務
局a761-7364f734-1690

市調理・衛生指導監督員（嘱託員）
を募集

　指導監査課（市役所13階）で市内の
保育所などの給食管理や指導監査な
どに従事。【資格】管理栄養士の資格
を持ち、病院、福祉施設、学校などで
管理栄養士として３年以上実務経験
がある人。他要件あり【任用期間】４月
１日〜来年３月31日（再任用あり）【申
込書の配布】同課、情報プラザ（同１階）
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】１月18日までi同課a711-4262f 

733-5718

市食育推進嘱託員を募集
　健康増進課（市役所12階）で食育推
進に関する業務に従事。【資格】次の
要件を満たす人（他要件あり）。 ▽管
理栄養士の資格を有する ▽管理栄養
士または栄養士の実務経験を３年以
上有する【任用期間】４月１日〜来年３
月31日（再任用あり）【募集案内・申込
書の配布】同課、情報プラザ（市役所
１階）、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】１月11日〜２月４日（必着）i健康
増進課a711-4374f733-5535

市立こども病院有期職員を募集
　看護師・中央材料室業務員・言語聴
覚士・医療ソーシャルワーカー・理学
療法士･一般事務を募集。詳細はホー
ムページ、ハローワーク（公共職業安
定所）で確認を。【任用期間】４月１日〜
来年３月31日（再任用あり）【申込期
間】１月11日（必着）までi同病院総務
課a692-3722f682-7300

博多区福祉・介護保険課介護サー
ビス嘱託員を募集

　同課（博多区博多駅前二丁目 博多
区保健福祉センター内）で介護サー
ビスの窓口受付業務や給付関係事務
などに従事。【任用期間】４月１日〜来
年３月31日（再任用あり）【募集案内・
申込書の配布】１月４日から同課で。市
ホームページにも掲載【申込期間】１
月29日（消印有効）までi同課a419-
1081f441-1455
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いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項

お知
らせ しごと



手話通訳嘱託員を募集

　各区保健福祉センターで聴覚障が
い者等の窓口相談、庁内窓口業務に
おける手話通訳、訪問通訳、一般事務
補助等に従事。【資格】手話通訳士ま
たは都道府県や政令指定都市等で手
話通訳者として登録している人【任用
期間】４月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【申込書の配布】12月25日から
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】１月16日（消印有
効）までi障がい者在宅支援課a711-
4248f711-4818

口腔（こうくう）保健支援センター
歯科衛生士嘱託員を募集

　同センター（市役所12階）で歯科口
腔保健の推進に関する事業の企画・実
施・評価などの業務に従事。【資格】歯
科衛生士の資格を有し、３年以上の実
務経験を有する人。他要件あり【任用
期間】４月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【募集案内・申込書の配布】同セ
ンター（市役所12階）、情報プラザ（同
１階）、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】１月11日〜２月４日（必着）i同セ
ンターa711-4396f733-5535

東区市民課窓口業務等嘱託員を
募集

　住民基本台帳および印鑑登録等に
関する記載案内、窓口受付、各種証明
書等の作成業務などに従事。【任用期
間】４月１日〜来年３月31日（再任用あ
り）【募集案内・申込書の配布】12月25
日から同課（東区役所１階）、情報プラ
ザ（市役所１階）で。市ホームページに
も掲載【申込期間】１月９日〜22日（必
着）i同課a645-1016f632-0360

市要介護認定事務の嘱託員を募集
　要介護認定の補助業務に従事。募
集案内・申込書は12月25日以降に市
ホームページに掲載。【任用期間】４月
１日〜来年３月31日（再任用あり）【申込
期間】１月10日〜25日（必着）i市要
介護認定事務センター（介護保険課）
a711-6145f711-6212

市障がい者更生相談所の職員を
募集

　①看護師②補装具等相談嘱託員③
心理判定嘱託員―を募集。【職務内
容】①身体障害者手帳や補装具等の
判定に係る補助、嘱託医診察補助②
身体障がい者の補装具処方・適合、更
生医療等の判定補助およびリハビリ
相談指導③知的障がい者の相談・療
育手帳の判定業務【資格】①看護師
免許を有するか平成30年度実施の国
家試験で取得見込みの人②作業療法
士または理学療法士の免許を有する

か平成30年度実施の国家試験で取得
見込みの人③臨床心理士の資格を有
するか同資格試験の受験資格を有す
る人、または公認心理師資格を有し、
社会福祉事業に２年以上従事した経
験がある人【任用期間】４月１日〜来年
３月31日（再任用あり）【募集案内の配
布】12月27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。
市ホームページにも掲載【申込期間】１
月23日（必着）までi同相談所a713-
8900f715-3587

地域保健福祉課嘱託保健師を募集
　東区・博多区・西区の保健福祉セン
ター地域保健福祉課で、各種健診の
問診、健康教育・健康相談などに従
事。【任用期間】４月１日〜来年３月31日
【募集案内・申込書の配布】１月４日か
ら地域医療課（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】１月21日（必着）
までi地域医療課a711-4264f733- 
5535

認知症初期集中支援嘱託員（①医
療職②介護職）を募集

　各区保健福祉センター地域保健福
祉課で、認知症の人とその家族を訪
問し、認知症に関する相談・支援等を
行う業務に従事。【資格】 ▽①保健師、
看護師、理学療法士など②社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士など
の有資格者 ▽介護における専門的知
識および実務・相談支援等の３年以上
の経験を有する―などの要件あり【任
用期間】４月１日〜来年３月31日（再任
用あり）【募集案内・申込書の配布】12
月25日から認知症支援課（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。郵送請求も可能、
詳細は問い合わせを【申込期間】１月
25日（必着）までi認知症支援課a 

711-4891f733-5587

シニアの起業セミナー（ソーシャルビ
ジネス・コミュニティビジネス入門）

　社会問題や地域課題をビジネスの
手法で解決する「ソーシャルビジネス」

「コミュニティビジネス」に関する講義
と事業立ち上げの事例紹介。d２月13
日㈬午後１時半〜３時半l県立図書館

（東区箱崎一丁目）i県70歳現役応援
センターa432-2512f432-2513tおお
むね60歳以上c20人（先着）y無料e

電話かファクスで1月15日午前９時以
降に同センターへ。

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「AutoCADによる建築と機械部品
図面作成」講習 ▽「商業簿記３級試験
対策」講座 ▽「資格も取れる 仕事で使
える色彩検定（基礎から２級）」講座 ▽

「ファイナンシャル・プランナー３級」講

習 ▽「初心者から学べる第二種電気
工事士試験受験対策」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

シゴトーーク（学生と地場企業の
交流イベント）

　「働く意義」や「福岡で働く魅力」な
どをテーマに、地場企業の社会人と語
り合います。d２月９日㈯午後１時〜６
時l天神クリスタルビル（中央区天神
四丁目）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c50人（抽
選）y無料e電話で２月６日までに同
協会へ。ホームページでも受け付け
ます。

人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d１月12日㈯午後１時半〜４時lふく
ふくプラザ６階（中央区荒戸三丁目）
i日本オストミー協会福岡市支部
af553-2141y無料e不要

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。d２月６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。
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。d１月19日㈯
午前10時〜午後４時l南市民セン
ター２階（南区塩原二丁目）i県行政
書士会a641-2501f641-2503y無料
e不要
行政書士による交通事故無料相
談会

　交通事故解決までの流れ、後遺症
（後遺障害）認定申請手続きなどの相
談に応じます。d１月19日㈯午前10時
〜午後４時li県行政書士会館４階
相談室（博多区東公園）a641-2501f 

641-2503y無料e不要

無料調停相談会
　民事・家事調停委員が金銭問題、交
通事故、家庭内の問題などの相談に応
じます。詳細は福岡民事調停協会に
電話（a781-3141・内線3892）か来所

（中央区六本松四丁目 福岡簡易裁判
所内）で問い合わせを。d１月25日㈮

相 談

午前10時〜午後３時l中央市民セン
ター２階（中央区赤坂二丁目）y無料
e不要

不動産に関する無料相談所
　相続・税金など不動産に関する相
談に弁護士・税理士・不動産相談員が
応じます。d２月７日㈭午前10時〜午
後４時（受け付けは３時まで）l福岡
銀行千早支店（東区水谷二丁目）i県
宅地建物取引業協会a631-1717f 

631-0445c30組（先着）y無料e不要

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。d１月16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
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）。d１月
20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、電話かファクスで１月７日〜
18日に同相談室へ。

市災害廃棄物処理計画（案）
　【案の閲覧・配布】１月４日から循環型
社会計画課（市役所13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【意見書の提出】郵送
かファクス、メールで１月31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a711-4308f733-5907

市地下鉄経営戦略（案）
　【案の閲覧・配布】経営企画課（中央
区大名二丁目 交通局６階）、情報公開
室（市役所２階）、情報プラザ（同1階）、
各区情報コーナー、各出張所、地下鉄
姪浜・天神・博多・貝塚・橋本・天神南駅
の各駅長事務室で。ホームページにも
掲載【意見書の提出】郵送かファクス、
メールで１月15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a732-4108f721-0754

意見募集
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１月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。⑤は上履きを持参。会場は早良体育館（早良区四箇六
丁目）。y①〜⑤無料⑥200円c①②③⑤なし④80人（先着）⑥20組（先着）e①②
③⑤不要④当日午前９時から６階総合案内で整理券を配布⑥電話かファクスで１月
８日以降に同会館へ。

内容 日時 対象
①お正月あそび（こま回し、羽根つき、福笑いなど）１／４㈮13:00〜16:00 幼児〜高校生
②書き初めをしてみよう １／５㈯13:00〜15:00 幼児〜高校生

③みんなであそぼう（ドッヂビー） １／13㈰13:30〜14:30 小中高生

④人形劇がやってくる（観劇会） １／14（月・祝）13:00〜15:00 幼児〜高校生
⑤あいくるがやってくる（親子あそび） １／16㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児
⑥木育おもちゃの広場 １／23㈬10:00〜12:00 乳幼児
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを火曜日〜金曜日に実施しています。詳細は
ホームページで確認を。

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪２月３日㈰、５日㈫、10日㈰、11日

（月・祝）、17日㈰、23日㈯、24日㈰午前９時
〜10時（５日は午後６時〜７時）⑫２月３日
㈰午前９時〜10時⑬２月24日㈰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
　※２月10日㈰、17日㈰、23日㈯、24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。

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

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

　※いずれも無料。申し込みは電話か
ファクスで１月４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・地
域に合った対策を考えます。d１月26日
㈯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。d１月26
日㈯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）

全力 野あそびキッズラボ
　宝探しをします。d１月27日㈰午前10時
〜午後３時t小学３〜６年生c15人（先着）
y1,000円e電話かファクスで１月12日
以降に同センターへ。
今宿の四季を楽しむ〜野鳥編〜
　散策しながら、野鳥の観察をします=
写真。18歳未満は保護者同伴。d２月21
日㈭午前10時半〜午後０時半c20人

（先着）y500円
e電話かファク
スで１月19日以
降に同センター
へ。

　※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、③は希望時間も
書いて１月１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。
①園芸講座〜冬の庭木の管理〜
d２月８日㈮午後１時半〜３時半c40人

（抽選）y無料
②植物観察会（温室植物）
d２月９日㈯午後１時半〜３時半c50人

（抽選）y無料
③かずら工芸（籠作り）
d２月16日㈯午前10時〜正午、午後１時
半〜３時半c各10人（抽選）y1,500円

女性の起業ＩＴ活用セミナー「実践 売上
アップのための動画制作＆You Tube

（ユーチューブ）活用セミナー」
d２月２日㈯午前10時半〜正午t女性
c30人（先着）y無料n６カ月〜小学３
年生（無料。10日前までに要予約）e電
話かファクス、メール（m amikas@city.fu
kuoka.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１月４日以
降に同施設へ。来所、ホームページでも
受け付けます。

書家渓雪 墨の世界
　国内外で活動している書家・渓雪氏
の個展。期間中に希望の書を書いても
らえます（１枚1,000円から）。d１月10日
㈭〜15日㈫ ※最終日は午後５時までy

入場無料e不要
バンブー アーツアンドクラフツ フロ
ム オオイタ 〜伝統工芸の今〜
　「別府竹細工」の紹介や展示・販売。花
籠作り体験（3,000円。開始は午前10時
半、午後１時半。各回先着３人）や竹の香
り袋作り体験（1,000円から。随時受け付
け。各日先着30人）もあり。d１月25日㈮
〜27日㈰ ※最終日は午後４時までy入
場無料e不要

２月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通学・通勤する人y①②500円③無
料e①②はがきかファクス、来所で１月
４日〜24日（必着）に同施設へ。当選者の
み通知。③電話かファクス、来所で希望
日の３日前までに同施設へ。

内容・日時 定員
①裏付き襟なしコート作り　２／７〜
21の木曜日13：00〜16：00（連続講座）

15人
（抽選）

②古布でうさぎのおひな様作り　２
／９㈯、16㈯13:00〜16：00（連続講座）

15人
（抽選）

③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）

２月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通学・通勤する人y①無料②500円
③200円e往復はがきかファクス、来所
で各開催日の10日前（必着）までに同施
設へ。①はホームページでも受け付け
ます。

内容・日時 定員（抽選）
①包丁研ぎ講座　２／14㈭
10：00〜12：00 ５人

②高機（たかばた）で裂き織り　
２／19㈫、28㈭10:00〜13：00 各３人

③古布でぞうり作り　２／20
㈬10：00〜13：00 10人

１月のおはなし会
　０〜２歳児と保護者、幼児、小学生を対
象にした読み聞かせや紙芝居など。日時
など詳細はホームページで確認を。c各
50人（先着）y無料e不要
バックヤードツアー
　書庫などを探検します。d１月26日㈯、
２月９日㈯午後２時〜３時半i同館運営課
a852-0619f852-0609t３歳以上（小学
生以下は保護者同伴）c各20人（抽選）y

無料e往復はがきかメール（m library-
unei.BES@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全
員の応募事項と希望日を書いて１月16日

（必着）までに同課へ。

ファミリーキャンプ「絵本の世界にで
かけよう」
　手作りキャンドルに囲まれた絵本の読
み聞かせ。パンケーキ作りもあり。d２月
23日㈯午後１時〜24日㈰午後１時（１泊２
日）t３歳〜小学生と保護者c40人（抽
選）y大人6,000円、小学生4,500円、幼
児3,000円eはがきかファクス、メール

（m hp-inquiry@uminaka.fukuoka-shizen 
noie.jp）に参加
者全員の応募
事項と性別を書
いて１月23日（必
着）までに同施
設へ。

ベジフルクッキング（親子食育料理教室）
　青森県弘前産のリンゴを使います。
講師は野菜ソムリエプロ・永利裕子氏。
青果物の販売（午前９時〜正午）もあり。
d１月19日㈯午前９時半〜11時、正午〜
午後１時半t小学生と保護者のペアc

各12組（抽選）y１組1,000円eはがきか
メール（m brand.AFFB@city.fukuoka.lg.
jp）に保護者の応募事項と参加する小学
生の氏名・学年、希望時間を書いて１月７
日（必着）までに同施設へ（１組１通）。12
月25日以降ホームページでも受け付け
ます。当選者のみ１月８日に通知。

今宿野外活動センター
〒819-0163 西区今宿上ノ原217-２
a806-3114 f806-3115
o午前９時〜午後4時半（10月〜3月）
x月曜（祝休日のときは翌平日）

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）

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、１月15日㈫〜24日
㈭は図書室を休室します。

ベジフルスタジアム
〒813-0019 東区みなと香椎三丁目１-１-201
a683-5323（午前８時〜午後４時半）
f683-5328
x日祝日、水曜（不定） ※12月30日
㈰〜１月４日㈮は休市日です。

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

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）

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）

昨年の同キャンプ

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）

企画展示　明治を想う
　幕末福岡藩士の功績をたたえた資料
や明治時代の福岡の街のスケッチなど
を展示。d１月８日㈫〜３月３日㈰y一般
200円、高大生150円、中学生以下無料
新春コンサート
　米国サンタバーバラ室内オーケスト
ラ音楽監督兼常任指揮者・大山平一郎
氏が指揮をします。小学生以下は保護
者同伴。d１月24日㈭午後５時半〜６時
半y無料e不要

ドームシアター 宙語り（そらがたり）
「ＨＡＹＡＢＵＳＡ２」
　ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）小惑
星探査機「はやぶさ２」から届く最新の
情報を交えながら、小惑星「リュウグウ」
や探査の意義も紹介。詳細はホーム
ページで確認を。d３月４日㈪まで（各回
45分程度）c各回220人

（先着）y大人500円、高
校 生300円、小 中 学 生
200円、未就学児無料（座
席を必要とする場合は
チケットが必要）e当日
同館３階チケットカウン
ターでチケットを販売。

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）

ドームシアター

情報BOX 福岡市政だより
2019（平成31）年１月１日 8施設の情報

●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

年末年始の施設休館日は、12月15日号７面に掲載しています


