
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。
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・祝休日
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・祝休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・祝休日の
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・祝休日＝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（４月後半の日･祝休日）
４月21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

４月28日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
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
４月29日（月・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
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
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
４月30日（火･休）
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
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
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511

　※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。

〒 810-8620 は市役所専用の郵便番号です。市役所の住所を書かなくても郵便物が届きます。

県肢体不自由児等療育キャンプ

　詳細は問い合わせを。i県肢体不自由児協会af584-5723y無料（①は保護
者のみ実費負担）e５月２日から各区福祉・介護保険課で配布する申込書を５月７
日〜24日に各区同課へ。

場所 日時 対象・定員（抽選）
①市立海の中道青少年海の家

（東区西戸崎）
７／20㈯〜21㈰

（１泊２日）
県内に住む進行性筋萎縮症
児と保護者、25人

②県立少年自然の家「玄海の
家」（宗像市神湊）

８／10㈯〜12（月・休）
（２泊３日）

県内に住む小学３年〜中学
生の在宅肢体不自由児、50人

③やすらぎ荘（朝倉郡筑前町
三箇山）

８／25㈰〜27㈫
（２泊３日）

県内に住む小学３年〜中学
生の在宅肢体不自由児、30人

催 し

介護実習普及センター 
ミニ展示「安心してお出かけ 外出支援グッズ」

　歩行中の膝の痛みを低周波で和らげるバンドや折りたたみできるウオーキン
グポールなどを展示。d開催中〜４月30日（火・休）午前10時〜午後６時（16日は休
館）li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y無料

催 し

4/

17
●水
他

2福岡ボルドーワイン祭り

　ボルドーワインやワインに合うメニューを販売。d４月17日㈬〜28
日㈰正午〜午後10時（平日は午後５時から）l市役所西側ふれあい広
場i同実行委員会a402-1556f402-1557t飲酒･酒類購入は20歳以
上y入場無料e不要

4/

19
●金

2動物園　飼育の日（４月19日＝しいくの日）

　飼育員が担当獣舎で動物の説明を行います。飼育員による餌やり
などもあり。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。li同
園（中央区南公園）a531-1968f531-1996d午前９時〜午後５時y無料

（入園料別）e不要（一部で当日抽選あり）

4/

20
●土
他

3無料リハビリ介護教室

　介護についての基礎知識の他、介助方法を学びます。d４月20日、５
月11日、６月８日、７月13日、８月10日、24日（いずれも土曜日）午後１時半
〜２時半li茂木病院（西区姪の浜六丁目）a881-0638f884-0222c

各20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m info@jareta.net）
で、４月15日以降に同病院へ。来所でも受け付けます。

4/

23
●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、和やかな雰囲気の中で話や相談が
できます。d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-09 
03f641-0907t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４月15日以降に同園へ。

4/

27
●土

2背振少年自然の家　星空観察会（スターウオッチング）

　天文台で季節の星座を観察します。天候の影響による実施の有無
については、当日午後５時以降に問い合わせるかホームページで確認
を。d午後７時〜８時半（入場は８時15分まで）li背振少年自然の家

（早良区板屋）a804-6771f804-6772t自家用車などで直接来所でき
る人y無料e不要

4/

28
●日
他

2もーもーらんど油山牧場　羊の毛刈り実演

d４月28日㈰〜５月６日（月・休）午後１時からli同牧場（南区柏原）
a865-7020f865-7040y無料e不要

4/

29
●●月･祝

2金山 山開き

　早良区南部にある金山の山頂（標高967m）でアンケートに答えた人に
記念タオルを進呈。雨天中止。d午前11時〜午後１時i早良区企画課
a833-4306f846-2864t登山経験者c200人（先着）y無料e不要

4/

29
●●月･祝
他

2ゴールデンウイーク期間限定　市営渡船を特別運航

　博多ふ頭と能古島間を「きんいん３」が１日４往復運航します。料金
など詳細は市ホームページで確認を。d４月29日（月・祝）、５月１日（水・祝）、
３日（金・祝）i客船事務所a291-1085f281-5329c各便100人（先着）e

電話かファクスで、４月15日午前９時以降に問い合わせ先へ。

5/

1
●●水･祝

2市立福翔高校吹奏楽部　記念定期演奏会

　シエナウインドオーケストラのトランペット奏者・久良木文氏を迎え
ての演奏もあり。詳細はホームページで確認を。d午後６時半〜８時
半l福岡サンパレスホテル＆ホール（博多区築港本町）i同校・寺地
a565-1670f565-1721c2,316人（先着）y中学生以上500円、小学生
以下無料e電話かファクス、メール（m fukusho_brass_band@yahoo.
co.jp）に応募事項と必要枚数、支払い方法（振り込みか当日払い）を書
いて同校へ。来所（南区野多目五丁目）、ホームページなどでも販売。

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　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
※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

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

情報BOX 福岡市政だより
2019（平成31）年４月15日 14催し 講座

教室



博多座「市民半額観劇会」

　「六月博多座大歌舞伎」を半額で観劇できます。d６月２日㈰、３日㈪、６日㈭、７
日㈮、11日㈫、12日㈬午後４時半から（２日、６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100人（抽選）yＡ席9,000円（事務手数料・振込手数料別）
eはがき（〒810-8799福岡中央郵便局留「市民半額会」）に代表者の応募事項と
希望日時（１公演のみ）、参加人数（２人まで）を書いて４月24日（消印有効）までに
同事務局へ。当選者のみ通知（４月26日ごろ発送）。

催 しアイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　①春の昆虫標本展 
②寄せ植え教室③メダカの育て方と水槽工作

　いずれも小学３年生以下は保護者同伴。①蝶やトンボ、クワガタムシ等の標本
を展示。土日祝日は専門スタッフによる説明もあります。②春から夏に咲く植物
で作ります。③ペットボトルで水槽を作ってメダカを観察し、持ち帰ります。d①
４月21日㈰〜５月６日（月・休）午前９時〜午後５時 ※23日㈫を除く②５月18日㈯午
前10時〜11時半③５月26日㈰午後１時半〜３時半li同公園（東区香椎照葉四
丁目）a661-5980f661-8020t①②不問③５歳〜小学生c①なし②③20人（先
着）y①③無料②1,000円（いずれも入館料別）e①不要②③電話か来所で、４月
②18日③26日以降に同公園へ。空きがあれば当日も受け付けます。

催 し

5/

2
●●木･休

3市総合体育館　忍者学校

　運動機能の発達に必要な基本動作を学びます。忍者の衣装は厚紙
などで自作します。d午前10時〜正午li同体育館（東区香椎照葉六
丁目）a410-0314f410-0318t４歳〜小学２年生c30人（先着）y 

1,000円e電話か来所で、４月15日以降に同体育館へ。

5/

3
●●金･祝

2国史跡吉武高木遺跡「やよいの風公園」　菜の花まつり

　菜の花摘みの体験、遺跡のガイドツアーなどの他、物販コーナーも
あり。荒天中止。d午前10時〜午後１時l同公園（西区吉武）i史跡整
備活用課a711-4783f733-5537y入場無料e不要

5/

3
●●金･祝
他

2海上保安庁巡視船「らいざん」一般公開

　小学生以下は保護者同伴。d５月３日（金・祝）午後１時〜３時、４日（土・祝）
午前９時半〜11時半、午後１時〜３時l中央ふ頭イベントバース（博多
区沖浜町）i福岡海上保安部 管理課af281-5866y無料e不要

5/

3
●●金･祝
他

2マリエラ「どんたくるーず」

　「リゾートシップ マリエラ」で博多湾内をクルーズ。創作料理（ビュッ
フェ、コース）を味わいながら、「博多仁和加（にわか）」などの催し物を
楽しみます。d５月３日（金・祝）、５月４日（土・祝）いずれも午後７時〜９時10
分l集合はベイサイドプレイス博多（博多区築港本町）iマリエラ予
約センターa751-7171f751-9110c各50人（先着）y一般7,020円〜、
６〜12歳3,510円〜 ※５歳以下で料理を希望する場合は2,160円の 
メニューありe電話で４月15日以降に同センターへ。ホームページで
も受け付けます。

5/

4
●●土･祝

2楽水園　みどりの感謝デー

　入園料が無料になります。花苗の配布（先着100人）もあり。d午前９
時〜午後５時li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665e不要

5/

5
●●日･祝

2花畑園芸公園　母の日 花のプレゼントワークショップ

　母の日のプレゼント用に、花を植えたフラワーポットをシールで飾
り付けます（持ち帰り可）。d午後１時半〜２時半li同公園（南区柏
原七丁目）a565-5114f565-3754t小学生以下と保護者c20組（先
着）y１組500円e電話かファクスで、４月28日以降に同公園へ。

5/

5
●●日･祝
他

2かなたけの里公園　ブドウづくり体験

　ブドウの誘引から収穫までを行います。収穫後は持ち帰り可（12房
程度）。d５月５日〜７月７日の日曜日、８月10日㈯、11日（日・祝）、10月６日
㈰午前９時半〜正午（初回のみ午後３時まで）li同公園（西区金武）
af811-5118t全12回中６回以上参加可能な人c30組（１組５人程度
まで）y１組4,000円e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４月21日（消印有効）
に同公園へ（１組１通）。

5/

6
●●月･休

3今津リフレッシュ農園　ジャム作り教室

　農園でできたイチゴを使って作ります（持ち帰り可）。d午前10時〜
正午li同園（西区今津）a806-2565f806-2570t小学生以上と保護
者c10組（抽選）y１組1,000円e電話か来所で、４月23日午前８時45分
〜午後１時に同園へ。

5/

6
●●月･休
他

2福岡国際女子テニス　①予選②本戦

　詳細は問い合わせを。d５月①６日（月・休）②７日㈫〜12日㈰午前10時〜
l博多の森テニス競技場（博多区東平尾公園一丁目）i福岡国際女子
テニス事務局（九州テニス協会内）a722-1605f722-1607c各日7,000人

（先着）y①無料②前売り800円、当日1,000円（いずれも６日間通し券） 
※高校生以下無料e①不要②チケットぴあ、ローソンチケットなどでチ
ケット購入を。または電話で同事務局へ。

5/

10
●金
他

2今宿野外活動センター　
①押し花展と押し花体験②あおぞらピザ教室

　②はセンターの石窯でピザ作りを体験します。いずれも17歳以下は
保護者同伴。d５月①10日㈮、11日㈯、12日㈰、14㈫、15日㈬、16日㈭午
前10時〜午後４時（最終日は午後３時まで）②19日㈰午前10時〜正午、
午後１時半〜３時半li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114 
f806-3115c①なし②各30人（抽選）y①無料②小学生以上1,000円、
未就学児500円e①不要②往復はがき（〒819-0163西区今宿上ノ原
217-2）に参加者全員の応募事項と希望時間（午前か午後のどちらか）
を書いて４月15日〜５月９日（必着）に同センターへ。ホームページでも
受け付けます。

5/

11
●土
他

2西区歴史よかとこ案内人と巡る
「新緑の歴史探訪ウオーキング」

　①今宿大塚古墳、宮崎安貞書斎、丸隈山古墳など②真似子神社、興
徳寺、住吉神社など③野方遺跡、飯盛神社、やよいの風公園など―を
巡ります。d５月①11日㈯午前９時半〜午後３時②18日㈯午前９時半
〜正午③25日㈯午前９時半〜午後３時l①集合はJR今宿駅、解散はJR
周船寺駅②集合・解散は地下鉄姪浜駅③集合は野方バス停、解散は
やよいの風公園i西区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128 
m nishikuyokatoko@gmail.comy300円eはがき（〒819-0013西区愛宕
浜１-16-６）かメールに応募事項と希望日を書いて、希望日の４日前（必
着）までに同事務局へ。

5/

12
●日

2精華女子短期大学コミュニティオーケストラ
キャンパスコンサート

　クラシック音楽や歌劇の曲を演奏します。d午後２時〜３時（開場は
１時）l同大学 精華学園記念館２階（博多区南八幡町二丁目）i同大
学a591-6331f592-3591c150人（先着）y無料e不要

5/

12
●日

3市ヨットハーバー　ジュニアヨット教室

d午前10時〜午後４時li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）
a882-2151f881-2344t市内に住む小学３年〜中学生c18人（抽選）
y1,500円e来所で４月15日〜30日に同施設へ。ホームページでも受
け付けます。

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　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
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教室



西南杜
もり

の湖畔公園　①花市場②初心者向けテニススクール

　①は花苗の販売。d①４月28日㈰午前９時半〜午後１時（無くなり次第終了）②５
月13日〜６月20日の月・木曜日午前10時〜正午（５月20日、23日を除く連続講座）li

同公園（城南区七隈六丁目）af863-7929t①不問②18歳以上c①なし②20人（先
着）y①入場無料②8,000円e①不要②電話か来所で、４月16日以降に同公園へ。

催 し

生ごみ堆肥を使った菜園講座

　①長イモや夏野菜（ナスなど）の植え付け、トマトのコンテナ栽培②サツマイ
モの植え付け、トマトの整枝（せいし）の仕方③サツマイモの植え付け、タマネギ
等の収穫と調理（食事）、野菜くずで土づくりなど。①②は段ボール・木枠コンポ
ストの作り方なども学びます。d５月①４日（土・祝）午後１時半〜３時②16日㈭午前
10時〜11時40分③25日㈯午前10時〜午後１時l①②クリーンパーク･東部（東区
蒲田一丁目）③立花寺一丁目種苗育成施設（博多区立花寺一丁目）i循環生活
研究所a405-5217f405-5951t市内に住む人（③は小学生以下と保護者）c各
30人（抽選）y①②無料③１人300円e電話かはがき（〒811-0201東区三苫４-４
-27）、ファクスに応募事項と希望日を書いて、各実施日の７日前（必着）までに同
研究所へ。

講座・教室

5/

13
●月

3
緑のカーテン育て方講座

「地域の達人養成編　初心者＋
プラス

」
　昨年度の緑のカーテンコンテストの受賞者や専門家などが教えま
す。参加者には朝顔の種を進呈。d午後２時〜４時l市役所15階講堂
i環境・エネルギー対策課a711-4282f733-5592t市内に住む人、市
内の事業者c100人（抽選）y無料eはがき（〒810-8620住所不要）か
ファクス、メール（kankyoenergy.EB@city.fukuoka.lg.jp）で４月24日（必
着）までに同課へ。市ホームページに掲載、または情報プラザ（市役所
１階）、各区情報コーナー、各出張所、各市民センターなどで配布する
申込書でも申し込み可。

5/

14
●火
他

3初心者弓道教室

d５月14日〜６月28日の火・金曜日午後６時45分〜８時45分（連続講座）
l城南体育館（城南区別府六丁目）i市弓道連盟城南支部･倉員（くら
かず）af531-7953t18歳以上（高校生は不可）c25人（抽選）y6,000
円e往復はがき（〒810-0033中央区小笹２-11-55）で４月15日〜５月７日

（消印有効）に問い合わせ先へ。

5/

14
●火
他

2 NPO法人の設立説明会

d５月14日〜来年３月10日の第２火曜日午後２時半〜４時 ※２月のみ
第１火曜日。各回同じ内容lあすみん（中央区今泉一丁目）i市民公
益活動推進課a711-4927f733-5768tNPO法人の設立を考えている
人などc各20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m koeki.
CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日、参加人数を書いて同課
へ。来所（市役所７階）、ホームページでも受け付けます。空きがあれ
ば当日も受け付け可。

5/

19
●日

2油山市民の森
新緑の森のおはなし会といきものたんけん

　森の中で絵本の読み聞かせをして、散策をします。中学生以下は保
護者同伴。d午後２時〜３時半li油山市民の森（南区桧原）a871-6969 
f801-1463c30人（抽選）y200円e往復はがき（〒811-1355南区桧原
855-４）で４月26日（必着）までに同施設へ。ホームページでも受け付け
ます。空きがあれば当日も受け付け可。

5/

20
●月
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。d５月20日㈪、22日㈬、31日㈮午前10時〜午
後２時半（31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a736-1116f713-0778t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。５月13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、４
月15日以降に同センター（ふくふくプラザ３階）へ。

5/

21
●火

2桧原運動公園　桧原カップ（親睦テニス大会）
①ミックスダブルス②女子ダブルス

d午前９時〜午後５時li同公園（南区桧原五丁目）a566-8208f 

566-8920t今年の12月31日時点の年齢が①合計90歳以上のペア②
各30歳以上の女性のペア ※平成28年以降に中級レベル以上の大会

（団体戦を除く）で、優勝経験のある人同士のペアは出場不可c①８組
②16組（いずれも先着）y１組4,000円e電話かファクスで、４月22日午
前９時以降に同公園へ。

5/

25
●土
他

2
福岡・博多“深”発見まち歩き
①「サザエさんぽまち歩き」②「勅

ちょくしどう

使道から古
いにしえ

の橿
かしいぐう

日宮へ」
　①漫画『サザエさん』発案の地・早良区の百道浜からサザエさん商
店街通りまで②東区の香椎宮を中心に、古宮（ふるみや）や不老水（ふ
ろうすい）など—をガイドと共に歩きます。d①５月25日㈯午前10時半
〜午後１時②６月１日㈯午前10時〜午後０時半l集合は①市総合図書
館前（早良区百道浜三丁目）②西鉄香椎宮前駅前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）y①600
円、小学生以下100円②500円、小学生以下無料 ※いずれも小学生以
下は保護者同伴eファクスかメール（m event-bora@welcome-fuku 
oka.or.jp）に参加者全員の応募事項と代表者名、希望日を書いて、４月
16日午前10時以降に問い合わせ先へ。

5/

26
●日
他

3博多障がい者フレンドホーム
①釣り教室②防災食の試食会＆災害時の家庭での備え

d５月①26日㈰午前10時〜午後１時半②30日㈭午後１時〜２時l①海
づり公園（西区小田）②同ホーム（博多区西月隈五丁目）i同ホーム
a586-1360f586-1397t①市内に住む障がいのある人とその家族②
不問（高校生以下は保護者同伴）c①12人②20人（いずれも抽選）y①
1,000円②無料e電話かはがき（〒812-0857博多区西月隈５-６-１）、ファ
クスに応募事項と障がいの有無（障がいのある人は手帳の種類も記
入）を書いて、４月15日〜５月15日（必着）に同ホームへ。来所、ホーム
ページでも受け付けます。②は空きがあれば当日も受け付け可。

5/

29
●水

2博多座　船乗り込み

　「六月博多座大歌舞伎」に出演する尾上菊五郎さんらが、ご当地到
着を船に乗ってお披露目する船乗り込みに参加できます。d午後１時
〜２時40分l博多川（キャナルシティ博多での式典後、清流公園〜博
多リバレインの川下り）i船乗り込み市民乗船係a263-5874f263-
3632c20人（抽選）y無料e乗船希望者は、はがき（〒812-8615博多区
下川端町２-１）で、４月15日〜30日（必着）に同係へ（１人１通）。当選者の
み通知。

6/

1
●土

2東図書館　知的書評合戦 ビブリオバトル

　「おわりとはじまり」をテーマにしたお薦めの本についての発表後、
ディスカッションを行います。d午後２時〜３時半lなみきスクエア

（東区千早四丁目）i同図書館a674-3982f674-3973t中学生以上
c５人（先着。観覧は定員なし）y無料e電話か来所で、４月15日以降
に同図書館（なみきスクエア内）へ。観覧は申し込み不要。

6/

29
●土
他

3市認知症ライフサポートワーカー養成研修

　詳細はホームページで確認を。受講条件あり。d６月29日㈯〜来年
３月14日㈯午前10時〜午後４時（全10回）lふくふくプラザ（中央区荒
戸三丁目）i認知症支援課a711-4891f733-5587c20人（選考）y無
料eメール（m ninchi-shien.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）で５月７日まで
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



南障がい者フレンドホーム

　いずれも連続講座。②③の費用は印刷代等別。li同ホーム（南区清水一丁目）
a541-5858f541-5856t市内に住む障がいのある人と介助者c①５人②③４人

（いずれも抽選）e電話かファクス、来所で、４月25日（必着）までに同ホームへ。
内容 日時 費用

①絵画教室　水彩画 ５／13〜来年３／30の月曜日10:00〜12:00 材料費
②パソコン教室　ワード ５／13〜７／22の月曜日10:00〜12:00 2,160円
③パソコン教室　エクセル５／13〜７／22の月曜日13:00〜15:00 1,700円

講座・教室

①手話奉仕員（入門・基礎）②手話通訳者（通訳Ⅰ）養成講座

　いずれも連続講座。lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目） ※①の夜の部は
東・南・城南市民センターでも開講i市聴覚障がい者情報センターa718-
1723f718-1718c①各会場30人（先着）②20人（選考。手話実技に関する試験を
５月上旬に実施）y無料（テキスト代等別）e往復はがき（〒810-0062中央区荒戸
３-３-39）に下表の記載事項を書いて①４月15日以降②４月15日〜26日（必着）に
同センターへ。

日時 対象 記載事項

①

５／13〜 来 年２／26の

▽入門＝原則毎週月・水
曜日 ▽ 基礎＝原則毎週
水曜日。昼の部は13:30
〜15：00、夜の部は19：00
〜20：30

市内に住む18〜60歳の
初心者で、講座修了後
に手話ボランティア活
動が可能な人

応募事項と希望時間
（ 夜 の 部 は 希 望 会 場
も）、受講を希望する動
機、講座修了後のボラ
ンティア活動予定

②
５／31〜 来 年３／20の
原則毎週金曜日。昼の
部は14:00〜15：30、夜の
部は19:00〜20：30

市内に住む ▽①を修了
し、手話による日常会話
が可能な人 ▽手話検定
２級を有する人

応募事項と希望時間、
勤務先、最終受講講習
名・年度もしくは手話検
定２級を有する旨

講座・教室

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

l①あすみん（中央区今泉一丁目）②櫛田神社（博多区上川端町）③５月10日は
舞鶴公園（中央区城内）、５月24日は赤煉瓦文化館（中央区天神一丁目）iアラカ
ンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081c①20人②30人③各20人

（いずれも先着）e電話かファクス、メール（m info@r60festa.jp）に応募事項と③
は希望日を書いて、４月15日以降に同事務局へ。

内容 日時 費用
①mif（マイフ）塾のコミュニケーション講
座 ▽1部＝本当に役立つコーチング＆ま
わしよみ新聞 ▽２部＝やさしいキャリア
理論「人生をパッチワークに例える」 ▽３
部＝珈琲（コーヒー）タイム・自由懇談

４／22㈪

▽１部＝12：30〜14：30

▽２部＝15：00〜16：30

▽３部＝16：30〜17：00

1,000円（希望の
部 の み の 受 講
可。ただし全て
受講した時と同
料金）

②博多旧市街を英語でガイド（実際に街
を歩きながら英語でガイドするこつを学
びます）

５／９㈭10:00〜12:00 1,000円

③万葉歌で巡る福岡の歴史旅 ▽10日＝
万葉歌碑巡り・鴻臚館（こうろかん）跡展
示館見学 ▽24日＝遣新羅使の歌について

（座学）

５／10㈮、24㈮
10:00〜12:00 各1,000円

講座・教室植物園

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。li同園（中央区小笹五丁
目）a522-3210f522-3275t①③〜⑧不問②小学生以下と保護者c①③④⑤な
し②各30組（先着。１組３人まで）⑥⑦30人（抽選）⑧20人（抽選）y①〜⑤入場無
料⑥1,000円⑦2,000円⑧6,000円（いずれも入園料別）e①〜⑤不要⑥⑦⑧往復
はがき（〒810-0033中央区小笹５-１-１）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、４月15日から開催日の２週間前の午後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
①「春のバラまつり」グリッピとの記念撮影、ロー
ズカフェ、バラガイドなども実施

４／27㈯〜５／12㈰
9:00〜17:00

②「あおぞらえほん〜絵本よみきかせ〜」 ４／28㈰11:00〜12:00、13:00
〜14:00

③「春の洋らん展」苗の無料配布、植え替え講習
（有料）もあり

５／２（木・休）〜６（月・休）
9:00〜17:00

④「ボタニカルアート展 〜植物の細部を描く〜」
植物画を展示 ５／８㈬〜12㈰9:00〜17:00

⑤「春のばら展」相談コーナーや苗の販売、アレ
ンジメント教室（11日のみ。有料）もあり

５／10㈮〜12日㈰
9:00〜17:00

⑥園芸講座「ハーブの効用」 ５／22㈬13:30〜15:30
⑦園芸講座「フラワーアレンジメント基礎講座」 ５／24㈮13:30〜15:30

⑧園芸講座「ボタニカルアート入門」
５／28㈫、6／25㈫、7／30㈫、
8／27㈫、9／19㈭、10／29㈫
13:30〜15:30（連続講座）

　※入園は午後４時半まで。月曜日休園（祝休日のときは翌平日）。

催 し

福北連携コーナー
HSBC ワールドラグビー女子セブンズシリーズ 第４戦北九州大会

　世界各地で全６戦開催される７人制女子ラグビーの国際大会で、第４戦が北
九州市で行われます。日本の他、ニュージーランド、オーストラリア、カナダな
ど12カ国が参戦。d４月20日㈯、21日㈰午前10時半〜lミクニワールドスタジ
アム北九州（北九州市小倉北区浅野三丁目）i日本ラグビーフットボール協会
事務局a03-3401-3321（火曜日を除く午前10時〜午後６時）hhttps://www.
rugby-japan.jp/contact/y一般2,000円（当日500円増し）、小中高生500円（当
日300円増し）、２日券もあり（販売は19日まで） ※九州と山口県の高校生以下
は観戦無料eチケットぴあ、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど
でチケット発売中。インターネット販売もあり。

ひとり親家庭支援センター

　いずれも連続講座。詳細は問い合わせを。l①〜④⑦〜⑭同センター（中央
区大手門二丁目）⑤⑥福岡看護医療予備校 博多駅前校（博多区博多駅前四丁
目）i同センターa715-8805f725-7720t市内に住む一人親か寡婦y無料n小
学生まで。無料e来所で４月16日〜30日に同センターへ（月曜休館）。

内容 日時 定員（選考）
①ワード・エクセル基礎 ５／11〜６／29の土曜日9:30〜16:30 10人
②秘書検定３級 ５／14〜30の火・木曜日9:30〜16:30 15人
③介護実務者研修(通信)５／15㈬、７／10〜８／28の水曜日9:30〜18:00 13人
④初めてのパソコン ５／16〜22の火〜金曜日9:30〜16:30 10人
⑤正看護学校受験対策 ５／18〜来年２／１の土曜日14:00〜18:30 ３人
⑥准看護学校受験対策 ５／18〜来年２／１の土曜日13:30〜16:40 10人
⑦ワード・エクセル基礎 ５／28〜６／７の火〜金曜日9:30〜16:30 10人
⑧医療事務 ５／29〜８／８の火〜木曜日18:15〜20:45 15人
⑨レクリエーション介護
士２級 ６／２、９の日曜日9:30〜16:30 12人

⑩ワード基礎 ６／４〜25の火〜木曜日18:15〜20:45 10人
⑪エクセル検定対策 ６／12〜27の水･木曜日9:30〜16:30 10人
⑫ＦＰ技能検定３級 ６／22〜８／17の土曜日9:30〜16:30 15人
⑬ワード検定対策 ６／30〜８／４の日曜日9:30〜16:30 10人
⑭パワーポイント ７／６〜27の土曜日9:30〜16:30 10人

講座・教室

松風園　①煎茶の茶会〜緑茶で楽しく〜②心を育む絵本
の世界③若葉の茶会〜抹茶で一服〜

　５月４日（土・祝）は入園料無料。①③初心者も参加可。②児童書専門店「エル
マー」代表の前園敦子氏による講演。絵本の読み聞かせもあり。d５月①３日（金・
祝）午前11時〜午後３時②４日（土・祝）午後１時半〜３時③５日（日・祝）午前11時〜午後
３時li同園（中央区平尾三丁目）af524-8264c①③各30人②40人（いずれも
先着）y①③500円（入園料別）②無料e①③不要②電話かファクスで同園へ。

講座・教室

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　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
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お知らせ
ふれあい学び舎（や）事業（放課後
補充学習）学習指導員を募集

　小学３･４年生の国語・算数を中心に
指導する人を募集。謝礼あり。登録は市
ホームページで受け付け。登録後、学
校から要望があれば連絡（必ず指導員
になれるとは限りません）。募集案内は
情報プラザ（市役所１階）等でも配布。
i学校指導課a711-4638f733-5780
「もったいない！食べ残しをなくそう
福岡エコ運動」の協力事業者を募集

　適量メニューの提供や啓発ポス
ターの掲示等、同運動に取り組む協
力店を募集しています。登録店舗に

固定資産税の現況調査にご協力を

　適正な課税のために毎年土地や家
屋の現況調査を行っています。訪問
する職員は顔写真付きの徴税吏員証
と職員証を携帯しますので、提示を求
め、確認してください。i各区課税課
第３子優遇事業の手当申請を受
け付けています

　18歳未満の子どもを３人以上養育
する家庭を対象に、３番目以降の子ど
もが小学校入学前の３年間、幼稚園
や保育所の保育料などを免除または
助成、手当を支給する「第３子優遇事
業」を行っています。手当の申請は４
月26日までに住所地の区の子育て支
援課へ。詳細は市ホームページに掲
載。i各区同課
要介護認定の申請書提出窓口が
変わります

　窓口で要介護認定の相談や申請を
行う場合は、４月から各区の「要介護
認定事務センター支部」で受け付け
ます。申請書の提出は郵送でも可能。
詳しくは市ホームページで確認する
か問い合わせを。l ▽ 東・中央・城南・
早良・西支部＝区役所内 ▽博多・南支
部＝区保健福祉センター内i市要介
護認定事務センターa711-6030f7 
11-6524
６月１日㈯から大井中央公園（博
多区）の駐車場を有料化します

　駐車料金は１時間ごとに100円（８時
間ごと最大300円）、入庫可能時間は
午前５時〜午後９時（出庫は24時間
可）。iみどり活用課a711-4367f73 
3-5590
福岡空港関連自動車専用道路他
１路線の都市計画案および環境
影響評価準備書について

　 ▽ 都市高速道路３号線（福岡空港
関連自動車専用道路）の都市計画案
および環境影響評価準備書 ▽博多駅
志免線（空港通り）の都市計画案―が
４月18日㈭〜５月20日㈪の平日午前９
時〜午後５時に都市計画部（市役所４
階）で縦覧できます。意見書の提出は
６月３日まで。【説明会】５月８日㈬午後
７時、12日㈰午後２時から県中小企業
振興センター403会議室（博多区吉塚
本町）で。申し込み不要【公聴会】環境
影響評価準備書に係る公聴会の開催
要請は５月20日まで受け付け。詳細は
市ホームページで確認を。i ▽縦覧･
説明会について＝自動車専用道路担
当a711-4399f733-5590 ▽ 公聴会に
ついて＝環境調整課a733-5389f73 
3-5592
NPO活動推進補助事業の報告会・
募集説明会

　市民や企業・団体からの寄付を基に

は啓発キャラクター「宴会部長　完食
一徹」のステッカーを送付する他、市
ホームページで店舗情報や取り組み
内容などを紹介します。詳細は市ホー
ムページで確認するか問い合わせ
を。i事業系ごみ減量推進課a711-
4836f711-4823

国民生活基礎調査にご協力を
　厚生労働省の委託で生活に関する
調査を行います。４月下旬〜６月中旬
に、市が委嘱した調査員が対象の世
帯を訪問します。i各区健康課

市長の資産を公開します
　「福岡市長の政治倫理に関する条
例」に基づき、昨年12月７日現在の資
産等報告書が、４月18日から総務企画
局総務課（市役所８階）で閲覧できま
す。【時間】平日午前８時45分〜午後５
時半i同課a711-4044f724-2098

した基金「あすみん夢ファンド」を活用
した補助事業の報告会と、2019年度
の募集説明会を開催します。d４月26
日㈮午後６時〜９時（受け付けは５時
半から）lあすみん（中央区今泉一丁
目）i市民公益活動推進課a711-
4283f733-5768c30人（先着）y無料
e不要
「子どもの食と居場所づくり支援
事業」活動団体を募集

　子どもたちへの温かな食事の提供
に加え、大人と一緒に調理したり宿題
をしたりするような居場所づくり活動
に対して、補助対象経費の一部を助
成します。申込方法など詳細は市ホー
ムページで確認を。iこども未来局
総務企画課a711-4170f733-5534

医療通訳ボランティアを募集
　県内で外国人を支援する医療通訳
ボランティアを募集します。謝礼あ
り。 ※養成講座への参加必須。詳細
は問い合わせを。【問い合わせ先】福
岡アジア医療サポートセンター事務
局a734-3035f288-2668【養成講座】
d５月19日㈰午前９時45分〜午後５時
15分l天神チクモクビル（中央区天
神三丁目）c英語・中国語各20人、韓
国語10人（いずれも先着）y3,780円
e電話かファクスで、４月26日までに
同事務局へ。

赤い羽根共同募金の配分先を募集
　民間社会福祉施設や福祉団体に配
分し、活動を支援します。申請書類な
ど詳細は問い合わせを。【対象事業】
2020年度実施事業【申請期間】４月17
日〜５月10日i県共同募金会福岡市
支会a720-5350f751-1509

市観光案内ボランティアを募集
　市の歴史・文化をまち歩きなどで
案内するボランティアを募集。詳細は
４月15日から福岡観光コンベンション
ビューロー（中央区大名二丁目 市交
通局庁舎４階）、地域観光推進課（市
役所14階）、情報プラザ（同１階）、各区
情報コーナー、各出張所などで配布
する申込書で確認を。【対象】福岡都
市圏に住む、観光案内活動（徒歩での
ガイド２時間程度、月１日以上の活動
参加）が可能な18歳以上【定員】30人

（選考）【申込期間】５月17日（必着）ま
でi福岡観光コンベンションビュー
ローa733-5050f733-5055
市文化芸術振興財団が製作する
ミュージアムグッズを新発売

　市博物館、市美
術館、アジア美術
館の新商品が各
ミュージアムショッ
プで販売中です。
i同財団a263-62 
64f263-6259

雁の巣レクリエーションセンター

　①は野球やサッカーなどのスポーツ体験コーナー、キッズダンスステージ、飲
食物の屋台など。福岡ソフトバンクホークス２軍公式戦（有料）を同時開催。２軍
公式戦の詳細は福岡ソフトバンクホークス（a847-1006）へ問い合わせを。③は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。li同セン
ター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①不問②小学１〜４年生③小学生以上
e①不要②往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスで、５月１日（必
着）までに同センターへ。来所、ホームページでも受け付けます。③当日午前９時
45分から球技場管理棟で受け付けます。

内容 日時 定員 費用
①ガンレク フェスタ ５／６（月・休）10：00〜16：00 ― 入場無料

②運動会応援 かけっこ
上達教室 ５／12㈰10:00〜12：00 60人

（抽選） 500円

③ノルディック・ウオー
キング教室

祝休日を除く月曜日
10：00〜12：00

各30人
（先着）

無料（ポールレン
タル代300円）

催 し

城南障がい者フレンドホーム

　いずれも連続講座。詳細は問い合わせを。li同ホーム（城南区南片江二丁目）
a861-1180f861-1123t市内に住む障がいのある人（③は小学４年〜中学生、④
は小中学生） ※②は市内に住む小学生も可y①②④⑤⑥無料③2,000円⑦各日
500円e電話かファクスに応募事項と希望教室を書いて、４月26日までに同セン
ターへ。来所でも受け付けます。

内容 日時 定員（抽選）

①ストレッチ教室 ５／９〜来年３／12の第２木曜日
13：30〜15：00 10人

②てづくり教室 ５／11〜来年３／14の第２土曜日
13：30〜15：00 15人

③シュタイナーこど
も絵画教室

５／11〜来年３／28の第２・４土曜日
15:30〜17:00 10人

④こどもダンス教室 ５／12〜来年３／22の第２・４日曜日
10:30〜11:30 10人

⑤音楽療法教室 ５／12〜来年３／22の第２・４日曜日13：00〜
15：00の間の40分（３グループに編成） 12人

⑥ヨガ教室 ５／23〜来年３／26の第４木曜日
13:30〜14:30 10人

⑦チャレンジクラブ
（調理、工作など）

５／25〜来年３／28の第４土曜日
10：00〜12：00 10人

講座・教室

アジア美術館で販
売するマグカップ
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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
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らせ



平成30年度市民スポーツ賞受賞
者を紹介（敬称略･順不同）

　 ▽功労者関係＝猪口志曻、ＮＰＯ法
人福岡市レクリエーション協会フォー
クダンス部会 ▽競技者関係＝中村学
園女子高等学校剣道部、沖学園中学
校男子ゴルフ部、福岡工業大学付属
城東高等学校、福岡大学付属若葉高
等学校、ゴールデンハーツバトンチー
ム、中村学園女子高等学校バトン部、
福岡海星女子学院高等学校バトン
部、片山花女（空手）、中村拓海（サッ
カー）、丸山海大（サッカー）、本田里來

（柔道）、和泉かのこ（水泳）、田﨑須磨
子（水泳）、井上瑠汰（スケート）、柳北
悠李（バレー）、尾山和華（陸上）、兒玉
芽生（陸上）、出口晴翔（陸上）iス
ポーツ推進課a711-4657f733-5595
地域で学習活動を行う10人以上
のグループに助成します

　詳細は市ホームページで確認する
か問い合わせを。【対象】 ▽家庭教育
に関する学習を行う、小中学生の保
護者など ▽人権問題に関する学習を
行う、人権課題の当事者など ▽放課
後等補充学習を行う、中学生の保護
者など【対象期間】４月１日〜来年３月

31日【助成額】対象経費の５分の４以
内で上限額30万円【申込期間】５月７日

（必着）までi市地域の教育力育成・
支援協議会事務局（人権・同和教育課
内）a711-4645f733-5538

ホストファミリー登録説明会
　外国人に日本の生活や文化体験の
機会を提供するボランティア家庭の
登録説明会。d４月21日㈰午前10時
〜11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）a 

262-1744f262-2700t福岡都市圏に
住む日本人家庭c20人（先着）e電話
かファクス、メール（m hostfamily@fcif. 
or.jp）で、４月19日までに同財団へ。
全国健康福祉祭（ねんりんピック）
の参加選手を募集

　11月９日㈯〜12日㈫に和歌山県で
開催される同祭に参加する選手を募
集します。種目は①マラソン②水泳③
パークゴルフi同祭参加事業福岡市
実行委員会事務局a713-1340f713-
0157t市内に住む、昭和35年４月１日
以前に生まれた人c①３㎞、５㎞、10㎞
各２人（男女不問）②８人（男女各４人）
③１チーム（男女１人以上、４人）e電
話かファクスで問い合わせの上、送付

市職員（上級・消防吏員Ａ・獣医師・保健師・海技・社会人経験者など）を募集

　【募集案内・申込書の配布】４月25日から人事委員会事務局任用課（市役所５
階）、情報プラザ（同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。郵便での請求は、封筒の表に「上級等請求」または「社会人請求」と朱
書きし、140円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイズが入る大きさ。宛先を明記）を
同封して同課（〒810-8620住所不要）へ【申込期間】電子申請は４月25日午前９時
〜５月14日午後５時（受信有効）。郵送は５月16日（消印有効）までi同課a711-
4687f733-5866

獣医師 昭和59年４月２日以降に生まれ、獣医師の免許を有するまた
は今年度実施の国家試験で取得見込みの人

保健師 平成元年４月２日以降に生まれ、保健師の免許を有するまた
は今年度実施の国家試験で取得見込みの人

社
会
人
経
験
者

行
政

一般 昭和35年４月２日〜平成２年４月１日に生まれ、民間企業など
における職務経験を直近10年中７年以上有する人ＩＣＴ

社会福祉

昭和35年４月２日〜平成２年４月１日に生まれ、次の全てに該
当する人 ▽社会福祉士、精神保健福祉士または臨床心理士
の資格を有する ▽社会福祉施設、医療機関などで相談・援
助の業務に従事した職務経験を直近８年中５年以上有する

▽社会福祉士、精神保健福祉士または臨床心理士の登録後
に社会福祉施設、医療機関などで相談・援助の業務に従事し
た職務経験を直近８年中３年以上有する

建築

昭和35年４月２日〜平成２年４月１日に生まれ、次の全てに該
当する人 ▽一級建築士の資格を有する ▽大型建築物等の
構造設計の業務に従事した職務経験を５年以上有する ▽建
築関係業務に従事した職務経験を直近８年中５年以上有す
る

　※１ 平成10年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
　ア   大学（短大を除く）を卒業または来年３月31日までに卒業見込みの人
　イ   人事委員会がアと同等の資格があると認める人
早期採用（採用予定日：原則今年10月１日）

募集区分 主な受験資格＜（１）または（２）に該当する人＞

上
級

行政
事務 行政 一般 （１）平成元年４月２日〜平成９年４月１日に生まれた人

（２）欄外※２の通り特別枠
行政
技術

土木、建築、
電気、機械

（１）平成元年４月２日〜平成９年４月１日に生まれた人
（２）欄外※２の通り

海技（機関）
昭和58年４月２日〜平成13年４月１日に生まれ、５級以上
の海技士（機関）の免許を有する人（取得見込みは不可。
４年制大学在学者および卒業者は受験不可）

　※２ 平成９年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
　ア 大学（短大を除く）を卒業した人
　イ 人事委員会がアと同等の資格があると認める人

定期採用（採用予定日：原則来年４月１日）
募集区分 主な受験資格＜（１）または（２）に該当する人＞

上
級

行
政
事
務

行政 一般 （１）平成２年４月２日〜平成10年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り特別枠

福祉
社会福祉主事の被任用資格を有するまたは来年３月31日ま
でに取得見込みの人で、次のいずれかに該当する人

（１）平成２年４月２日〜平成10年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

心理
平成２年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人

（１）大学（短大を除く）または大学院で心理学を専攻し、卒業
（修了）または来年３月31日までに卒業（修了）見込みの人
（２）人事委員会が（１）と同等の資格があると認める人

行
政
技
術

土木、建築、
電気、機械、
造園、衛生管
理B

（１）平成２年４月２日〜平成10年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

衛生管理A
食品衛生監視員の被任用資格を有するまたは来年３月31日
までに取得見込みの人で、次のいずれかに該当する人

（１）平成２年４月２日〜平成10年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

文化財専門職
平成２年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人

（１）大学（短大を除く）または大学院で考古学を専攻し、卒業
（修了）または来年３月31日までに卒業（修了）見込みの人
（２）人事委員会が（１）と同等の資格があると認める人

消防吏員A
日本国籍を有する、次のいずれかに該当する人

（１）平成２年４月２日〜平成10年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

４月15日以降に同園へ。空きがあれば
当日も受け付けます。

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「ファイナンシャル・プランナー３
級」講座 ▽パソコン「フォトショップエ
レメンツ」講習 ▽「社会保険労務士直
前対策」講習 ▽「商業・工業簿記２級」
講習 ▽「パワーポイント３日間でマス
ター」講座―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a671-6831f 

672-2133
子ども・若者育成支援員（嘱託員）
を募集

　青少年健全育成課（市役所13階）
で、子ども・若者の健全育成・非行防
止に関する業務などに従事。【資格】
教員免許保有者、臨床心理士、保健師 
※いずれも、子どもの育成に関する
活動歴を１年以上かつ民間企業等の
職務経験を３年以上有する人【任用期
間】６月１日〜来年３月31日（再任用あ
り）【申込書の配布】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。市ホームページにも掲載【申
込期間】４月24日（必着）までi同課
a711-4188f733-5534

された申込用紙を郵送かファクスで、
５月14日（必着）までに同委員会事務
局へ。
ガーデニングコンテストの参加者
を募集

　ヤフオクドームの花壇づくりに参加
したい市民・団体などを５月13日まで募
集しています。詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。i一人一花
推進課a711-4424f733-5590

しごと

老人福祉センター長生園　アク
ティブシニア創業講座

　テーマは「豊かな人生に向けて、創
業について考える」です。d４月25日
㈭午後３時〜４時半li同園（博多区
千代一丁目）a641-0903f641-0907 
t市内に住むおおむね60歳以上c20
人（先着）e電話かファクス、来所で、

　※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。

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　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

福岡市政だより
2019（平成31）年４月15日 情報BOX9 お知

らせ しごと



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

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

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）

映像ホール・シネラ　５月上映スケジュール
特別企画「増村保造監督」特集
〜60年代日本映画を代表する監督・増村保
造監督の特集〜
１日

(水･祝) くちづけ（11）、青空娘（２）
２日

(木･休) からっ風野郎（11）、巨人と玩具（２）
３日

(金･祝) 黒の試走車（11）、妻は告白する（２）
４日

(土･祝) 卍（まんじ）（11）、兵隊やくざ（２）
５日

(日･祝) 清作の妻（11）、刺青（いれずみ）（２）
６日

(月･休) 陸軍中野学校（11）、曽根崎心中（２）
９日㈭ 華岡青洲の妻（２）
10日㈮ 青空娘（11）、くちづけ（２）

11日㈯ 巨人と玩具（11）、からっ風野郎（２）
12日㈰ 兵隊やくざ（11）、曽根崎心中（２）
15日㈬ 妻は告白する（11）、黒の試走車（２）
16日㈭ 清作の妻（11）、卍（まんじ）（２）
17日㈮ 曽根崎心中（11）、巨人と玩具（２）
18日㈯ くちづけ（11）、華岡青洲の妻（２）
19日㈰ 青空娘（11）、妻は告白する（２）
22日㈬ 刺青（いれずみ）（11）、兵隊やくざ

（２）
23日㈭ 黒の試走車（11）、陸軍中野学校（２）
24日㈮ からっ風野郎（11）、卍（まんじ）（２）
25日㈯ 陸軍中野学校（11）、清作の妻（２）
26日㈰ 華岡青洲の妻（11）、刺青（いれずみ）

（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。

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪５月６日（月・休）、12日㈰、14日㈫、
19日㈰、25日㈯、26日㈰午前９時〜10時

（14日は午後６時〜７時）⑫５月６日（月・休）
午前９時〜10時、14日㈫午後６時〜７時
⑬５月26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
話か来所、ホームページで予約を。

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 歯周病検診 18歳以上 1,000円
　※５月６日（月・休）、14日㈫、25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。

５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（①は販売業者を
除く20歳以上）y①④⑤⑥無料②③500
円e①②③はが
きかファクス、来
所で、①４月20日
②③４月23日（い
ずれも必着）ま
でに同施設へ。
②③は当選者の
み通知。④⑤⑥
電話かファクス、
来所で、④希望
日の３日前まで
に⑤⑥随時同施
設へ。

内容・日時 定員
①フリーマーケットの出店
５／６（月・休）10：00〜13：00

16区画
（抽選）

②初心者向け・丸首のロングベスト
作り　５／９〜23の木曜日13:00〜
16:00（連続講座）

15人
（抽選）

③四角つなぎのおしゃれポーチ作
り　５／11〜25の土曜日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10:30〜15:30の30分程度 ―
⑥つまみ細工の花飾り
毎日10:30〜15:30の30分程度 ―

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）

５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（②は販売業者を
除く20歳以上）y①入場無料②⑤⑥⑦
⑨⑩無料③400円④⑧500円（⑥⑨は部
品代別）e①不要②③④⑧⑩往復はが
きか来所で②４月27日③５月２日④５月９
日⑧５月15日⑩５月20日（いずれも必着）
までに同施設へ。③④⑧⑩はファクス、
ホームページでも受け付け。⑤⑥⑦⑨
電話かファクス、来所で、５月１日以降に
同施設へ。

内容・日時 定員
①５月元気フェスタ 「リユース陶器
市」「紙すき」「裂き織り」「つまみ細工」

「端材でマイはし作り」「木で作るロ
ボット」など　５／12㈰10:00〜15:00

―

②フリーマーケットの出店
５／12㈰10：30〜13：00

20区画
（抽選）

③パッチワーク講座　５／15〜６／
５の水曜日10：00〜13：00（連続講座）

10人
（抽選）

④エコクッキング（手作りソーセー
ジなど）　５／19㈰10：00〜13：00

10人
（抽選）

⑤菜園相談会（生ごみリサイクル）　
５／19㈰10：00〜12：00

10人
（先着）

⑥傘の修理
５／19㈰、22㈬10：00〜13：00

各６人
（先着）

⑦木製のまな板削り
５／23㈭、25㈯10:00〜16:00

各12人
（先着）

⑧卓上機で裂き織り
５／25㈯10:00〜13：00

10人
（抽選）

⑨おもちゃの病院
５／26㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

⑩基本の包丁研ぎ講座
５／30㈭10:00〜12：00

５人
（抽選）

com）、来所で問い合わせ先へ。ホーム
ページでも受け付けます。

母子保健相談員を募集
　【資格】保健師または助産師。他要
件あり【任用期間】５月13日〜来年３月
31日（再任用あり）【募集案内・申込書
の配布】４月15日から各区保健福祉セ
ンター健康課、情報プラザ（市役所１
階）で【申込期間】４月19日（必着）まで
i南区健康課a559-5119f541-9914
市職員消防吏員（回転翼航空機操
縦士）を募集

　消防航空隊での航空機操縦業務を
行うほか、消防業務全般に従事。【資
格】 ▽日本国籍を有すること ▽地方
公務員法第16条各号のいずれにも該
当しないこと ▽ 事業用操縦士（回転
翼航空機）の資格を有していること ▽
回転翼航空機について、500時間以上
の飛行経歴を有していること ▽第１
種航空身体検査証明書を有している

働く人のライフサポート相談会
　仕事や子育て・介護、法律等、暮らし
に関わる悩みや不安についての相談
に弁護士などが応じます。親子で遊べ
るイベント等もあり。d４月27日㈯午
前11時半〜午後1時l舞鶴公園鴻臚館

（こうろかん）広場（中央区城内）i福
岡地域労働者福祉推進協議会a283-
5280f283-5251y無料e不要

憲法週間無料法律相談会
　法律相談に弁護士などが応じま
す。d５月13日㈪〜17日㈮午前10時
〜午後３時半li天神弁護士センター

（中央区渡辺通五丁目）a741-3208f 

752-1330c100人（先着）y無料e電
話で４月19日以降に同センターへ。

相 談
会社合同説明会

　約120社が参加。d４月23日㈫午後
１時〜５時（受け付けは正午〜午後４
時半）l福岡国際会議場（博多区石
城町）i福岡商工会議所 商業・雇用
支援グループa441-2169f482-1523 
t大学、短大、高専、専門学校などの
来年３月卒業予定者、求職者y無料
e不要
ibbなでしこ塾　基礎から学ぶ「経
営」スクール

　専門家等から起業の心得や会社の
経理などについて学びます。d５月15
日、22日、６月５日、19日、７月３日、17日
午後６時半〜９時半（いずれも水曜日。
連続講座）libb fukuokaビル（中央区
天神二丁目）iアイ・ビー・ビーa737-
6360f732-9559t創業予定か創業間
もない人、経営に携わる人などc15人

（先着）y１万5,000円e電話かファク
ス、メール（m m.asada@hirota-shoji.

こと－の条件を満たしている人。詳細
は市ホームページで確認を【採用予
定日】７月１日以降（要相談）【申込期
間】４月24日（消印有効）までi消防局
職員課a725-6531f791-2535
市立保育所の臨時的任用職員①
保育士②調理業務員を募集

　【募集案内・申込書の配布】指導監
査課（市役所13階）、情報プラザ（同１
階）で。市ホームページにも掲載。随
時受け付け。i同課a711-4262f733 
-5718

②
の
ロ
ン
グ
ベ
ス
ト
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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

しごと 相談 施設の情報   ゴールデンウイークの施設の休館日は６面に掲載しています



d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　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

福岡市政だより
2019（平成31）年４月15日 情報BOX7 ゴールデンウイークの施設の休館日は６面に掲載しています  施設の情報

　いずれも連続講座。詳細はホームページで確認を。t①③１歳〜３歳児と保護者
のペア②④⑤⑥18歳以上eはがきかファクス、来所で、４月15日〜30日（必着）に同
体育館へ。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親子でふれあいあそび広場 ５／14〜７／９の火曜日

11:15〜12:15（５／21を除く） 10組 １組4,800円

②ZUMBA（ズンバ） ５／15〜７／31の水曜日
20：00〜21：00 20人 8,400円

③春の体験 親子ヨガ ５／17〜31の金曜日
11：15〜12：15 10組 １組2,100円

④アフタヌーン ヨガ（前期） ５／17〜８／２の金曜日
13：00〜14：30 20人 8,400円

⑤夏のリラックス ヨガ ５／24〜８／９の金曜日
19：30〜20：45 20人 8,400円

⑥夏エンジョイ 美ボディ ピラ
ティス

５／28〜８／27の火曜日
13：00〜14：30（７／16、８／13を
除く）

20人 8,400円

市民感謝デー
　新鮮な魚介類を販売します。d５月11
日㈯午前９時〜正午y入場無料e不要
こどもおさかな料理教室
　「イサキの煮付け」を作ります。d５月
11日㈯午前10時〜午後１時t市内に住
む小学３年〜中学生と引率者c25人（抽
選）y１人500円e電話かメール（m sen
gyo.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に引率者
の応募事項（日中連絡が可能な電話番
号を明記）と参加者全員の氏名（子ども
の名前の横に学年も）を書いて、５月１日
午後４時半までに同市場へ。当選者のみ
通知。

新収蔵品展2016-2019年
　2016年から2019年までの期間に、新
たに収蔵した作品を紹介します。d開催
中〜６月25日㈫y一般200円、高大生
150円、中学生以下・市内に住む65歳以
上無料

　※詳細はホームページで確認を。
博多人形節句人形展
　約50点を展示・販売。d４月18日㈭〜
５月７日㈫ ※最終日の展示は午後５時ま
でy入場無料
どんたくのイベント
　５月３日（金・祝）は稚児舞、博多子どもに
わか、４日（土・祝）
は高砂連と博多
にわか五月会=
写 真=が 歌、踊
りなどを披露。

　※４月20日から、福岡のクリエーター
がデザインした「科学の偉人バッジ」を
新たに10種類販売。
STARRY NIGHT JAM①プラネタリウムコン
サート〜星空とバイオリン弾きの物語
〜②星語り〜幸せの星を目指して〜
　①デルソールが出演。②春の星空の
紹介。d５月①５日（日・祝）午後５時、７時〜
②18日㈯午後４時、６時半〜 ※各50分
c各回220人（先着）y中学生以上①
2,000円②500円、小学生①800円②300
円 ※いずれも未就学児は無料（座席が
必要な場合はチケットが必要）e４月①
10日②24日の午後４時以降に同館また
はホームページで販売（１人５枚まで）。

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）

４･５月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③の会場は城南体育館（城南区別府六丁目）、上履きと
床に敷くタオルを持参。y①〜⑤無料⑥100円c①〜⑤なし⑥20人（先着。１人１
個）e①〜⑤不要⑥電話かファクスで、５月１日以降に同会館へ。

内容 日時 対象
①お手玉あそび ４／20㈯14:00〜15:30 幼児〜高校生
②カプラ（フランス生まれの積み木）であそぼう ４／21㈰14:00〜16:00 幼児〜高校生
③あかちゃんといっしょ（乳幼児の親子あそ
び） ４／24㈬10:30〜11:30 まだ一人で歩けな

い乳幼児
④ふれあいひろば ４／28㈰14：00〜15：00 幼児〜高校生
⑤児童虐待防止啓発イベント バリスゴヒー
ローズがやってくる ４／29（月・祝）15：00〜17：00 幼児〜高校生

⑥おもちゃ病院 ５／19㈰10：00〜14：00 幼児〜高校生
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びや、中高生を対象にしたカフェやライブ活動を毎
月実施。詳細はホームページで確認を。

さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）
〒815-0031 南区清水一丁目17-15　a511-1132 f552-3447
o午前９時〜午後９時（プールは午前10時〜午後８時半）x月曜（祝休日のときは
翌平日）、月末（土・日曜日のときは翌火曜日）

　①③④⑦〜⑩は連続講座。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。⑫
のみ南体育館（南区塩原二丁目）で開催。t市内に住む障がいのある人（催しに
よって他要件あり）y①〜⑩⑬⑭⑮無料⑪1,000円⑫８日＝1,500円、９日＝3,000円
e①③〜⑮４月15日から受け付け。申込書は同プラザで配布。②来所で随時受け
付け。

内容 日時 定員
①アスリート　卓球 ４／19〜来年３／６の原則毎月第３金曜日

19：00〜20：30
８人

（先着）

②スポーツ医事相談 ４／20〜来年３／７の原則毎月第３土曜日
15：00〜17:00（10月、12月、来年２月を除く）

各４人
（先着）

③フットサル教室 ４／27〜来年２／15の原則毎月第２・４土曜
日13:00〜15：00

10人
（先着）

④ジュニアサッカー教室 ５／10〜来年３／13の金曜日17:00〜18:30
（８月、来年１／３を除く）

10人
（先着）

⑤おもちゃ図書館 ５／11〜来年３／14の原則毎月第２土曜日
13：00〜15：00

20人
（先着）

⑥おはなし会 ５／11〜来年３／14の原則毎月第２土曜日
13：00〜15：00（11月、来年２月を除く）

10人
（先着）

⑦With（ウィズ）スポーツ教室 ５／11〜来年２／29の原則毎月第２･３土曜
日15：00〜17:00（11月、来年２月を除く）

10人
（先着）

⑧リハビリ教室 ５／14〜来年３／17の火曜日10：00〜12：00
（８月、11月を除く）

20人
（先着）

⑨放課後スポーツ教室 ５／15〜来年３／４の水曜日17:00〜18:00
（８月、11月を除く）

10人
（先着）

⑩リフレッシュ教室 ５／16〜来年３／19の原則毎月第１・３木曜
日10：30〜12：00

25人
（先着）

⑪パラボッチャ大会 ５／26㈰9：00〜18：00 40人
（抽選）

⑫福岡オープンバドミントン大会 ６／８㈯、９㈰9:00〜17:00 各150人
（先着）

⑬パラプロジェクトカップ　福岡県
内中高生ボッチャ大会 ７／20㈯9:00〜17:00 100人

（先着）

⑭中高生水泳（前期・後期） ７／23㈫〜７／26㈮、８／20㈫〜８／23㈮
9:30〜11:00

15人
（先着）

⑮中高生スポーツ ８／６㈫〜８／９㈮9:30〜11:00 15人
（先着）

市民体育館
〒812-0045 博多区東公園８-２　a641-9135 f641-9139
o午前９時〜午後10時（プールは午後９時まで）x毎月第３月曜（祝休日のときは翌平日）

鮮魚市場
〒810-0072 中央区長浜三丁目１１-３
a711-6414（午前８時〜午後４時半）
f711-6099　x日・祝休日 ※休
日は開場する場合あり。詳細は問い
合わせを。

まもるーむ福岡 （保健環境学習室）

〒810-0065 中央区地行浜二丁目１-34
保健環境研究所１階
a831-0669 f831-0670
o午前10時〜午後５時x月曜・火曜

（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） ※５月２日（木・休）は午後９時まで
開館。５月３日（金・祝）は午前８時、４日（土・
祝）は午前７時半から開館x水曜（祝休日
のときは翌平日）

アジア美術館
〒812-0027 博多区下川端町３-１
リバレインセンタービル７・８階
a263-1100 f263-1105
o午前10時〜午後８時（入場は午後７時
半まで） x水曜（祝休日のときは翌平日）

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）

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）

美術館
〒810-0051 中央区大濠公園１-６
a7１４-6051 f７14-6071
o午前９時半〜午後５時半（入館は
閉館30分前まで） ※カフェ、レスト
ランについてはホームペ ージで確
認を。 x月曜（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）

　※いずれも無料。小学３年生以下は
保護者同伴。申し込みは電話かメール

（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来
所で、４月17日午前10時以降に同施設へ。
特別教室「浜辺の植物観察会」
　地行浜周辺の植物を採取し、名前や
構造を学びます。d５月18日㈯午前10時
半〜正午t小学生以上c25人（先着）
みんなでチャレンジ「種の形の不思議」
　種の形や飛び方の違いを学びます。
種の模型を作って種が飛ぶ様子を観察
します。d５月25日㈯午前10時半〜11時
c25人（先着）

①夫・パートナーとの関係を考える〜
これってＤＶ？〜②女性の人生サポー
ト講座 老後とお金〜法律編〜
d５月①18日㈯②25日㈯午後１時半〜３
時半 ※②は３時半から弁護士への個別
相談もありt女性y無料c①20人②40
人（いずれも先着）n６カ月〜小学３年生

（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書い
て各10日前までに申し込み）e電話（①
a526-3788②a526-3755）かファクス、
メール（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）、
来所で、４月15日以降にアミカスへ。
ホームページでも受け付け。②は空き
があれば当日参加可。

　※いずれも無料（③は開催中の「これ
がわたしたちのコレクション」観覧券が
必要）。①②は30分前から受け付け。③
は５分前から受け付け。
①つきなみ講座特別編 インカ・ショニ
バレCBEの活動と作品について
d４月27日㈯午後３時〜４時c180人（先着）
②九州交響楽団メンバーによるコンサート
d４月28日㈰午後２時〜３時c180人（先着）
③学芸員によるコレクション展示解説
d ▽近現代美術編＝４月29日（月・祝）、５月
11日㈯、26日㈰ ▽古美術編＝５月19日㈰
いずれも午後３時〜４時

　※以下の企画展示は一般200円、高大
生150円、中学生以下・市内に住む65歳
以上無料。
企画展示「古代と暦」
　出土品や書物などを展示し、元号使
用以前から続く暦の変化を紹介します。
d開催中〜６月９日㈰
企画展示「筑前の女性文化人展〜二川
玉篠の絵画とゆかりの人々〜」
　福岡藩の書家・二川相近の娘で、独特
の絵画作品を残した玉篠の作品とゆか
りのある人々の功績を紹介します。d４
月23日㈫〜６月16日㈰
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