
〒 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。

7/

7
●日
他

2あにまるぽーと　①わんにゃんよかイベント ②夏休み
に親子で体験 わんにゃんサマースクール

　①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。②犬や猫の飼育について学びます。
d７月①７日㈰午前10時〜午後２時②24日㈬、28日㈰午前９時半〜11
時半liあにまるぽーと（東区蒲田五丁目）a691-0131f691-0132 
t①不問②小学３〜６年生と保護者c①なし②各５組（抽選。１組４人
まで）y無料e①不要②電話かファクスで、７月10日までにあにまる
ぽーとへ。当選者のみ通知。

7/

13
●土

2地下鉄「ちかまる号」ラストラン

　ラッピング列車「ちかまる号」が７月13日㈯で運行を終了します。当
日ラストラン（最終運行）として姪浜〜貝塚間を臨時便が往復。姪浜駅
と貝塚駅には、地下鉄マスコット「ちかまる」も登場。詳細はホームペー
ジで確認を。d午後０時36分〜２時12分l地下鉄姪浜駅他i地下鉄
お客様サービスセンターa734-7800f721-0754e不要

7/

13
●土

3花畑園芸公園　園芸講座「肥料の使い方（肥料の知識）」

d午後１時半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f 

565-3754c50人（先着）y無料e電話かファクスで、７月６日以降に同
公園へ。

7/

14
●日

2老人福祉センター若久園　若久園フリーマーケット

　雑貨や衣料品の他、飲食物を販売。ジュースの無料提供もあり。雨
天決行。d午前10時〜午後１時li同園（南区若久六丁目）a511-
7255f511-7558y入場無料e不要

7/

15
●●月・祝

3フォーラム「障害からひろがる表現とケア ともに創造
するためのはじめの一歩」

　障がいのある人の表現活動現場に携わる俳優・倉品淳子氏らを講
師に迎え、国内外の事例や福岡の現状を踏まえ、まず大事にすべき表
現やケアについて共に考えます。d午後２時〜５時l九州大学大橋
キャンパス（南区塩原四丁目）i九州大学ソーシャルアートラボ
af553-4552t文化事業や文化施設、福祉関連の仕事に従事してい
る人（将来携わりたい人も可）c50人（先着）eファクスかメール（m 
sal-cul@design.kyushu-u.ac.jp）で問い合わせ先へ。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。

7/

18
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　ベルギーのテムス出身のヴェルムーレン・ジュールさんがふるさと
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）a262-1744f262-
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、７月１日以降に同財団へ。空き
があれば当日も受け付けます。

7/

20
●土

3ブドウの産地見学と料理教室

　生産地（西区）を見学後、ブドウを使ったお菓子を作ります。集合・解
散は市役所。d午前８時50分〜午後３時i農業振興課a711-4852f 

714-4033t市内に住むか通勤する18歳以上c20人（抽選）y1,000円
eはがき（〒810-8620住所不要）かファクス、メール（m n-shinko.AFFB 
@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項を書いて、７月８日（必
着）までに同課へ。

7/

20
●土

3月隈パークゴルフ場　バラの育て方講座

d午前10時〜正午、午後１時〜３時li同ゴルフ場（博多区月隈三丁
目）a504-5333f586-5388t中学生以上（18歳未満は保護者同伴）c

各15人（先着）y1,000円e電話かファクス、来所で、７月１日以降に同
ゴルフ場へ。空きがあれば当日も受け付けます。

市総合図書館　夏休みわくわく授業

li同図書館（早良区百道浜三丁目）a852-0600f832-1588t小学生と保護者
c各回30組（先着。１組４人まで）y無料e電話かファクス、メール（m yokatai@
tbknet.co.jp）に参加者全員の応募事項と希望日時を書いて、７月２日以降に同図
書館へ。来所でも受け付けます。空きがあれば当日も受け付け可。

内容 日時
①電気のしくみ（電気を作って仕組みを知り、身の回り
にある電気について学び、省エネを考えます）

７／21㈰10：30〜12：00、
13：30〜15：00

②折り紙ヒコーキ教室（折り紙で飛行機を作り、飛行距
離を競います。空の仕事講座もあり）

７／28㈰10：30〜12：00、
13：30〜15：00

③手作り乾電池教室（電池の構造などを学び、専用キッ
トで乾電池を作ります）

８／４㈰10：30〜12：00、
13：30〜15：00

講座・教室

さざんぴあ博多　夏休み子供体験教室（ハーバリウム作り）

　ガラス瓶にオイルとドライフラワーを入れて飾り物を作ります。小学２年生以
下は保護者同伴。 ※大人のみの参加も可d８月１日㈭午前10時半、午後２時半
から（各２時間）liさざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）a502-8570f502-
8571c各18組（先着）y1,000円e電話か来所で、７月１日以降に問い合わせ先
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
※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
令和元（2019）年７月１日 情報BOX15 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

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（7月前半の日・祝日）
７月７日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25） a651-0022
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75） a608-0001
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
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17） a891-1234
７月14日㈰
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24） a591-8088
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
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15） a558-0081
白十字病院（西区石丸三丁目２-１） a891-2511
昭和病院（西区徳永大町911-１） a807-8811
７月15日（月・祝）
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
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５） a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35） a821-4731
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

　※夜間・休日急患診療は、曜日・時間帯によって、加算（休
日・時間外・深夜）があります。さらに外科当番医は、紹介状
がない場合に必要な選定療養費や、保険が利かない費用が
かかる場合があるため、各医療機関に問い合わせを。



7/

20
●土
他

2市営納涼船

　博多湾を周遊します。d７月20日㈯〜８月31日㈯の金・土・日曜・祝休
日、８月13日㈫、14日㈬、15日㈭午後７時〜８時15分l集合は博多旅客
待合所（博多区築港本町 ベイサイドプレイス博多）i客船事務所a 

291-1085f281-5329c各日150人（先着）y中学生以上1,000円、１歳〜
小学生500円（小学生未満は、大人１人につき１人無料）e電話（午前９
時〜午後６時）かファクスで、７月８日以降に同事務所へ。空きがあれば
当日も受け付けます。

7/

21
●日

4ココロンセミナー「人権・同和問題の解決をめざして… 
〜好感・共感・親近感が人権力を育む〜」

　関西外国語大学教授で人権教育思想研究所所長の明石一朗氏に
よる講演。d午前10時半〜午後０時半liココロンセンター（中央区
舞鶴二丁目 あいれふ８階）a717-1237f724-5162c70人（先着）y無
料eはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）かファクス、メール（m jinke
nkeihatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp）、来所で同センターへ。空きがあれ
ば当日も受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

7/

21
●日
他

2雁の巣レクリエーションセンター ①B
ブ ル ー ホ ー ク

LUEHAWK 親子で
キャッチボール②スポーツを楽しもう サマーキャンプ

　①福岡ソフトバンクホークスの元選手らが指導します。②野球やサッ
カー、テニスなどさまざまなスポーツを体験するイベント。d①７月21
日㈰午前10時〜11時半②８月７日㈬午前10時〜８日㈭午後３時（１泊２
日）li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①５歳〜小学
３年生と保護者（子ども１人につき保護者１人）②小学４〜６年生c①24
組②40人（いずれも抽選）y①１組400円②4,500円e往復はがき（〒811-
0204東区奈多1302-53）かファクスに参加者全員の応募事項（ファクス
の場合はファクス番号も）を書いて、７月①12日②25日（いずれも必着）
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。

7/

22
●月
他

2もーもーらんど油山牧場
①子どもの牧場１日飼育体験②手作りバター教室

　①家畜の世話やアイスクリームの手作り体験など。②同牧場産の
生クリームを使って作ります。d①７月22日㈪、８月２日㈮、８月10日㈯
午前９時10分〜午後２時10分②７月30日㈫午前10時半〜11時li同
牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040t①小学３〜６年生②小学生
以上c①各10人（抽選）②40人（先着）y①1,000円②350円e①往復
はがき（〒811-1353南区柏原710-２）に参加者全員の応募事項と希望日
を書いて７月12日（必着）までに同牧場へ。②電話で７月１日以降に同
牧場へ。いずれもホームページでも受け付けます。

7/

23
●火
他

3老人福祉センター早寿園　夏休み子ども陶芸教室

　陶芸講師と一緒に小鉢を作ります。d７月23日㈫、30日㈫午後２時〜
４時l同園陶芸場（早良区百道一丁目）i同園a804-7750f804-7751 
t市内に住む小学生（小学２年生以下は保護者同伴）c各16人（先着）
y500円e電話か来所で、７月１日以降に同園（早良区重留七丁目）へ。

7/

24
●水

3うつ病家族教室「うつ病について」

d午後１時半〜３時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i精神保健福
祉センターa737-8825f737-8827tうつ病の人の家族c30人（先着）
y無料e電話かファクスに応募事項と日中連絡可能な電話番号、治
療を受けている人との続き柄を書いて、７月１日以降に同センターへ。
来所でも受け付けます。

7/

25
●木

2夏休み博多港親子見学会

　市営渡船「きんいん３」に乗って船上から博多港を眺めた後、貸し切
りバスでアイランドシティ各所（東区）を見学。詳細は問い合わせを。
d午後０時半〜４時40分l集合・解散はベイサイドプレイス博多（博多
区築港本町）i博多港ふ頭a663-3111f663-3114t小学３〜６年生と
保護者（１組４人まで）c80人（抽選）y無料eホームページに掲載の
申込書をファクスかメールで、７月11日までに問い合わせ先へ。当選
者のみ通知。

油山市民の森

li油山市民の森（南区桧原）a871-6969f801-1463t①②小学生以上③小学
４年生以上（いずれも中学生以下は保護者同伴）y①300円②1,000円③1台5,000
円e往復はがき（〒811-1355南区桧原855-4）に応募事項と希望日・時間を書いて
７月19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。

内容 日時 定員（抽選）
①森の絵画教室（植物を題材にして水
彩画を学びます）

８／10㈯10:00〜12：00、13:30〜
15:30 各15人

②ツリークライミング（ロープを使って
木に登ります）

８／11（日・祝）10:00、11:00、13:00、
14:00、15:00から（各60分） 各８人

③ログ組みベンチ製作（丸太でベンチ
を作ります） ８／11（日・祝）12:00〜16:00 ５組

催 し

市内６カ所の障がい者フレンドホーム　夏休みの催し

　時間・対象・費用など詳細は問い合わせを。ie電話かファクス、来所で、７月２
日〜11日（①は５日まで）に各ホームへ。 ※⑤は申し込み不要。 ▽東（東区松島三
丁目）a621-8840f621-8863 ▽ 博多（博多区西月隈五丁目）a586-1360f586- 
1397 ▽南（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856 ▽城南（城南区南片江二丁
目）a861-1180f861-1123 ▽ 早良（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847- 
2763 ▽西（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037

催 し

催し名 開催日

東

①高校生一泊体験７／14㈰ 〜15
（月・祝）

② 陶 芸 体 験A・B
（連続講座）

７／24㈬、８／
21㈬

③そば打ち ７／28㈰
④パン作り ７／30㈫
⑤ミニ夏祭り ８／３㈯
⑥そうめん流し ８／25㈰
⑦人形劇 ８／31㈯

博
多

⑧ 親 子 陶 芸 教 室
（連続講座）

７／20㈯、８／
３㈯

⑨わんちゃんねこ
ちゃんふれあい会 ７／25㈭

⑩藍染め体験 ７／28㈰

⑪親子お菓子教室７／30㈫

⑫トランポリン、
ボールプールで遊
ぼう

８／13㈫、14㈬、
15㈭

⑬そうめん流し ８／18㈰
⑭そば打ち体験教
室 ８／22㈭

南

⑮ペットボトルで
お花や動物の小物
入れを作ろう

７／30㈫

⑯夏の思い出 お
にぎらずランチを
作ろう

８／２㈮

⑰ヤフオクドーム
のバックヤードを
見学しよう

８／９㈮

催し名 開催日
南 ⑱楽しい習字教室 ８／10㈯

城
南

⑲そうめん流し ７／20㈯

⑳こども書道教室 ７／21㈰、８／
４㈰、10㈯

㉑パラリンピック
で遊ぼう ７／27㈯

㉒かき氷とお話し
会 ７／30㈫

㉓カラーサンドで
アレンジしよう ７／31㈬

㉔お菓子作り ８／６㈫

早
良

㉕こども陶芸教室
（連続講座） ８／６㈫、20㈫

㉖親子アート教室 ８／７㈬、21日㈬
㉗こどもアート教室８／７㈬、21日㈬
㉘こども書道教室 ８／９㈮、23㈮

西

㉙こどもプール教
室(連続講座)

７／23㈫、30㈫、
８／６㈫、20㈫

㉚こけ玉作り ７／23㈫
㉛フラダンス教室 ７／28㈰
㉜ハーバリウムの
ボールペン作り ７／31㈬

㉝時計を作ろう ８／６㈫
㉞革クラフト ８／22㈭

情報BOX 福岡市政だより
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所 　　　　●年齢  　　　　　●小中高生は学年

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



7/

25
●木
他

2博多伝統芸能館　公演

　博多芸妓（げいぎ）による唄や舞、お座敷遊びの体験など。②は福岡
民踊舞踊四季の会も出演。d①７月25日㈭午後４時〜４時50分②８月３
日㈯午後１時〜２時半、３時〜４時半l同館（博多区冷泉町）i博多伝
統芸能振興会a441-1118（当日は080-2705-5462）f441-1149c各回
20人（先着）y①3,000円②5,000円e電話かファクス、メール（m fkkde
ntou@fukunet.or.jp）に代表者の応募事項とメールアドレス、参加人数

（中高生と小学生以下がいる場合はそれぞれの人数も記入）、希望日
時を書いて、同会へ。ホームページでも受け付けます。空きがあれば
当日も受け付けます。

7/

26
●金

2こども 水たんけん隊

　ダム工事現場（朝倉市）見学や枝打ちなどの育林体験を通して、水
と森林の関係を学びます。d午前８時〜午後５時l集合・解散は市水
道局（博多区博多駅前一丁目）i流域連携課a483-3194f483-3252t

市内に住むか通学する小学４〜６年生と保護者c40人（抽選）y無料
eはがき（〒812-0011博多区博多駅前１-28-15）かファクス、メール（m 
ryuiki.WB@city.fukuoka.lg.jp）で、７月12日（必着）までに同課へ。

7/

27
●土
他

3博多工業高等学校　小学生ものづくり教室

　同高校の生徒が「ものづくり」を指導します。①燃料電池自動車②
電磁力で回るこま③ロボット④回転アニメーション⑤ログハウス貯金
箱⑥木製筆立て―を作ります。d７月①27日㈯午前９時半〜11時半②
27日㈯正午〜午後２時③27日㈯午後２時半〜４時半④28日㈰午前９時
半〜11時半⑤28日㈰正午〜午後２時⑥28日㈰午後２時半〜４時半l

市役所１階多目的スペースi同高校a862-6575f862-8346t小学４〜
６年生と保護者のペアc各10組（抽選）y１組100円e往復はがき

（〒814-0155城南区東油山４-20-１）に参加者全員の応募事項と希望講
座名（第６希望まで記入可）を書いて７月１日〜12日（消印有効）に同高
校へ。来所（城南区東油山四丁目）でも受け付けます。

7/

28
●日

3市民防災センター　①新米パパママ応急手当て講習会②身近な
防災について考えよう〜地震・大雨発生 あなたはどうする？〜

　①１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。②同センター職員と一緒に考えます。d①午前10時〜11時半、
午後２時〜３時半②午前11時半〜午後０時半li同センター（早良区
百道浜一丁目）a847-5990f847-5970t①１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②不問c①各10組②６組（いずれも
先着）y無料e電話かファクスに参加者全員の応募事項と①は希望
時間、②は参加人数も書いて、７月１日以降に同センターへ。

7/

28
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園　子ども向けアート

　ペットボトルを使って小物入れを作ります。d午前10時〜正午li

同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883t５歳〜小学生
（未就学児は保護者同伴）c20人（先着）y500円e電話かファクスで、
７月２日午前10時以降に同農園へ。

7/

28
●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 ※託児あり（4歳以上。無料。先着順）。託児希望
者は電話かメール（m rememberfukuoka@yahoo.co.jp）で、７月12日ま
でに申し込みを。

7/

31
●水

2夏休み下水道たんけん隊

　山王雨水調整池（博多区山王一丁目）や水処理センター、下水道工
事現場の見学。集合・解散は市役所。d午前９時半〜午後５時i施設
管理課a711-4516f711-1875t市内に住む小学３〜６年生と保護者

（１組５人まで）c100人（抽選）y無料eはがき（〒810-8620住所不要）
かメール（m shisetsukanri.RSB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の
応募事項を書いて、７月10日（消印有効）までに同課へ。市ホームペー
ジでも受け付けます。

7/

31
●水
他

3市消費生活センター
くらしに役立つ消費生活講座（夏休み親子講座）

　①「親子で学ぶお金の話〜物やお金の大切さを楽しく学ぼう〜」貯
金箱作りもあります。②「親子ＬＥＤ工作教室〜あかりについて楽しく学
ぼう〜」ＬＥＤ（発光ダイオード）ランプを作ります。d①７月31日㈬午前
10時〜11時半②８月９日㈮午前９時40分〜11時40分、午後１時半〜３時
半li同センター（中央区舞鶴二丁目 あいれふ内）a712-2929f712-
2765t市内に住む①小学３〜６年生と保護者のペア②小学生と保護
者のペアc①24組②各回20組（いずれも抽選）y無料n１歳〜就学前

（無料。要予約）eはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）に応募事項と
希望日・時間、託児希望者はその旨を書いて、７月１日〜①22日②26日

（いずれも必着）に同センターへ（１通２組まで）。来所、ホームページで
も受け付け可。①②の重複応募不可。当選者のみ通知。

8/

1
●木

4ＵＲＣ（福岡アジア都市研究所）都市セミナー
「変貌する中国の大都市」

　中国の社会経済情勢や上海・広州を中心とした都市の発展状況な
ど、最新の動向についての講演会。d午後２時〜４時半l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同
研究所a733-5686f733-5680c100人（先着）y無料e７月１日以降に
ホームページに掲載、または情報プラザ（市役所１階）で配布する申込
書をファクスかメールで同研究所へ。電話、来所（中央区天神一丁目 
市役所北別館６階）でも受け付けます。空きがあれば当日も受け付け
可。

ふくおかどうぶつ相談室　①ずっと一緒に暮らすための犬猫よろず相
談②プロドッグトレーナーに学ぶ 災害時でも役立つ犬のしつけ方教室

　①犬のしつけや、犬・猫のトリミングの方法、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。②災害時に家庭犬と同行避難するために
必要なしつけ方を学びます。d７月①21日㈰午後１時〜４時②30日㈫午後２時〜
４時li同相談室（西区内浜一丁目）a891-1231f891-1259t①犬・猫を飼って
いる人、飼う予定の人②市内に住む犬の飼い主、飼う予定の人c①なし②20人

（先着）e①不要。 ※ペット信託、犬のしつけについては要予約。電話かファクス
で、７月１日〜19日に同相談室へ。②電話かファクスで、７月1日以降に同相談室
へ。

催 し

①おはようボウリング教室②おはようスケート教室

　いずれも全２日。d①第１回＝７月29日㈪・30日㈫、第２回＝８月19日㈪・20日㈫
いずれも午前９時〜11時②第1回＝８月５日㈪・６日㈫、第２回＝８月７日㈬・８日㈭い
ずれも午前９時〜10時lパピオ（博多区千代一丁目）i①パピオボウルa633-
2500f633-2498②パピオアイスアリーナa633-2468f633-2499t①第１回＝小
中学生、第２回＝小中学生と保護者のペア②５歳〜小学生c①第１回＝50人、第２
回＝25組（いずれも先着）②各150人（抽選）y①第１回＝1,500円、第２回＝１組
2,800円②3,000円e①電話かファクスに参加者全員の応募事項と希望時間を書
いて、７月１日以降に問い合わせ先へ。②はがき（〒812-0044博多区千代１-15-30）
かファクスに応募事項と性別、希望日を書いて７月１日〜19日（必着）に問い合わ
せ先へ。来所でも受け付けます。

講座・教室

かなたけの里公園　①夏の里山観察会 〜バッタ編〜 
②「農業体験農園 秋冬野菜」利用者募集

　①原っぱと水辺で生き物を探す観察会。②種苗や肥料、資材などは同公園で
準備し、指導員が指導します。定期的な講習会もあり。詳細はホームページで確
認を。d①７月28日㈰午前10時〜正午②９月１日㈰〜来年３月31日㈫li同公園

（西区金武）af811-5118t①不問（小学生以下は保護者同伴）②市内に住む人
c①30人（抽選。１組５人まで）②４区画（抽選）y①無料②１区画２万1,000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、７月１日〜14日（消印有効）に同公園へ。１組（区画）１通。

催 し

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
令和元（2019）年７月１日 情報BOX13 催し 講座

教室 講演



8/

2
●金

2ありがとう「水」ふれあい交流会

　筑後川流域の小学生と、海水淡水化施設「まみずピア」とマリンワー
ルド海の中道（いずれも東区）を見学し、福岡タワー（早良区百道浜二
丁目）で交流会を行います。昼食付き。集合・解散は市役所。d午前９
時15分〜午後５時半i福岡都市圏広域行政事業組合事務局a733-
5004f733-5005t福岡都市圏に住む小学５・６年生 ※保護者の参加
は原則不可c40人（抽選）y無料eはがき（〒810-8620住所不要）か
ファクス、メール（m fvgv9840@mb.infoweb.ne.jp）で、７月12日（必着）ま
でに同事務局へ。当選者のみ７月19日までに通知。

8/

2
●金

2東図書館
文学座俳優による朗読劇「宮沢賢治のファンタジー」

d午後１時〜２時lなみきスクエア（東区千早四丁目）i東図書館
a674-3982f674-3973c60人（先着）y無料e７月２日午前９時から東
図書館カウンター（なみきスクエア内）で整理券を配布。

8/

2
●金
他

3あすみん（ＮＰＯ・ボランティア交流センター）
ＮＰＯ広報講座

　広報手段の種類やチラシ作成のポイント等を学びます。d８月２日
㈮、９日㈮午後７時〜９時（連続講座） ※希望回のみの参加も可liあ
すみん（中央区今泉一丁目 天神クラス４階）a724-4801f724-4901t

市内で市民公益活動を行う（予定含む）ＮＰＯ法人、ボランティア団体
などc各40人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m info＠fnvc.
jp）に応募事項と所属する団体名を書いて、７月１日以降に同施設へ。
来所でも受け付けます。空きがあれば当日も受け付け可。

8/

3
●土

3市民体育館　夏休みタグラグビー教室

　タックルをしない安全なラグビーです。d午前９時半〜11時半li

同体育館（博多区東公園）a641-9135f641-9139t小学生c50人（先
着）y500円e電話かファクス、来所で、７月1日午前10時以降に同館へ。

8/

3
●土

3スポーツ体験塾「なぎなた教室」

d午前10時〜正午l市民体育館（博多区東公園）i市スポーツ協会
事業課a645-1233f645-1220t小学生c20人（抽選）y無料eホーム
ページで７月１日〜14日に受け付けます。当選者のみ通知。

8/

3
●土
他

2市埋蔵文化財センター
①収蔵庫暗闇ツアー②子ども考古学教室

　①発掘調査によって出土した遺物130万点を保管している同セン
ターの収蔵庫をちょうちんを持って探検します。②鋳型に金属を流し
込み、鏡を作ります。d８月①３日㈯午前10時〜正午、午後１時〜４時②
10日㈯午前10時〜正午、午後２時〜４時li同センター（博多区井相
田二丁目）a571-2921f571-2825t①不問（未就学児は保護者同伴）
②小中学生（小学生は保護者同伴）c①午前＝15組、午後＝25組（抽
選。１組８人程度まで）②各回30人（抽選）y無料e往復はがき（〒812-
0881博多区井相田２-１-94）に応募事項と希望日時、①は参加者全員の
名前も書いて、７月①７日②14日（いずれも消印有効）までに同セン
ターへ。来所でも受け付けます（返信用はがきの持参が必要）。

8/

3
●土

2東平尾公園　博多の森を楽しむ会「昆虫ウオッチング」

　レベルファイブスタジアム（東平尾公園内）の裏山で昆虫を観察し
ます。d午前10時〜午後０時半li同公園（博多区東平尾公園二丁
目）a611-1515f611-8988t小学生以上（小学生は保護者同伴）c15
組（先着。１組３人まで）y１人200円e電話かファクス、メール（m rikuj
yo.hakatanomori@midorimachi.jp）、来所で、７月１日以降に同公園へ。空
きがあれば当日も受け付けます。

8/

4
●日

2アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
昆虫標本作り

　虫の特徴を学びながら、標本を作ります。d午後１時半〜３時半
li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020t小学３年
生以上c20人（先着）y3,500円（入館料別）e電話か来所で、７月４日
以降に同公園へ。空きがあれば当日も受け付けます。

8/

4
●日

2博多湾の生き物を見てみよう

　シーサイドももち海浜公園（中央区地行浜二丁目）で地引き網を引
いて、博多湾の生き物を観察します。d午前10時〜午後１時l集合は
まもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）i環境共生実行委員会・馬場
﨑a090-5727-8219f642-4598t小中学生と保護者c70人（先着）y

無料eメール（m m.babasaki@gmail.com)に代表者の応募事項とメー
ルアドレス、参加者全員の氏名と年齢（小中学生は学年も）を書いて、
７月１日以降に同委員会へ。１通５人まで。

8/

5
●月

4中央区難病講演会
「難病を抱えながら働き続けるために」

d午後６時半〜８時lあいれふ10階（中央区舞鶴二丁目）i中央区健
康課a761-7340f734-1690c50人（先着）y無料e電話かファクスで、
７月１日以降に同課へ。

8/

7
●水

3ホームヘルパースキルアップ研修
視覚障がい者への対応

d午後１時〜４時10分lあいあいセンター（中央区長浜一丁目）i市
障がい者基幹相談支援センターa406-2580f738-3382t現職のホー
ムヘルパー、サービス提供責任者などc50人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m kikancenter@fc-jigyoudan.org）で、７月１日以降に
同センターへ。

救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（大人に対する方法）を
学びます。詳細は問い合わせを。i救急課a791-7151f791-2994t市内に住む
か通勤・通学する人y無料e電話で各申込先へ。受け付け開始は７月①③１日②
④９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

８／５㈪ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人

８／19㈪ 中央消防署（中央区那の津二
丁目） a762-0119 40人

８／21㈬ 城南消防署（城南区神松寺二
丁目） a863-8119 30人

８／29㈭ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人
②入門（夜間）８／６㈫ 消防本部（中央区舞鶴三丁目）a791-7151 30人

③普通１ ８／８㈭ 博多消防署（博多区博多駅前
四丁目） a475-0119 40人

８／27㈫ さいとぴあ（西区西都二丁目）a806-0642 30人
④上級 ８／３㈯、27㈫ 消防本部 a791-7151 各40人
　※時間は①午前10時〜11時半②午後７時〜８時半③午前10時〜午後１時④午
前９時〜午後５時。応急手当普及員講習と応急手当普及員再講習については救
急課へ問い合わせを。

講座・教室

情報BOX 福岡市政だより
令和元（2019）年７月１日 12

●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

「博多町家」ふるさと館　①山笠映像シアター・ＶＲ体験 
②「いけどうろう」で遊びましょう

　①山笠期間中の行事や山笠の構造などを紹介。②いけどうろう（箱庭）に飾る人
形を粘土から作り、焼き上げて色付けをします。小学生以下は保護者同伴。d①
毎日午前９時〜午後５時半（毎時00分、30分から。各16分間）。ＶＲ体験は開館時間内
はいつでも利用可。②７月27日㈯、８月３日㈯午後１時半〜３時半（連続講座）x第４
月曜日（祝休日のときは翌平日）li同館（博多区冷泉町）a281-7761f281-
7762c①なし②10組（先着。１人でも参加可）y①無料②１組1,500円（いずれも入
館料別）e①不要②電話かファクス、メール（m furusatokan@hakatamachiya.com）
に応募事項と参加人数を書いて、７月１日以降に同館へ。来所でも受け付けます。

催 し



8/

10
●土
他

3アクロス・文化学び塾 ①室町将軍15代の武と美 
②玄界灘の交易要衝「一支国（いきこく）」

　①九州国立博物館（太宰府市）で７月13日㈯から開催の特別展「室
町将軍〜戦乱と美の足利十五代〜」②伊都国歴史博物館（糸島市）で
10月５日㈯から開催の特別展「玄界灘の交易要衝 一支国」―の事前
講座。d８月①10日㈯②31日㈯午後２時〜３時半lアクロス福岡セミ
ナー室２（中央区天神一丁目）iアクロス福岡文化観光情報ひろば
a725-9100f725-9102c各70人（先着）y500円e電話か来所で、７月
１日以降に問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。空きが
あれば当日も受け付け可。

8/

11
●●日・祝

3松風園　煎茶 藤蔭流 初級

d午後３時半〜５時半li同園（中央区平尾三丁目）af524-8264t

初心者c10人（先着）y2,000円e電話かファクスで同園へ。

8/

16
●金
他

3
はかた伝統工芸館　夏休み 親子de博多の伝統工芸体
験教室①博多張

は り こ

子②博多人形③博多織
　①②絵付け体験③端切れを使った小物作り。d①８月16日㈮、17日
㈯、18日㈰②19日㈪、20日㈫③24日㈯午後１時半〜３時li同館（博多
区上川端町）a409-5450f409-5460t小学生と保護者のペアc各回
10組（抽選）y１作品①1,500円②③1,000円e電話かファクス、メール

（m info@hakata-dentou-kougeikan.jp）に参加者全員の応募事項と希
望日、メールアドレスを書いて、７月１日から20日午後５時までに同館
へ。来所でも受け付けます。３教室とも申し込み可（各教室１回のみ）。
当選者のみ７月22日までに通知。

8/

17
●土

2大型クルーズ客船「スペクトラム オブ ザ シーズ」
小学生向け船内見学会

　８月17日時点で有効なパスポートか運転免許証が必要（保護者の
み）。d午前10時半〜午後０時半l中央ふ頭クルーズセンター（博多
区沖浜町）i観光ブランド・クルーズ課a711-4559f733-5901t市内
の小学校に通学する小学生と保護者c40人（抽選。１組につき保護者
１人まで）y無料eファクスかメール（m cruise-event@city.fukuoka.
lg.jp）に代表者の応募事項とメールアドレス、参加者全員の氏名・年齢

（小学校名と学年）を書いて、７月10日までに同課へ。当選者には７月12
日までにメールで乗船手続きを案内。

8/

18
●日

3おいしい夏休みを体験しよう 親子体験食味学習会

　食事の際の礼儀作法などを体験しながら学びます。d午前11時半
〜午後２時li料亭 嵯峨野＜さがの＞（博多区住吉二丁目）a271-
5745f271-5748t小学３年〜中学生と保護者のペアc15組（先着）y

１人5,000円e電話かファクスで、７月１日以降に問い合わせ先へ。ホー
ムページでも受け付けます。

8/

18
●日

2アクロス弦楽合奏団　定期演奏会

　ロッシーニの「弦楽のためのソナタ第4番」、モーツァルトの「交響曲
第40番」などを演奏します。d午後３時から（２時間程度）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a725-9112f725-9102y全席指定Ｓ席3,000円、Ｓ席ペア券5,000
円、Ａ席2,000円（学生は各1,000円引き）e電話か来所で同センター

（アクロス福岡２階）へ。ホームページなどでも販売。

8/

24
●土

2日本フルートコンヴェンション福岡
全国フルートオーケストラ演奏会

　全国で活躍するフルートオーケストラや音楽大学のフルートアンサ
ンブルなど20団体が出演します。d午前10時〜午後４時lアクロス福
岡イベントホール（中央区天神一丁目）i同実行委員会a531-5382f 

531-5355t小学生以上（小中学生は保護者同伴）c100人（先着）y無料
eファクスかメール（m concert@muse-music.com）に代表者（小中学生が
含まれる場合は保護者）の応募事項と職業、日中連絡が可能な電話番
号、メールアドレスを書いて、７月１日以降に問い合わせ先へ。１組１通。 
１通につき５人まで応募可。ホームページでも受け付けます。

食品衛生月間（８月）の催し

　対象は市内に住む人。いずれも抽選。②は未就学児の同伴不可。y無料e①
④はがきか来所②⑤往復はがきか来所③はがきかファクス⑥⑨往復はがきか
ファクス、メール⑦⑧往復はがきで７月12日（①〜⑤⑦⑧消印有効⑥⑨必着）ま
でに下表の各問い合わせ先へ。会場など詳細は問い合わせを。

催し名 日時 対象・定員 問い合わせ・申込先
①手作り明太子（めん
たいこ）体験〜世界で
ひとつの【my 明太子】
を作ろう〜

８／１㈭
10:00〜
12:00

小学生と保護
者のペア10組

東区衛生課
（〒812-8653東区箱崎２-54-27）

a645-1111f645-1114

②みんなでつくろう 
手打ちそば

８／１㈭
10:00〜
13:00

小学生以上の
子どもと保護
者10組（１組３
人まで）

早良区衛生課
（〒814-0006早良区百道１-18-18）

a851-6609f822-5733
③安全で安心して食べ
られるお肉ができるま
でを見てみよう（施設
見学）

８／２㈮
10:30〜
12:00

小 学４〜６年
生と保護者10
組（１組３人ま
で）

市食肉衛生検査所
（〒812-0055東区東浜２-85-14）

a651-3404f651-9015

④キミも一流の洋菓
子職人

８／２㈮
13:30〜
16:00

小学生と保護
者のペア12組

中央区衛生課
（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）

a761-7356f761-8280
⑤プロの味に挑戦 家
庭でできるおいしい餃
子（ギョーザ）づくり

８／６㈫
10:00〜
15:00

小中学生と保
護者のペア15
組

博多区衛生課
（〒812-8514博多区博多駅前２
-19-24）a419-1126f434-0007

⑥夏野菜の手作りピザ
教室

８／８㈭
10:00〜
13:00

小学生と保護
者のペア16組

南区衛生課
（〒815-0032南区塩原３-25-３）

a559-5162f559-5149
m eisei.MWO@city.fukuoka.lg.jp

⑦人工イクラを作ろう
８／８㈭
10:00〜
12:00

小中学生と保
護者10組（1組
３人まで）

城南区衛生課
（〒814-0103城南区鳥飼５-２-25）

a831-4219f843-2662
⑧スーパーおもしろ探
検隊〜バックヤードを
見てみよう〜

８／８㈭
10:00〜
12:00

小 学４〜６年
生と保護者の
ペア10組

西区衛生課
（〒819-0005西区内浜１-４-７）

a895-7095f891-9894

⑨鮮魚市場の検査室
で実体験〜魚種鑑別
と食品検査〜

８／８㈭、
９㈮
13:30〜
15:30（連 
続講座）

小学５、６年生
12人

市食品衛生検査所鮮魚市場係
（〒810-0072中央区長浜３-11-３）

a711-6440f711-6439
m shokuhin.PHWB@city.fuku 
oka.lg.jp

催 し

福岡アジア文化賞　シンポジウム・授賞式・市民フォーラム

i福岡アジア文化賞公式行事受付係a0800-888-9530（７月１日〜）f712-9533y

無料e電話で７月１日〜８月23日に同係へ。７月１日から情報プラザ（市役所１階）
などで配布する専用はがき、ホームページでも受け付けます。当選者のみ通知。

内容 日時 会場
シンポジウム ９／10㈫15：00〜16：30（予定）

福岡国際会議場（博多区石城町）
授賞式 ９／10㈫18:30〜20:00
市民フォーラム
①芸術・文化賞
②学術研究賞
③大賞

①９／12㈭19：00〜21：00
②９／13㈮15：00〜17：00
③９／13㈮18：30〜20：30

①アクロス福岡イベントホール
（中央区天神一丁目）
②③市科学館サイエンスホール

（中央区六本松四丁目）

催 し

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
令和元（2019）年７月１日 情報BOX11 催し 講座

教室

友泉亭公園　①七夕まつり②夏休み工作教室

　①短冊に願い事を書き、大ザサに飾ります。持ち帰り用の小ザサと短冊もあり
ます。②紙（クラフト）テープでオリジナルバスケットを作ります。d７月①２日㈫
〜７日㈰午前９時〜午後４時②27日㈯午前10時〜正午li同公園（城南区友泉
亭）af711-0415t①不問②小学生と保護者のペアc①なし②10組（先着）
y①無料②１作品500円 （いずれも入園料別）e①不要②電話か来所で、７月２
日以降に同公園へ。

催 し



しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「ホームページ作成（HTML/CSS）」
講習 ▽「第二種電気工事士(学科)直
前」講習 ▽「エクセルVBAマクロ(応
用)」講習 ▽「AutoCADによる建築と機
械部品図面作成」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a 

671-6831f672-2133
アクティブシニア就労合同企業説
明会

　高齢者を積極的に雇用している企
業から直接話を聞くことができます。
d７月30日㈫午後１時半〜３時半li

老人福祉センター長生園（博多区千
代一丁目）a641-0903f641-0907t

市内に住むおおむね60歳以上y無料
e電話かファクス、来所で、７月１日以
降に同園へ。

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。d７月27日㈯午前９
時半〜正午lふくふくプラザ（中央区
荒戸三丁目）i指導監査課a711-

　※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。

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n６カ
月〜小学３年生（無料。７月11日までに
要予約。先着)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7月1日〜22日（必着）に同課
へ。来所（市役所13階）でも受け付け
ます。
高齢者活躍人材育成事業「マン
ション管理」技能講習会

　建物・設備の維持管理、マンション
に関する法令、共用部分の日常清掃
などを学びます。d７月25日㈭、26日
㈮午前10時〜午後４時（連続講座）l

県消防会館（博多区中洲中島町）i県
シルバー人材センター連合会a292-
1857f623-5677t市内に住み、勤労
意欲のある60歳以上c10人(抽選)y
無料eはがき（〒812-0046博多区吉塚
本町９-15 県中小企業振興センター
ビル８階）で７月16日（必着）までに同
連合会へ。ホームページに掲載、また
は同連合会、各支所で配布する申込
書でも受け付けます。
①会社合同説明会②インターン
シップフェア

　地場企業に就職を希望する学生等
を対象とした説明会と、これからイン
ターンシップへの参加を希望する学

生を対象としたフェアを同日に開催。
50社が参加。d７月３日㈬①午前11時
〜午後２時②午後３時〜６時lアクロ
ス福岡イベントホール（中央区天神一
丁目）i福岡商工会議所商業・雇用支
援グループa441-2169f482-1523t 

①大学、短大、高専、専門学校の来年
３月卒業予定者、求職者②大学、短
大、高専、専門学校の学生y無料e

不要

非常勤調理業務員を追加募集
　市立小学校で給食調理業務などに
従事。随時受け付け。【募集案内・申込
書の配布】教育委員会職員課（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、各公民館など
で。市ホームページにも掲載。郵送で
の請求は、封筒の表に「非常勤調理業
務員申込書請求」と朱書きし、120円
切手を貼った返信用封筒（Ａ４が入る
もの）を同封して同課（〒810-8621住
所不要）へ。i同課a711-4609f711- 
4936

市健康づくりサポートセンター健
診スタッフ（看護師）を募集

　募集案内はホームページに掲載。
【資格】月に２〜３回程度（土・日曜、祝
休日を含む）出勤できる看護師。他要
件あり【任用期間】９月１日〜来年３月
31日（再任用あり）【申込期間】７月31日

（必着）までi同センターa751-7778
（午前９時〜午後５時）f751-2572

市立保育所看護師（年休等代替）
を募集

　【資格】看護師免許を持ち、過去に
病院、福祉施設等で看護師として勤務
経験がある人【勤務場所】千代保育所

（博多区千代五丁目）、香椎保育所（東
区香椎駅前二丁目）【任用期間】８月１
日〜来年1月31日【募集案内・申込書の
配布】７月１日から指導監査課（市役所
13階）、情報プラザ（同１階）、各区子育
て支援課などで。市ホームページにも
掲載。【申込期間】７月16日（必着）まで
i指導監査課a711-4262f733-5718
「生き活（い）き講座」嘱託員（産
休・育休代替）を募集

　公民館などで開催する高齢者を対
象とした健康づくり・介護予防講座の
運営・実施などに従事。【資格】普通自
動車運転免許（ＡＴ車限定免許を含
む）を持つ保健師または健康運動指
導士の有資格者。他要件あり【勤務場
所】東区地域保健福祉課（東区箱崎二
丁目 保健福祉センター内）【任用期
間】10月７日〜来年３月31日（再任用
あり）【募集案内・申込書の配布】情報
プラザ（市役所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】７月１日
〜31日（必着）i東区地域保健福祉課
a645-1088f631-2295

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等が相談に応じま
す。今回は聴覚視がい者（変更の可能
性あり。当日問い合わせを）。d７月17
日㈬午前９時〜正午lふくふくプラザ
４階（中央区荒戸三丁目）i市身体障
害者福祉協会a738-0010f791-7687 
t市内に住む障がい者やその家族な
どy無料e不要

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】 ▽依存症・引きこもり＝火・木
曜日 ▽発達障がい・性同一性障がい
＝第１・３水曜日（いずれも祝休日を除
く）午前10時〜午後１時a737-8829

【専門医師による面接相談】アルコー
ル・薬物などの依存症、引きこもりに
ついての相談。電話（a737-8829 火・
木曜日午前10時〜午後１時）かファク
スで事前予約が必要。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）a737-8825f737- 
8827

ひきこもり相談
　臨床心理士や社会福祉士などが、
電話や面接で相談に応じます。d平
日午前10時〜午後５時liひきこも
り成年地域支援センター「よかよか
ルーム」（中央区舞鶴二丁目 あいれふ
３階）a716-3344f716-3394t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
相談は電話かファクスで同ルームに
予約を。
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。d７月20日㈯
午前10時〜午後４時l早良市民セン
ター３階（早良区百道二丁目）i県行
政書士会a641-2501f641-2503y無
料e不要

司法書士による相談・遺言相談会
　相続登記や遺言書の作成などの
他、不動産の名義変更等の相談に応
じます（１人１件、30分）。d８月３日㈯午
前10時〜午後３時lエルガーラホール

（中央区天神一丁目）i県司法書士会
事 務 局a722-4131f714-4234c40組

（先着）y無料e

電話（a0570-78 
3-544 平日午前
10時〜午後４時）
かファクスで、７
月10日以降に同
事務局へ。

相 談

背振少年自然の家 
①星空観察会（スターウオッチング）②家族でキャンプ

　①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。②芝のキャンプ
場にテントを張り、宿泊できます。詳細は問い合わせを。d①７月13日㈯午後８時
〜９時半（入場は９時15分まで）②８月８日㈭、15日㈭、22日㈭、24日㈯からそれぞれ
１泊２日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（②は小中学生と保護者）y①無料②１泊大人1,350円、
小中学生650円e①不要②電話で、各利用日の20日前までに問い合わせ先へ。

催 し

ほかんけん（保健環境研究所）研究者体験

　詳細は問い合わせを。l①③まもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）②臨海
工場（東区箱崎ふ頭四丁目）i①保健科学課a831-0683f831-0726②環境科学
課（廃棄物担当）a642-4570f642-4595③環境科学課（水質担当）a831-0697f 

831-0726y無料eメール（①m hokenkagaku.EB@city.fukuoka.lg.jp②③m hoka
nken.EB@city.fukuoka.lg.jp）で７月①②12日（必着）まで③１日以降に各問い合わ
せ先へ。②は往復はがき（〒812-0051東区箱崎ふ頭４-13-42）でも受け付けます。

内容 日時 対象 定員
①細菌検査にチャレンジ〜のぞいてみ
よう ミクロの世界〜（標本作製、顕微鏡
観察など）

７／26㈮
13：30〜16：30 中高生 10人

（抽選）

②見よう 学ぼう エコ発電教室〜工場
探検＆エコライト実験〜（ごみで発電す
る仕組みを学びます）

７／26㈮
14：00〜16：00 小学４〜６年生 10人

（抽選）

③キミも未来の科学者だ やってみよう 
身近な水の化学分析（化学分析をし、環
境問題について学びます）

８／２㈮
14：00〜15：30 小学４〜６年生 12人

（先着）

講座・教室
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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 しごと 相談



人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d７月20日㈯午後１時半〜４時lあい
あいセンター７階（中央区長浜一丁
目）i日本オストミー協会福岡市支
部af553-2141y無料e不要

お知らせ
新しい水洗化区域のお知らせ

　６月25日から次の区域の一部が新
しく水洗化（下水処理）区域になりまし
た。【東区】奈多二丁目、下原二丁目、
香椎駅東四丁目【早良区】有田六丁
目、田村六丁目、東入部二丁目【西区】
石丸一丁目、戸切一丁目、今宿町、今
宿三丁目、今津、大字田尻。水洗化区
域になった各家庭では次のように改
修してください。 ▽くみ取り便所は３
年以内に水洗便所に改造する（貸付
制度あり） ▽風呂、台所などの雑排水
は６カ月以内に排水設備を設置し下
水管（汚水管）に流す ▽排除方式が分
流式になっている区域の汚水は汚水
管に、雨水は側溝か雨水管に流れるよ
うに接続する。i下水道事業調整課 
a711-4428f733-5533、貸付制度は
下水道管理課a711-4534f733-5596

分流化区域指定のお知らせ
　６月25日から次の区域の一部が分
流化区域に指定されました。【博多
区】住吉三丁目、美野島二丁目。建築
する際は、分流式の排水設備を設置
し、汚水は汚水管に、雨水は側溝か雨
水管に流す必要があります。詳細は
市ホームページで確認を。i下水道
事 業 調 整 課a711-4428f733-5533、
助成制度は中部下水道課a711-4698 
f711-4466
「市文化芸術振興計画」を策定し
ました

　【閲覧・配布】７月12日㈮まで文化振
興課（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、市
民会館（中央区天神五丁目）などで。市
ホームページにも掲載。i同課a711-
4665f733-5537
「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・再生を行う活動で、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】７月１日〜31
日i同課a822-5832f822-5848
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】９月30日㈪まで。期間
中は、市に意見書を提出できます【縦
覧場所】政策調整課（市役所14階）、県
中小企業振興課（県庁７階）i政策調
整課a711-4326f733-5593

名称（所在地） 内容 届出日
天神ビブレビル他３
ビル（中央区天神一
丁目）

変更 ５月７日

公園および公園施設の指定管理
者を募集

　来年４月から市立霊園等（南区平尾
霊園、東区三日月山霊園、西区西部霊
園および中央区鴻巣山緑地）、かなた
けの里公園（西区金武）を管理・運営
する指定管理者を募集。【募集要項・
申込書の配布】市ホームページに掲
載【申込期間】８月30日までiみどり
運営課a711-4407f733-5590
大規模スポーツ大会の利用申し
込みについて

　市総合体育館などを会場とする大
規模スポーツ大会の利用申し込みを
受け付けます。詳細は市ホームペー
ジで確認を。【対象】全国大会規模以
上の大会【利用期間】来年４月1日〜
再来年３月31日【申込要項・申込書の
配布】７月１日から市ホームページに
掲載。または電話かファクス、メール

（m sports-shisetsu.CAB@city.fukuo
ka.lg.jp）でスポーツ施設課へ請求を

【申込期間】７月22日（必着）までi同
課a711-4099f733-5595
総合西市民プール長水路（50m）の
一般開放

　通常25m・２面のメインプール（水深
3.3m）を50mにして開放します。準備の
ため、当日午後３時〜５時は閉鎖。d７
月19日㈮、26日㈮午後５時〜９時li

同プール（西区西の丘一丁目）a885-
0124f885-6016t同プールが発行す
るメインプール利用カードの持参者。
カードの発行条件は中学生以上で
100m以上泳げる人（中学生は親権者
同伴での申し込みが必要）y一般320
円、高校生160円、中学生110円
福岡都市高速道路整備事業に伴
い、夜間通行止めになる日があり
ます

　アイランドシティへの延伸工事のた
め、７月30日㈫〜10月31日㈭のうち、片
男佐橋周辺道路が午後10時〜午前５
時半に車両通行止めになる日があり

ます。日程など詳細はホームページで
確認を。i福岡北九州高速道路公社
工事課a631-0136f631-6830
犬猫のマイクロチップ装着にかか
る費用の一部を助成

　飼い主特定に有効なマイクロチッ
プの装着費用の一部を助成します

（上限1,500円）。助成決定前に装着し
た場合は対象になりません。【対象】
次の全ての条件を満たす犬猫（犬の
場合は狂犬病予防法に基づく登録済
みで、今年度の狂犬病予防注射を受
けている必要あり） ▽飼い主が市内に
住む20歳以上 ▽市内で飼育されてい
る ▽市内の動物病院でマイクロチッ
プ装着を行うことが可能【募集数】計
50匹（抽選）【申し込み】はがき（〒819-
0005西 区 内 浜１-４-22）かファクス、
メール（m dobutsukanri.PHWB@city.fu
kuoka.lg.jp）に飼い主の応募事項と
犬・猫のいずれかと名前を書いて、７月
１日〜20日（消印有効）にふくおかどう
ぶつ相談室へ。i同相談室a891-12 
31f891-1259

事業計画変更の縦覧
　香椎駅周辺土地区画整理事業にお
ける施行前後の種目別面積の変更に
ついて、地区内の土地の所有者など
利害関係を有する人は、８月４日㈰ま
で意見書を提出することができます。

【縦覧】７月８日㈪〜21日㈰午前９時〜
午後５時に、香椎振興整備事務所計
画課（東区御島崎二丁目）で。i同課
a671-7614f671-8188
市美術館 ギャラリー利用の申し
込み受け付けについて

　来年１月６日㈪〜６月28日㈰の利用
を受け付けます。【申請書の配布】７月
１日から市美術館（中央区大濠公園）、
情報プラザ（市役所１階）で。ホーム
ページにも掲載【申込期間】７月１日〜
31日li市美術館a714-6051（平日
午前９時半〜午後５時半）f714-6071
市保健福祉審議会高齢者保健福
祉専門分科会委員を募集

　市の高齢者保健福祉施策について
調査審議を行う同会の臨時委員の一
部を公募します。【資格】平日日中に会
議に出席できる、市内に１年以上住む
40歳以上（７月１日現在）【任期】８月〜
再来年３月【募集要項の配布】７月１日
から介護保険課（市役所12階）、情報
プラザ（同１階）、各区福祉・介護保険

課、各出張所で。市ホームページにも
掲載。郵送希望者は電話で問い合わ
せ先へ【申込期間】７月25日（必着）ま
でi介護保険課a733-5452f726-33 
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戦没者遺児による慰霊友好親善
事業への参加者を募集

　巡礼地域は西部ニューギニア、ソロ
モン諸島、東部ニューギニア、トラッ
ク・パラオ諸島、ボルネオ・マレー半
島、フィリピン、マリアナ諸島、ミャン
マー、台湾・バシー海峡、ビスマーク諸
島、マーシャル・ギルバート諸島、中
国。費用や申し込み方法など詳細は
問い合わせを。i県遺族連合会a76 
1-0012f781-2056t上記地域での戦
没者の遺児

市障がい児者美術展の作品を募集
　12月12日㈭〜17日㈫にアジア美術
館（博多区下川端町 リバレインセン
タービル７階）で開催される同展の出
品作品を募集。作品は絵画・書道・陶
芸・写真・手工芸など（１人１作品）。出
展料として、１作品300円が必要（小中
学生の部は無料）。詳細は問い合わせ
を。i各障がい者フレンドホーム ▽ 東

（東区松島三丁目）a621-8840f621- 
8863 ▽ 博多（博多区西月隈五丁目）
a586-1360f586-1397 ▽ 南（ 南 区 清
水一丁目）a541-5858f541-5856 ▽

城南（城南区南片江二丁目）a861-
1180f861-1123 ▽ 早良（早良区百道
浜一丁目）a847-2761f847-2763 ▽

西 （西区内浜一丁目）a883-7017f 

883-7037t市内に住むか通勤・通学
（所）する障がい児・者e電話かファク
ス、来所で、９月３日〜20日に各障がい
者フレンドホームへ。 
購入引換券交付に関する「福岡市
プレミアム付商品券コールセン
ター」を７月１日に開設します

　市は①平成31年度の市民税が非課
税の人（課税されている人の配偶者・
扶養親族および生活保護を受給して
いる人などは除く）②平成28年４月２
日〜令和元年９月30日に生まれた子
の属する世帯の世帯主―を対象に、

「プレミアム付商品券」の発行・販売を
行います。商品券の購入には、購入引
換券が必要です。①は８月から申請が
必要。②は申請不要。詳細は同コール
センターへ問い合わせを。i同コー
ルセンターa0120-133-672（平日午前
８時45分〜午後５時45分）f733-5889
市立児童心理治療施設の指定管
理者を募集

　来年４月に開設する同施設（中央区
地行浜二丁目）の指定管理者を募集。

【募集要項の配布】７月１日からこども
家庭課（市役所13階）で。市ホーム
ページにも掲載【申込期間】８月23日
〜30日i同課a711-4238f733-5534

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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動物園
〒810-0037 中央区南公園１-１
a531-1968 f531-1996
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） ※８月13日㈫は開園。

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） 
※８月13日㈫は開園。

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
a831-0669 f831-0670
o午前10時〜午後５時x月・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）

７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各回50人程度（先着）y無料e不
要
歴史的公文書展示「懐かしの平和台球
場」
　建設から解体までの歴史を公文書等
で紹介します。d７月２日㈫〜30日㈫i

同図書館文学・文書課a852-0607f852- 
0609y無料
夏休み図書館の達人講座〜図書館員が
教える調べ方のコツ〜
　百科事典や図鑑等の使い方、図書館
の利用方法を学びます。d７月26日㈮、
８月１日㈭午前10時半〜正午t小学４〜

　※以下の申し込みはホームページで
も受け付けます。
初心者ヨット教室
d７月６日㈯、７日㈰午前10時〜午後４時 
※内容は同じt市内に住む16歳以上c

各10人(先着)y3,000円e来所で同施設
へ。
初心者クルーザー教室
d７月７日㈰午前10時〜午後４時t市内
に住む16歳以上c10人（先着）y4,000
円e来所で同施設へ。
ジュニアヨット教室
d７月７日㈰午前10時〜午後４時t市内
に住む小学３年〜中学生（保護者同伴）
c18人（先着）y1,500円e来所で同施
設へ。

６年生c各30人（抽選）y無料eはがき
かファクスに応募事項と希望日を書い
て、７月14日（消印有効）までに同図書館
へ。来所でも受け付けます。
読 書 活 動ボランテ ィ ア講 座（ スト ー
リーテリングコース）
　ストーリーテリング（お話）の実演・実
習や佐賀女子短期大学名誉教授・白根
恵子氏による講演など。日程など詳細は
問い合わせを。d９月10日㈫〜11月27日
㈬の全４回、午前10時半〜午後０時半i

同図書館図書サービス課a852-0623f 

852-0801tストーリーテリング初心者
c40人（抽選）y無料e６月25日から同
図書館・各分館、情報プラザ（市役所１
階）などで配布する申込書を７月１日〜８
月９日（必着）に同図書館へ。

親子クルーザー体験セーリング
d７月20日㈯、27日㈯午前10時〜正午、
午後１時半〜３時半 ※内容は同じt市
内に住む小学生以上の子どもと保護者
c各回25人（先着）y１人600円e来所で
７月１日以降に同施設へ。

８月の講座
t①〜④⑥〜⑩不問⑤小学生以上（小
学１〜３年生は保護者同伴）y①〜④⑥
〜⑩無料⑤１個200円e電話かファク
ス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、
来所で、７月１日以降に同センターへ。

内容・日時 定員（先着）
①とことんやさしい体の動かし
方　８／１㈭10：00〜12：00 20人

②入浴用具の活用と足浴
８／３㈯、14㈬10：00〜12：00

８／３＝15人
８／14＝20人

③今日から使える介護１日講座
８／６㈫10：00〜16：00 30人

④とことんらくらく車いす移乗
８／８㈭10：00〜12：00 20人

⑤自助具製作教室（かがまずに
靴下が履ける「ソックスエイド」
を作ります）
８／10㈯14：00〜16：00

20人

⑥心地よい排泄（はいせつ）の
ために
８／17㈯、28㈬10：00〜12：00

８／17＝15人
８／28＝20人

⑦心が明るくなるヘアアレンジ
＆メイク
８／19㈪14：00〜16：00

40人

⑧とことんベッドの上でらくら
く移動　８／22㈭10：00〜12：00 20人

⑨人生の最終段階をともに生
きる　８／23㈮14：00〜16：00 45人

⑩現役新聞記者・遠距離介護
体験記　８／24㈯14：00〜16：00 35人

l①②④⑤⑥同センター③第２研修室（あいれふ内）e①②④⑤⑥電話か来所で、
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。③不要

内容 日時 対象・定員 費用
①１日糖尿病教室（食事
療法、運動療法） ８／３㈯10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円

（食事付き）
②30歳代のヘルシース
クール（個別健康相談） ８／11（日・祝）、25㈰14:00〜16:00 各10人（先着） 無料

③ニコニコペース健康教
室（ウオーキング）

８／17㈯14:00〜16:00（毎月第
３土曜日開催。７・８月は屋内
で実施）

―
年会費2,000円

（ 参 加 体 験は
無料）

④禁煙教室 ８／21㈬18:30〜20:00 20人（先着） 1,000円
⑤楽しくおいしく健康料
理教室 ８／28㈬10:00〜13:30 24人（先着） 1,000円

（食事付き）

⑥やせナイト塾（生活習
慣改善教室）

９／５〜26の木曜日と12／12
㈭の計５回（連続講座）。いず
れも19:00から２時間程度

18歳以上で運動に
支障のない人・15人

（先着）
1,000円

７月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③の会場は東体育館（東区香住ケ丘一丁目）、上履きを
持参。y無料c①50人（先着）②③④なしe①当日午前10時から７階集会室で受け
付け②③④不要

内容 日時 対象
①七夕の笹（ささ）飾りづくり ７／７㈰10:00〜12:00 幼児〜高校生
②「バンブーオーケストラ那珂川」による竹で奏
でる音楽会 ７／７㈰14:00〜15:00 幼児〜高校生

③あいくるがやってくる（親子あそび） ７／10㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児
④みんなであそぼう（ドッヂビー） ７／14㈰13:30〜14:30 小中高生
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。
９月から始まる幼児体育クラブの参加者を募集
　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。締め切りは８月６日（必着）。

企画展示「藩主になるはずだった殿様」
　幕府から跡継ぎと認められたにもか
かわらず、福岡藩主にならなかった殿
様。その理由や人物像を紹介します。d

７月９日㈫〜９月８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
夏休み 親と子のワークショップ「侍展
プレイベント 鎧（よろい）をつくろう」
　ペーパークラフトによる鎧作りを通し
て、９月７日㈯〜11月４日（月・休）に開催の
特別展「侍〜もののふの美の系譜〜」に
展示される甲冑（かっちゅう）の特徴を学
びます。d７月27日㈯、28日㈰午前10時
〜午後４時t小学生と保護者（小学生の

みの参加は不可）c各30組（先着。１組２
人まで）y小学生１人につき1,500円e

往復はがきに参加者全員の応募事項と
希望日を書いて、７月１日以降に同館
へ。
トワイライト・コンサート
　市立福岡西陵高校管弦楽部がクラ
シックの楽曲などを演奏します。小学生
以下は保護者
同 伴。d７ 月
27日㈯午後７
時〜８時 ※雨
天の場合は８
時〜９時y無
料e不要

動物園サマースクール（1日飼育体験）
d７月25日㈭、28日㈰午前９時半〜午後
２時半t小学４〜６年生c各30人（抽選）
y無料（入園料別）e往復はがきに応募
事項と希望日を書いて、７月８日（必着）
までに同園へ（１人１通）。
動物画コンクール
　園内の動物などを描いた作品を募
集。【規定】四つ切り画用紙を園内で無料
配布（1人1枚）。画材はクレヨン、水彩な
ど。t幼児、小学生y無料（入園料別）e

作品の裏に応募事項（幼児は所属する
施設名・組名も記入）を書いて郵送か持
参で７月１日〜８月31日（必着）に同園へ。 

　※いずれも無料（入園料別）。②③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、開
催日の２週間前（必着）までに申し込み
を。ホームページでも受け付けます。
①こどもスケッチ大会作品展
d７月17日㈬〜８月25日㈰
②子ども教室〜食虫植物の不思議〜
d８月４日㈰午後１時半〜３時半t小学
４〜６年生c20人（抽選）
③親子体験教室〜葉脈標本づくり〜
d８月11日（日・祝）午後１時半〜３時半t小
学生と保護者c18組（抽選。1組４人まで）

　※以下の催しは無料。①③小学３年生
以下②小学生は保護者同伴。申し込み
は電話かメール（m mamoroom@fch.chu 
o.fukuoka.jp）、来所で、７月３日午前10時
以降に同施設へ。
①みんなでチャレンジ「何のにおいかな」
d８月９日㈮午前10時半〜11時c25人

（先着）
②特別講座「身近な昆虫の標本作り」
　昆虫の研究者と同じ方法で作ります。
d８月10日㈯午前10時半〜正午t小学
３年生以上c20人（先着）
③特別講座「地衣類観察会」
d８月11日（日・祝）午前10時半〜正午t

小学生以上c40人（先着）

女性の人生サポート講座 老後とすみか
〜女性が家を相続するとき〜
　不動産を相続する際の法律や税務の
知識、配偶者居住権などについて学び
ます。受講後、３時半から弁護士による
個別相談会もあり。d７月27日㈯午後１
時半〜３時半t女性c40人（先着）y無
料n６カ月〜小学３年生（無料。７月17日
までに要予約）e電話かファクス、メール

（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）に応 募
事項と託児希望者は子どもの氏名・年
齢を書いて、７月１日以降に同施設へ。
来所、ホームページでも受け付けます。
空きがあれば当日も受講可。

情報BOX 福岡市政だより
令和元（2019）年７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

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

介護実習普及センター
〒810-0062 中央区荒戸三丁目３-39 ふくふくプラザ３階
a731-8100 f731-5361　o午前10時〜午後６時 x第３火曜

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

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）
※７月30日㈫は臨時休館。

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。７月20日〜８月25日の金・土・日と８月12日（月・休）〜15日
㈭は午後8時まで開館（入館は閉館30分前まで）x月曜（祝休日のときは翌平日）
※７月15日（月・祝）と８月12日（月・休）は開館、７月16日㈫は休館。

ヨットハーバー
〒819-0001 西区小戸三丁目58-１　a882-2151 f881-2344
o午前９時半〜午後６時（４月〜９月）

昨年の同コンサート

過去の親子クルーザー体験


