
　催し等は、感染拡大防止のための対策を講じて行います。引き
続き基本的な感染症対策にご協力をお願いします。
　本紙掲載の情報は９月15日時点のものです。催し等が中止にな
る場合がありますので、事前に各問い合わせ先にご確認ください。

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。

●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。a471-0099でも受け付けます。
　また、現在診療中の医療機関をホームページ（「ふくおか
医療情報ネット」で検索）で確認できます。

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
a847-1099

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 曜 ・
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・耳鼻咽喉科は、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。

●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、日曜・祝休日＝午前７時）〜翌朝７時に電話相談を行っ
ています。a731-4119でも受け付けます。

●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

日曜・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
　※新型コロナウイルス感染防止のため、37.5℃以上の発
熱や咳（せき）など、風邪のような症状がある場合は急患
診療センターで受診してください。
　※７月31日から当分の間、博多・城南・西急患診療所
を一時的に休診しています。
　※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。

●歯科急患診療所（中央区大名一丁目）
　日曜・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。

●外科当番医（10月前半の日・祝日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
10月２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（西区石丸四丁目３-１）	 a891-2511
10月９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
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
10月10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

　※外科当番医は変更の可能性があります。最新の情報は
各医療機関に問い合わせを。
　※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。

a＃7119

休診

市博物館　
①博物館を探検しよう②子連れで楽しめる博物館

　ワークショップなどを実施。詳細はホームページで確認を。d10月①15日㈯午
後１時半〜４時②16日㈰午前10時〜11時半li同館（早良区百道浜三丁目）
a845-5011f845-5019t①小学４年〜中
学生（小学生以下は保護者同伴）②０〜３
歳と保護者c①12人②12組（いずれも抽
選。②は１組３人まで）y無料（入場料別）
eはがき（〒814-0001早良区百道浜３-１-１）
かメール（m fcmevent@city.fukuoka.lg.jp）
に参加者全員の応募事項とメールアドレス

（あれば）を書いて、10月10日（必着）までに
同館へ。

市
博
物
館
外
観

催 し

舞鶴公園　みどりのまちマルシェ

　新鮮野菜や手作りの菓子などを販売。詳細はホームページで確認を。d10月
22日㈯、11月26日㈯午前10時〜午後２時（商品がなくなり次第終了） ※11月３日

（木・祝）は「秋の舞鶴公園であそぼう」のイベントに出店li同公園（中央区城内）
a781-2153f715-7590y入場無料e不要

催 し

10/

8
●土

2ふくおかカイゴつながるプロジェクト

　介護・福祉に関わる業界団体がつながり、介護や福祉の魅力を発信
します。オンラインでの配信もあり。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。d午前10時〜午後３時l市役所西側ふれあい広場
i同プロジェクト事務局（福岡介護福祉専門学校内）a645-0800f645- 
0801y無料e不要

10/

8
●土

2那珂川みらい会議　
官民連携まちなか再生推進事業 公開シンポジウム

　那珂川の水辺のにぎわいづくりなどについて語り合います。d午前
10時〜11時40分（受け付けは９時半から）l南市民センターホール（南
区塩原二丁目）i同事業事務局a090-7387-6291m nakagawamirai22@
gmail.comc200人（先着）y無料e不要

10/

8
●土
他

2ひきこもり啓発パネル展

d10月８日㈯〜24日㈪午前９時〜午後５時（最終日は３時まで）lあい
れふ１階（中央区舞鶴二丁目）i市精神保健福祉センターa737-8825 
f737-8827y無料

10/

10
●●月・祝

2ブリティッシュブラス九州 定期演奏会

　未就学児は保護者同伴。d午後２時〜４時（開場は１時半）l早良市
民センター（早良区百道二丁目）iブリティッシュブラス九州・大浦a 

080-3517-3520（平日正午〜午後１時）m britishbrassq@gmail.comc500
人（先着）y無料e不要

10/

11
●火

4
R60倶

く ら ぶ

楽部　オトナ塾 化粧療法士・江口美和子氏によ
る講演「顔からわかる五臓六

ろ っ ぷ

腑」
　テーマは「顔」と「五臓六腑」。d午後２時〜３時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a401-3456（平日午前10時〜午後５時）f739-6081t60歳前後c50
人（先着）y無料e電話かファクスで、10月３日以降に同事務局へ。定
員を超えた場合のみ通知。

10/

11
●火

3あすみん（NPO・ボランティア交流センター）　
ボランティア講座

　ボランティア活動を始めるときやボランティアを受け入れる際の心
構えなどについて学びます。基礎知識も得られます。ボランティア募
集情報の紹介もあり。オンラインでの参加も可。d午後７時〜９時l 

iあすみん（中央区今泉一丁目）a724-4801f724-4901c会場20人
（先着） ※オンラインは定員なしy無料e電話かファクス、メール（m 
info＠fnvc.jp）に応募事項と団体に所属している人は団体名、参加方法

（会場またはオンライン）を書いて、同施設へ。来所でも受け付けます。

d＝開催日時　o＝開館時間　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　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4（2022）年10月１日 情報BOX15 催し 講座

教室 講演

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

〒 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。



ももち体育館　ダンス教室　
①ヒップホップ②ブレイクダンス

　初心者でも参加できる教室です。d開催中〜来年３月30日の木曜日午後①６
時半〜７時半②７時35分〜８時35分（いずれも連続講座）li同体育館（早良区
百道二丁目）a851-4550f851-5551c各30人（先着）y１カ月6,000円e電話か来
所で同体育館へ。

講座・教室

福岡市・ボルドー市姉妹都市締結40周年記念イベント

　②④⑤は市民向けセミナー。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使用しま
す。i①③国際交流課a711-4023f733-5597②④⑤アンスティチュ・フランセ九
州a712-0904m kyushu@institutfrancais.jpt①②④⑤不問③20歳以上c①③
なし②④⑤各1,000人（先着）y①入場無料②④⑤無料③1,000円e①③不要②
④⑤ホームページから10月１日以降に申し込みを。

内容 日時 会場

①アート作品の展示＆
特別メニューの提供

開催中〜10／10（月・祝）
火〜土曜日
＝13:00〜23:00
日・祝日
＝12:00〜21:00

オ・ボルドー・フクオカ
（中央区西中洲）

②「ボルドーワインの楽しみ方」10／５㈬19:00〜20:00 オンライン
③ボルドーワイン試飲会 10／８㈯、９㈰

12:00〜21:00
オ・ボルドー・フクオカ

（中央区西中洲）
④「月の港ボルドーの物語とお
いしい話」 10／12㈬20:00〜21:00 オンライン
⑤「ボルドーの魅力的な生活」 10／30㈰19:00〜20:00

講座・教室

10/

11
●火
他

2九州建設技術フォーラム

　建設技術についての講演、展示など。詳細はホームページで確認
を。d10月11日㈫午後１時〜５時、12日㈬午前10時〜午後４時半l福
岡国際会議場（博多区石城町）i九州建設技術管理協会a471-0189 
f414-0767y無料eホームページから10月７日までに申し込みを。空
きがあれば当日も受け付け可。

10/

12
●水
他

2市植物園　①秋のバラまつり②おもと名品展

　①期間中の土・日曜日にはガイドによるバラの案内などもあり。②
観葉植物の万年青（おもと）を約100鉢展示。販売、栽培方法の指導も
あり。d①10月12日㈬〜30日㈰②10月21日㈮〜23日㈰いずれも午前
９時〜午後５時（入園は４時半まで）li同園（中央区小笹五丁目）a 

522-3210f522-3275y入場無料（入園料別）e不要x月曜日（祝休日
のときは翌平日）

10/

14
●金

3花畑園芸公園　園芸講座
「プランターでのフルーツ栽培講座（桃、ブドウなど）」

d午後１時半〜３時半li同園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-
3754c30人（先着）y無料e電話かファクスで、10月７日以降に同園へ。

10/

14
●金
他

3老人福祉センター舞鶴園　①初心者向けICT講習会
「スマホの標準機能を使おう」②リラックス・ヨガ教室

　①時計や地図アプリの使い方などを学びます（タブレット端末の貸
し出し可）。②テーマは「首こり・頭痛改善編」。d10月①14日㈮午前10
時〜、午後１時〜、３時〜（各90分）②17日㈪午後１時〜２時li同園

（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-0046t市内に住む60歳以上c 

①各６人②15人（いずれも先着）y①無料②300円e電話かファクスに
応募事項と①は希望時間も書いて、10月１日以降に同園へ。来所でも
受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

10/

15
●土
他

2筑後川のめぐみフェスティバル

　筑後川流域市町村の特産品販売や抽選会、ステージイベントなど。
荒天中止。d10月15日㈯午前10時半〜午後５時、16日㈰午前10時〜午
後４時l市役所西側ふれあい広場i福岡都市圏広域行政事業組合a 

733-5004f733-5005y入場無料e不要

10/

16
●日

2志賀島金印まつり

　志賀島一帯で、スタンプラリーや砂浜での宝探し、産直市などを実
施。時間や日程など詳細はホームページで確認するか問い合わせを。i

金印まつり実行委員会（志賀公民館内）a603-6706f603-6172e不要

10/

17
●月
他

3南障がい者フレンドホーム　①パソコン エクセル基礎講座
②南区出前講座「コロナ禍における健康情報〜メンタルヘルス〜」

d①10月17日〜12月19日の月曜日午前10時〜正午（連続講座）②10
月31日㈪午後２時〜３時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（②は介助者のみの参
加も可）c①４人②６人（いずれも抽選）y①1,320円②無料e電話か
ファクス、メール（m minami-friend03@c-fukushin.or.jp）に応募事項と
障がい名を書いて、10月１日〜①11日②18日に同ホームへ。来所でも
受け付けます。

10/

19
●水

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　コンポストの使い方講座や堆肥を使った土づくり、豆の種まきやサ
ツマイモの収穫などを行います。d午前10時〜正午l立花寺種苗育
成施設内（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c10人（抽選）y無料eはがき（〒811-0201東区
三苫４-４-27）かファクス、メール（m info@jun-namaken.com）で、10月11
日（必着）までに同研究所へ。

10/

19
●水
他

3松風園　①松風園で学ぶ着物と和の心
②親子で学ぶ茶道体験教室

　①は基本から学ぶ着付け教室です。d①10月19日〜来年３月15日
の第３水曜日午前10時〜午後１時または午後１時〜４時（連続講座）②
10月23日㈰午前10時〜正午li同園（中央区平尾三丁目）af524-
8264t①20歳以上の女性②市内に住む小中学生と保護者c①５人②
７組（いずれも先着。②は１組２人まで）y①１カ月3,000円②2,000円（い
ずれも入園料別）e電話か来所で、10月１日以降に同園へ。

10/

21
●金
他

2老人福祉センター長生園　
①長生園オレンジカフェ②福岡歴史文化特別講座

　②は能古島の歴史などについて話します。d10月①21日㈮午後２時
〜３時半②27日㈭午前10時〜正午li同園（博多区千代一丁目）a64 
1-0903f641-0907t市内に住むおおむね①50歳以上②60歳以上c各
20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m cho-seien@magokoro
kai.jp）、来所で、10月１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

10/

21
●金
他

3デジカメ写真入門講座 身近な人を素敵に撮ってみよう

　初心者向け。デジタルカメラの機能や撮影技術を学びます。d10月
21日㈮、28日㈮午前９時半〜11時半（連続講座）lふくふくプラザ（中
央区荒戸三丁目）i同プラザ管理事務室a731-2932f731-2934tデ
ジタルカメラを持参できる人c24人（抽選）y500円e電話かファク
ス、来所（同プラザ１階）で、10月１日〜12日に同事務室へ。

10/

22
●土

2もーもーらんど油山牧場　温泉&牧場で遊ぶバイ

　バスで同牧場（南区柏原）に移動し、搾乳やバター作りを体験しま
す。昼食付き。集合・解散は温泉施設の那珂川清滝（那珂川市南面
里）。d午前10時〜午後３時li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-
7040t４歳以上（小学生以下は保護者同伴）c７組（先着。１組４人ま
で）y中学生以上2,500円、小学生以下2,000円eホームページから10
月１日以降に申し込みを。電話の場合は那珂川清滝（a952-8848）へ。

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 応募等のはがきの料金は 63 円です。

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



桧原運動公園

　①キッチンカーやワークショップなどが出店します。②２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（３㎞程度を歩きます）。③未経験
者、初心者向け。④同公園で採れたドングリや松ぼっくりを使ってモビール（天井
から吊るす飾り）を作ります。いずれも詳細はホームページで確認を。li同公園

（南区桧原五丁目）a566-8208f566-8920t①②不問③20歳以上④４歳〜小学３
年生（保護者同伴）y①入場無料②200円（ポールレンタル代300円）③2,000円④
500円e①不要②当日午前９時45分以降に同公園へ。③メール（m hibaru@kino
shitaryokuka.com）に応募事項と希望日、テニス歴を書いて同公園へ。来所でも
受け付けます。④電話か来所で、10月１日以降に同公園へ。

内容 日時 定員（先着）

①ひばるマルシェ 10／９㈰11:00〜16:00 ―

②ノルディック・ウオーキング教室 10／10（月・祝）10:00〜11:30 30人

③大人のテニス教室 10／12、26、11／16、30の
水曜日14:00〜16:00 各日10人

④ハロウィーンモビールを作ろう 10／23㈰10:00〜11:00、
11:30〜12:30 各４人

催 し

東区、よかまち・よかとこ歩
さ ん ぽ
・歩・歩①秋の志賀島「元

げんこう
寇史跡」

めぐり②香椎宮とその周辺の歴史散策
　①志賀海神社、蒙古塚（もうこづか）など②香椎参道、不老水など―を巡りま
す。d10月①22日㈯②26日㈬いずれも午前10時〜午後０時半l集合は①市営渡
船志賀島旅客待合所②西鉄香椎宮前駅i東区歴史ガイドボランティア連絡会
①加藤a090-6177-9478f603-6200②森永a080-3958-3430f201-3826c①20人
②25人（いずれも抽選）y各500円e電話（a645-1144）かはがき（〒812-8653住
所不要）、ファクス（f651-5097）、メール（m h-gakushu@city.fukuoka.lg.jp）に応
募事項と参加者全員の応募事項を書いて、10月①12日②14日（必着）までに東区
生涯学習推進課へ。

催 し

中央市民センター　文化祭

　午後１時からは合唱や朗読劇などもあり（先着200人。無料）。詳細はホーム
ページで確認を。d10月30日㈰li同センター（中央区赤坂二丁目）a714-
5521f714-5502e電話かファクスに応募事項と希望講座名を書いて、10月１日
以降に同センターへ。来所でも受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

内容 時間 定員（先着） 費用
①環境講座「福岡城址（じょうし）の四季〜
冬・春編」 9:30〜11:15 35人 無料
②健康講座「骨・カルシウムセミナー」 10:00〜11:00 30人 無料
③押し花講座「オリジナル栞（しおり）作製」 10:15〜11:30 15人 300円
④歴史・文学講座「万葉集の花」 10:30〜12:00 35人 無料

催 し

10/

22
●土

3福岡マンション管理組合連合会 
秋のマンションセミナー

　第１部は「長期修繕計画の作成・見直しから大規模修繕工事の準備
まで」、第２部は「マンション管理適正評価制度について」、第３部は質
疑応答を行います。詳細はホームページで確認を。d午後１時15分〜
４時半l天神ビル11階（中央区天神二丁目）i同連合会a752-1555f 

752-3699t分譲マンションの管理組合役員および組合員c180人（先
着）y無料e電話かファクス、メール（m fukukan@fukukan.net）で、10
月１日以降に同連合会へ。定員を超えた場合のみ通知。

10/

22
●土
他

2
路線バスで行く日帰り旅 
①毘

びしゃもん

沙門山・元
げんこう

寇防塁ハイキング②飯盛山・高祖山登山
　路線バスで移動し、西区の①毘沙門山や今津元寇防塁などを巡り
ます。②飯盛山から高祖山へ登山（縦走）します。d10月①22日㈯午前
９時半〜午後２時20分②29日㈯午前９時50分〜午後４時40分l①集
合・解散はJR九大学研都市駅②集合は地下鉄橋本駅、解散はJR今宿
駅または地下鉄姪浜駅i交通計画課a711-4393f733-5590t中学生
以上で①一部坂道のある約５kmを歩ける人②６㎞以上の登山ができ
る人c各20人（抽選）y①580円②460円（姪浜駅で解散する場合は
560円）eはがき（〒810-8620住所不要）かメール（m kotsu@city.fukuo
ka.lg.jp）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢を書いて、10
月13日（必着）までに同課へ。当選者にのみ通知。

10/

22
●土
他

3スポーツ体験塾　①ゴルフ教室②ボルダリング教室

　①基本の打ち方やパターなどを学びます。②基本の登り方を学び
ます。d①10月22日㈯午後２時〜４時②11月９日㈬ ▽シニアの部＝午後
３時〜４時 ▽大人の部＝午後７時〜８時l①福岡カンツリー倶楽部（東
区上和白）②ブラボークライミング福岡西（西区内浜一丁目）i市ス
ポーツ協会事業課a407-8381f407-8185t①小学生② ▽シニアの部
＝50歳以上 ▽大人の部＝18歳以上c①20人②各20人（いずれも抽選）
y500円eホームページから10月１日〜①10日②14日に申し込みを。

10/

23
●日

2市海浜公園　海っぴ凧
たこ

あげ大会

　凧揚げをします。凧を持参できない人は、午前10時から愛宕浜小学
校（西区愛宕浜四丁目）で凧作り教室も行います。連凧・大凧揚げの体
験会もあり。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午後
０時半〜２時半lマリナタウン海浜公園（西区愛宕浜三丁目）i市海
浜公園管理事務所a822-8141f822-8147t４歳以上（小学３年生以下
は保護者同伴）c300人（うち凧作り教室は150人。いずれも先着）y 

500円eホームページから10月１日以降に申し込みを。

10/

23
●日

2立花寺緑地リフレッシュ農園　秋まつり

　フリーマーケット、焼きそば等の軽食やメダカの販売など。d午前
10時〜午後３時li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-
0883y入場無料e不要 ※フリーマーケット出店希望者（先着15区画。
１区画８平方㍍で500円）は電話かファクスで、10月１日午前10時以降に
同農園へ。

10/

23
●日

3今宿野外活動センター　今宿自然ガイド養成講座

　同センター周辺で生息している植物や生き物について学びます。
d午前10時〜正午li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114f806- 
3115t小学４〜６年生（保護者同伴）c30人（先着）y1,000円e電話で
10月１日以降に同センターへ。ホームページでも受け付けます。

10/

24
●月

3笑顔D
デ

e終活 実践編「お家
うち

の片付けから始める生前整理」

　終活カウンセラー協会認定終活講師の倉重淑子氏が話します。実
際にエンディングノートも書き進めます。d午後１時半〜３時50分l中
央市民センター（中央区赤坂二丁目）i福岡植木a871-6236f871-
9911c70人（先着）y500円e電話かファクスに応募事項と参加人数
を書いて、10月３日以降に問い合わせ先へ。定員を超えた場合のみ通知。

10/

26
●水

4ココロンキャンパス「ゲイの僕がY
ユーチューブ

ouTubeに乗せて伝え
たいLGBTQのこと〜居ないのではなく、言えない社会〜」

　ユーチューバーの「かずえちゃん」が話します。講演後、録画配信も
あり。詳細はホームページで確認を。d午前10時40分〜午後０時10分
l福岡工業大学（東区和白三丁目）iココロンセンターa717-1237 
f724-5162c100人（先着）y無料eファクスに応募事項と車いすの貸
し出しを希望する人はその旨を書いて、10月１日以降に同センター
へ。ホームページでも受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

10/

26
●水

3
城南障がい者フレンドホーム　
珈
コーヒー

琲焙煎講座&簡単お菓子作り
d午後１時〜３時li同ホーム（城南区南片江二丁目）a861-1180f 

861-1123t市内に住む障がいのある人（障がいの程度によっては介
助者が必要）c８人（抽選）y500円e電話かはがき（〒814-0143城南区
南片江２-32-１）、ファクス、メール（m jyonan.f@c-fukushin.or.jp）、来所
で、10月１日〜11日（必着）に同ホームへ。

d＝開催日時　o＝開館時間　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　x＝休館日

福岡市政だより
令和4（2022）年10月１日 情報BOX13 催し 講座

教室 講演広告枠の広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨等をするものではありません。



　一人一花運動に関するさまざまな取り組みを紹介します。

福岡を花でいっぱいにするアイデアを
考えよう

一人一花だより Vol.13

　市科学館（中央区六本松四丁目）３階の連
携スクエアでは、SDGsをテーマに体験型展示
で地元企業等を紹介しています。
　一人一花運動サポート企業である嘉穂無
線ホールディングスのブース＝写真＝で、みん
なで持続可能な暮らしについて考えるパネル
展示を開催中です。来年２月27日㈪まで、花と
緑をテーマに、一人一花運動について紹介します。ブース内では福岡を
花いっぱいにするアイデアも受け付けています。
d午前９時半〜午後６時l同館３階連携スクエアi嘉穂無線ホールディ
ングスa281-6090f281-6015x火曜日

花を有効活用する取り組みを募集します
　イベントなどで使用した花を有効活用するため、「あげたい人・欲しい
人」がつながる取り組みを、本紙面や一人一花運動のホームページで紹
介しませんか。掲載の申し込みは一人一花推進課へ。
i同課a711-4424f733-5590m hitorihitohana.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

老人福祉センター福寿園　①身近な災害対策セミナー
②市シルバー人材センター入会説明会

　①テーマは「火災予防の備え」です。②入会すると月10日程度の就業が可能で
す。d10月①26日㈬午後１時半〜２時半②27日㈭午後２時〜４時li同園（西区
今宿青木）a891-2727f891-2784t市内に住む60歳以上c①15人②10人（いず
れも先着）y無料e電話かファクス、来所で、10月１日以降に同園へ。

講座・教室

西区歴史よかとこ案内人と巡る
「深秋の歴史探訪ウオーキング」

i西区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128m nishikuyokatoko@gmail.
comy各300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７日前（必着）までに同事務局へ。

日時 行き先 集合・解散場所
11／５㈯
9:30〜15:00

旧金武宿〜都地城址（あと）〜やよい
の風公園・吉武高木遺跡など（約７㎞）

集合＝地下鉄姪浜駅
解散＝地下鉄橋本駅

11／12㈯
9:30〜15:00

興徳寺〜博多織工芸館〜小戸公園〜
姪浜住吉神社など（約７㎞） 集合・解散＝地下鉄姪浜駅

11／15㈫
9:30〜15:00

九大キャンパス内遺跡〜瓜尾貝塚など
（約５㎞）

集合＝JR九大学研都市駅
解散＝昭和バス山手バス停

催 し

オクトーバー・ラン&ウオーク

　「ウオーキングの部」と「ランニングの部」で10月の歩行・走行距離を競い、運動
習慣を身に付けます。詳細はホームページで確認を。d10月１日㈯〜31日㈪i 

オクトーバー・ラン＆ウオーク事務局m october@runners.co.jpy無料eアプリ
をダウンロードして会員登録の上、イベントに申し込みを。

催 し
ミニわんにゃんよかイベント in あにまるぽーと

　施設見学会や猫の譲渡相談など。d10月９日㈰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

催 し

10/

26
●水

3西障がい者フレンドホーム　
ミニブーケのフォトフレーム教室

d午後２時〜４時li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-
7037t市内に住む障がいのある人c10人（抽選）y500円e電話か
ファクス、メール（m nishi-friend@nonohana.or.jp）、来所で、10月１日〜
15日に同ホームへ。

10/

26
●水
他

3ヘルスメイト（食生活改善推進員）養成教室

　健康・栄養についての講義、調理実習、運動実技などの連続講座。
日程など詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを。d10月
26日㈬〜来年２月27日㈪で全９回。午後１時から（午前10時からの日も
あり）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i健康増進課a711-43 
74f733-5535t市内に住み、教室修了後に校区で健康づくりのボラン
ティア活動に参加できる人c30人（先着）y無料e電話かファクス、
メール（m syokushin@city.fukuoka.lg.jp）で、10月３日以降に同課へ。

10/

28
●金

3認知症のある人と家族を支えるボランティア養成講座

　認知症についての正しい理解や接し方、見守り・話し相手等の活動
について学びます。d午後１時半〜３時半lふくふくプラザ（中央区荒
戸三丁目）i市社会福祉協議会ボランティアセンターa713-0777f 

713-0778t講座修了後、ボランティア活動に参加できる人c25人（抽
選）y無料e電話かファクス、来所（ふくふくプラザ２階）で、10月21日
までに同センターへ。

10/

29
●土

2かなたけの里公園　秋の里山観察会〜草木染め編〜

　公園で採取した草木でハンカチを染めます。小学生以下は保護者
同伴。d午前10時〜正午li同公園（西区金武）a811-5118f400-
0147c10組（抽選）y１口（ハンカチ２枚）500円e往復はがき（〒819-
0035西区金武1367）に代表者の応募事項と希望口数（２口まで）を書い
て10月８日（消印有効）までに同公園へ（１組１通４人まで）。

10/

29
●土

2水源の森・秋の植物観察会

　水源かん養林の働きを学んだ後、曲渕水源かん養林（早良区）で、
専門家の解説を聞きながら秋の植物を観察します。坂道を約1.5km歩
きます（２時間）。集合・解散は市水道局（博多区博多駅前一丁目）。d

午前９時半〜午後４時半i流域連携課a483-3195f483-3252t市内に
住むか通勤・通学する18歳以上c20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.fu
kuoka.lg.jp）に応募事項と緊急時の連絡先を書いて、10月12日（必着）
までに同課へ。来所でも受け付けます。

10/

29
●土

3老人福祉センター早寿園　
よくわかるスマホ活用術講座

　LINE（ライン）などのアプリや、インターネットで検索する方法など
について学びます。d午後１時〜３時li同園（早良区重留七丁目）a 

804-7750f804-7751t市内に住むおおむね60歳以上c18人（先着）y

無料e電話かファクス、来所で、10月１日以降に同園へ。

10/

29
●土

2外国人による日本語スピーチコンテスト

　福岡都市圏で日本語を学ぶ外国人が、福岡に住んで感じたことな
どを話します。d午後１時〜３時半l市科学館（中央区六本松四丁目）
i同コンテスト実行委員会（福岡よかトピア国際交流財団内）a262-
1744f262-2700c150人（先着）y無料eホームページから10月１日以
降に申し込みを。

10/

29
●土
他

2東図書館　朗読とギターで奏でる物語 
〜新美南吉と宮沢賢治〜

　①ギターの演奏に乗せた朗読を聴きます。②朗読家・小島香奈子氏
による朗読ワークショップ。詳細は問い合わせを。d10月①29日㈯、30
日㈰午後１時半〜３時半②29日㈯、30日㈰午後４時半〜６時半 ※各日
内容は同じlなみきスクエア（東区千早四丁目）i東図書館a674-39 
82f674-3973c①各30人②各10人（いずれも先着）y①無料②2,000
円e電話か来所（なみきスクエア内）で、10月１日以降に東図書館へ。
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電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

※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

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



雁の巣レクリエーションセンター

　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（３㎞
程度歩きます）。li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①高校生
以上②５歳〜小学３年生と保護者のペア③小学生以上（小学生は保護者同伴）
y①6,600円②１人600円③200円（４回まで参加可。ポールレンタル代１回300円）
e①②往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクス、来所で、10月①11
日②20日（いずれも必着）までに同センターへ。ホームページでも受け付けま
す。③当日午前９時45分から同センター球技場管理棟で受け付けます。

内容 日時 定員

①大人の初心者テニス教室 10／11〜12／13の火曜日
10:00〜12:00（連続講座）

14人
（抽選）

②親子でテニス体験会 10／30㈰10:00〜12:00 30組（抽選）

③ノルディック・ウォーキング教室 月曜日（祝休日を除く）
10:00〜11:30

各日30人
（先着）

講座・教室

老人福祉センター東香園　①くすりと健康のお悩み個別相
談会②60歳以上の就業創業支援講座＆相談会（希望者のみ）

　①薬剤師が相談に応じます。お薬手帳を持参してください。LINE（ライン）ビデ
オ通話かウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」での相談も可。②終了後に相談会
もあり（希望者のみ）。d10月①13日㈭午前11時40分〜午後３時②25日㈫午後１
時〜２時li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む
60歳以上c①４人②15人（いずれも先着）y無料e電話かファクス、メール（m 
toukouen@mocha.ocn.ne.jp）に応募事項と①は参加方法（会場またはオンライ
ン）を書いて、10月１日以降に同園へ。来所でも受け付けます。

講座・教室

10/

30
●日

3市総合体育館　ウオーキングイベント

　正しい歩き方や健康的な体の動かし方を学びます。d午前10時半
〜正午li同体育館（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318t

小学生〜70歳c20人（先着）y無料e電話か来所で、10月１日以降に
同体育館へ。

11/

2
●水

3高齢期の住まい方セミナー ①知っておくべき「高齢者住宅の分
類と特徴」基礎知識②今日からできる 住まいと人生の整理術

　講師は、①エイジング・デザイン研究所代表の山中由美氏②ウェル
ネスサポートLab（ラボ）の吉武ゆかり氏。d①午前11時〜午後１時②２
時〜４時l天神ビル11階（中央区天神二丁目）i住宅計画課a711-42 
79f733-5589t市内に住むか通勤する人c各120人（先着）y無料e

電話かファクス、メール（m m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項
と希望講座（両方も可）を書いて、10月３日以降に同課へ。定員を超え
た場合のみ通知。

11/

3
●●木・祝

2東平尾公園　博多の森を楽しむ会「キノコ観察会」

　ベスト電器スタジアム（博多区東平尾公園二丁目）周辺を散策しま
す。d午前10時〜午後０時半i同公園管理事務所a611-1515f611-
8988t小学生以上（小学生は保護者同伴）c30人（先着）y100円e

ファクスかメール（m rikujyo.hakatanomori@midorimachi.jp）で、10月１
日以降に同事務所へ。

11/

3
●●木・祝

2「博多町家」ふるさと館　
博多旧市街ライトアップウォーク見どころツアー

　同館に集合後、市観光案内ボランティアガイドと共に「博多旧市街
ライトアップウォーク」の会場を巡ります。中学生以下は保護者同伴。
詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午後５時〜８時
li同館（博多区冷泉町）a281-7761f281-7762c20人（先着）y1,800
円e電話かファクス、メール（m furusatokan@hakatamachiya.com）、来
所で、10月５日以降に同館へ。

11/

5
●土

2水郷ひたの森づくり

　大分県日田市の市有林での植樹活動や、日田市豆田町の散策な
ど。集合・解散は福岡市役所。d午前８時15分〜午後４時15分i福岡都
市圏広域行政事業組合a733-5004f733-5005t福岡都市圏に住む小
学生以上で、足場の悪い斜面で植樹活動ができる人（小学生は保護
者同伴）c60人（抽選）y無料eはがき（〒810-8620住所不要）かファク
ス、件名に「水郷ひたの森づくり」と表記したメール（m fukuokatoshik
en@nifty.com）に参加者全員の応募事項と緊急連絡先を書いて、10月
１日〜12日（必着）に同組合へ。当選者にのみ通知。

11/

8
●火

3ホームヘルパースキルアップ研修 
重度障がい者の移乗介助と福祉用具

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c60人（先着）y無料e10月１
日以降にホームページに掲載、または市障がい者基幹相談支援セン
ター（あいあいセンター４階）で配布する申込書を同センターへ。定員
を超えた場合のみ通知。

11/

12
●土

3アクロス・もっと知りたい福岡

　「石橋正二郎と青木繁、坂本繁二郎」「特別展 生誕140年 ふたつの
旅 青木繁×坂本繁二郎の見どころ」のテーマで講座を開催します。d

午後１時〜３時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a725-9100f725-9102c35人（先着）
y無料e電話か来所（アクロス福岡２階）で、10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。

11/

12
●土

3オンライン講座
パパママ必見 イヤイヤ期とのつきあい方

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使用します。d午前10時〜
11時半i城南区地域保健福祉課a833-4113f822-2133t市内に住む
３歳以下の子どもの保護者c30人（抽選）y無料e電話で11月２日ま
でに同課へ。ホームページでも受け付けます。

11/

12
●土
他

3市障がい者初級スポーツ指導員養成講習会

　連続講座。障がい者スポーツの安全管理などを学びます。時間など
詳細は問い合わせを。d11月12日㈯、13日㈰、12月10日㈯、11日㈰l

さん・さんプラザ（南区清水一丁目）i市障がい者スポーツ協会a78 
1-0561f781-0565t18歳以上（令和４年４月１日現在）c35人（抽選）
y7,000円（資格申請料および登録料別途9,300円）eホームページに
掲載、またはさん・さんプラザ、同協会（中央区荒戸三丁目）、情報プラ
ザ（市役所１階）で配布する申込書を９月28日〜10月12日（必着）に同
協会へ。

11/

15
●火

3
街歩き・ミニ講座

「志賀海神社山
やまほめかりすなどりのまつり

誉漁猟祭と綿津見三座巡拝」
　マイクロバスで志賀島を巡ります。休暇村でのミニ講座もあり（昼
食付き）。d午前８時〜午後３時l集合は市営渡船志賀島旅客待合所
i志賀島航路とＪＲうみなか線DENCHA満員計画クラブa090-2512-
4299m tahi_qz@ybb.ne.jpt18歳以上c15人（先着）y3,500円e電話か
メールで、10月１日以降に問い合わせ先へ。

11/

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、援助・依頼をする「両方会員」にな
るための講習会。d11月16日㈬、24日㈭、25日㈮午前10時〜午後３時

（25日は２時半まで。連続講座）l南市民センター（南区塩原二丁目）
i福岡ファミリー・サポート・センターa736-1116f713-0778t市内に
住み、心身が健康で自宅で安全に子どもを預かることができる人c20
人（先着）y無料n６カ月〜就学前（無料。11月９日までに要申し込み。
抽選）e電話かファクス、メール（m f-support@fukuoka-shakyo.or.jp）
で、10月１日以降に問い合わせ先へ。定員を超えた場合のみ通知。

d＝開催日時　o＝開館時間　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　x＝休館日
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市立障がい者施設の指定管理者
が決定しました

　下表の通り。詳細は市ホームペー
ジで確認を。i障がい企画課a711-
4248f711-4818 ※発達障がい者支援
センターは、こども発達支援課a711- 
4178f733-5883

施設名 指定管理者
ももち福祉プラザ（早
良区百道浜一丁目）、
早良障がい者フレン
ドホーム（早良区百道
浜一丁目）

福 岡 障 害 者
支援センター

中央障がい者フレン
ドホーム（中央区舞鶴
一丁目）

野の花学園

障がい者就労支援セ
ンター（中央区舞鶴一
丁目） 市 社 会 福 祉

事業団発達障がい者支援セ
ンター（中央区舞鶴一
丁目）

令和５年度私立幼稚園および認定
こども園（教育機能部分）の園児
を募集

　市内の私立幼稚園および認定こど
も園で11月１日から入園願書の受け
付けを開始します。入園案内と願書は
10月１日から各幼稚園・認定こども園
で配布します。詳細は問い合わせを。
i各私立幼稚園、認定こども園
犬の登録および狂犬病予防集合
注射の実施

　生後91日以上の犬は、生涯１回の
登録と毎年度１回の狂犬病予防注射
が義務付けられています。【登録】あ
にまるぽーと（東区蒲田五丁目）、ふく
おかどうぶつ相談室（西区内浜一丁
目）、各区保健福祉センター（西区を
除く）で随時受け付け。市獣医師会の
動物病院でも実施【料金】登録は3,0 
00円、予防集合注射は3,200円【予防
集合注射】下表の通り実施

日時 会場
10／15㈯、
23㈰

あにまるぽーと
（東区蒲田五丁目）

10／16㈰ 南市民プール
（南区三宅三丁目）

10／22㈯ ふくおかどうぶつ相談室
（西区内浜一丁目）

　※時間はいずれも午後１時半〜２
時半。詳細はホームページで確認
するか、あにまるぽーと（a691-0131 
f691-0132）へ問い合わせを。

インターネット口座振替受付サー
ビスについて

　市税や国民健康保険料、給食費な
ど全10項目の口座振替の登録手続き
が、スマートフォンやパソコンから行
えます。10月３日からゆうちょ銀行も

利用できるようになります。対象項目
や登録方法など詳細は市ホームペー
ジで確認を。i各担当課
福岡市長選挙の立候補予定者説
明会を行います

　出席は立候補予定者１人につき２
人まで。代理人出席可。立候補関係書
類を配布します。d10月21日㈮午後１
時半からlエルガーラホール７階（中
央区天神一丁目）i市選挙管理委員
会a711-4682f733-5790
土砂災害対策改修・移転等の費用
を助成します

　土砂災害特別警戒区域（レッドゾー
ン）など市が指定する区域内にある住
宅等で、土砂災害に対する構造耐力
上の安全性を有していないものに対
して、改修・移転等の費用の一部を助
成します。事前に建築指導課への相
談が必要です。詳細は市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを。i同
課a711-4573f733-5584
アスベストの分析調査や除去な
どの費用を助成します

　申請は11月24日まで。【対象建築
物・助成内容】解体の予定がない民間
建築物に係る ▽分析調査＝アスベス
トを含む可能性がある吹き付け材の
分析調査費用（通常10万円程度。上
限25万円） ▽ 除去など＝多数の人が
利用する建築物のアスベスト除去・封
じ込め・囲い込みの工事費用の３分の
２以内（上限120万円。指定建築物の
除去工事に限り、上限300万円）。詳細
は市ホームページに掲載i建築指導
課a711-4573f733-5584
市県民税の公的年金からの特別
徴収の開始・変更について確認を

　今年度新たに特別徴収になる人と
今年度から再開される人は、10月から
特別徴収が開始されます。また、市県
民税が公的年金から特別徴収（引き
去り）になっている人は、10月分から
金額が変更になる場合があります。
特別徴収金額は、６月に送付した「市
民税・県民税納税通知書」で確認を。
i各区課税課

「財政のあらまし」を作成しました
　令和３年度決算の概要を中心に、市
の財政状況を解説しています。【閲
覧・配布場所】財政調整課（市役所10
階）、情報プラザ（同１階）、各区役所情
報コーナー、入
部・西部出張所
などで。市ホー
ムページにも掲
載i同課a711-
4166f733-5586

「
財
政
の
あ
ら
ま
し
」
表
紙

お知らせ
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】12月23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 届け出日

ドラッグストアモリ
和白丘店（東区和
白丘三丁目）

変更 ８月10日

マルキョウ和白店
（東区和白丘二丁
目）

変更 ８月12日

板付基地返還促進協議会定期総
会が開催されました

　８月22日に開催された同総会で、協
議会の今後の運動方針や今年度の事
業計画などを話し合い、板付基地の
早期全面返還を目指し運動を進めて
いくことを決定しました。詳細は市
ホームページに掲載。i総務企画局
総務課a711-4044f724-2098
市水素ステーションがリニューア
ルオープン

　下水汚泥を処理する過程で発生す
るバイオガスから水素をつくり、燃料
電池自動車に供給する同ステーション

（中央区荒津二丁目）が９月26日㈪に
リニューアルオープンしました。【営業
日時】日〜水曜日午前10時〜午後５時
【水素料金】１kg当たり1,210円 ※クレ
ジット払い（現金不可）iグリーンイ
ノベーション戦略担当a711-4901f 

733-5748
10月は①臓器移植普及推進月間
②骨髄バンク推進月間

　①「臓器提供意思表示カード」だけ
でなく、運転免許証や健康保険証等
に意思表示欄があります。臓器提供
について家族などと話し合ってみま
せんか。②白血病などの血液疾患で
苦しんでいる人に骨髄移植の機会を
提供するため、ドナー登録に協力くだ
さい。i①日本臓器移植ネットワーク
a0120-78-1069f03-5446-8818②日本
骨髄バンクa03-5280-1789f03-5280- 
0101

市国民健康保険加入者に重症化
予防のための保健指導を実施

　令和３年度よかドック受診者のう
ち、血糖、血圧、脂質などの数値が受
診勧奨基準に該当する人へ、10月〜
来年２月にかけて保健指導を実施し
ます。市が委託した保健師または看

護師が、対象者に電話で受診勧奨お
よび生活習慣改善のためのサポート
を行います（対象者には事前に案内
通知を送付）。詳細は市ホームページ
で確認するか問い合わせを。i保険
医療課a711-4390f733-5441

就学時健康診断を行います
　来年４月に小学校に入学する新１年
生の健康診断を各小学校で実施。対
象家庭に、日時と会場を記したはがき
を10月14日以降に送付します。10月
20日までに届かない場合は健康教育
課へ連絡を。 d11月１日㈫〜30日㈬
i同課a711-4643f733-5865y無料

スタイリッシュ通勤ふくおか
　福岡国道事務所と県・市が協力し
て、自動車利用抑制や時差出勤など
の促進を図る社会実験を実施しま
す。詳細はホームページで確認を。
d10月11日㈫〜28日㈮i調査実施機
関（日本工営福岡支店）a475-7569f 

475-4330
貝塚駅周辺土地区画整理事業の
事業計画変更案の縦覧

　地区内の土地の所有者など利害関
係のある人は、意見書を提出すること
ができます。【縦覧期間】10月11日㈫
〜24日㈪ 【縦覧場所】情報プラザ（市
役所１階）で。市ホームページでも閲
覧可能【意見書の提出】11月７日（消
印有効）までiSmartEAST基盤整備課
a711-4142f733-5909

「トライアル優良商品」募集
　市内の中小企業が販売・提供する
優れた新商品（物品・役務）を市が認
定し、ＰＲすることで販路開拓を支援し
ます。【応募資格】申請時において、販
売または提供を開始してから５年以
内の物品または役務（自ら開発し、消
費者へ直接販売または提供するもの
に限る）を有する市内の中小企業【募
集案内・申請書の配布】市ホームペー
ジに掲載、または経営支援課（博多区
博多駅前二丁目 福岡商工会議所ビ
ル２階）で【申込期間】10月31日（必着）
までi同課a441-2027f441-3211
楽水園　フォトコンテスト 作品募
集

　同園で撮影した写真を募集（１人１
点）。その中から10作品を来年２月１日
㈬〜27日㈪、同園に展示します。来園
者が投票を行い、最優秀賞１作品に景
品を進呈。詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。li同園（博
多区住吉二丁目）af262-6665y無料

（撮影時は入園料が必要）e作品の裏
に応募事項と作品タイトル、撮影年月
日を書いた紙を貼り郵送（〒812-0018
博多区住吉２-10-７）で、12月28日（必
着）までに同園へ。来所でも受け付け
ます。定員を超えた場合のみ通知。
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電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

※講座・催しなどで、特に記載がな
いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項

お知
らせ

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



市立小・中・高・特別支援学校ボラ
ンティア活動展示会

　各学校のボランティア活動を紹介
します。d10月８日㈯、９日㈰午前９時
〜午後５時l市役所１階多目的スペー
スi中学校教育課a711-4639f733-
5780y無料
新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金の申請期限が
延長されました

　緊急小口資金等の特例貸し付けを
利用できない世帯に対して、就労によ
る自立や生活保護の受給につなげる
ため、支援金を支給します。【対象】社
会福祉協議会の特例貸し付けのう
ち、再貸し付けが終了した世帯や再貸
し付けが不決定とされた世帯。または
緊急小口資金と初回貸し付けが今年
12月までに終了する世帯【再支給対
象】今年12月までに支援金の初回受
給が終了する世帯 ※いずれも一定
の要件あり。生活保護受給世帯は対
象外。詳細は市ホームページで確認
するか問い合わせを【申請期限】12月
31日（消印有効）i生活困窮者自立支
援金コールセンターa0120-322-256 
f710-5502

しごと

アクティブシニアしごと合同説明
会

d10月31日㈪午前11時10分〜午後０
時40分、１時半〜３時l福岡国際会議
場（博多区石城町）i県生涯現役チャ
レンジセンターa432-2540f432-2513 
tおおむね60歳以上c各70人（先着）
y無料e電話かファクスに応募事項
と希望時間を書いて、10月３日以降に
同センターへ。
文化財活用課　市職員（文化学芸
職）を募集

　建造物の調査研究および保存普及
に従事する職員を募集。【資格】次の
要件を満たす人。 ▽昭和53年４月２日
以降生まれ ▽大学（短大を除く）で建
築史、建築学、博物館学等に関する専
門知識を修めて卒業した ▽採用予定
日までに、１年以上大学院等において
同分野に関する研究に従事または１
年以上博物館、美術館、建築事務所等
において同分野の実務経験を有す
る。他要件あり。【採用予定日】来年４
月１日【募集案内・申込書の配布】情報
プラザ（市役所１階）、各区役所情報
コーナー、入部・西部出張所などで。

　※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。

市ホームページにも掲載【申込期間】
10月３日〜25日（消印有効）i同課a 

711-4666f733-5537
市保育士・保育所支援センター出
張相談会

　保育所等への就労に関する相談に
応じます。同センターに登録すると求
人票の閲覧、保育所等の見学や面談
が可能になります（登録には保育士証
または子育て支援員研修修了証の登
録番号、登録年月日が必要）。詳細は
市ホームページまたは情報プラザ

（市役所１階）、東区子育て支援課、ハ
ローワーク福岡東（東区千早六丁目）
等で配布するチラシで確認するか問
い合わせを。d10月11日㈫午前10時〜
午後３時lハローワーク福岡東i同
センターa711-6808f733-5718t市
内の保育所等への就職を希望する人
y無料e不要

市民病院 看護師を募集
　【勤務場所】市民病院（博多区吉塚
本町）【募集案内の配布】９月26日から
市立病院機構法人運営課（東区香椎
照葉五丁目）、情報プラザ（市役所１
階）、各区役所情報コーナー、入部・西
部出張所などで。ホームページにも
掲載【申込期間】10月17日（消印有効）
までi同課a692-3422f682-7300
国際交流課　国際渉外担当員（英
語）を募集

　海外との折衝・連絡調整、翻訳・通
訳などの業務に従事。【資格】次の全
てを有する人。 ▽ 通訳および翻訳の
実務経験 ▽実用英語検定１級またはT 
OEIC900点以上（同等の資格も可） ※
日本語を母国語としない場合は日本
語検定１級（同等の資格も可）。他要
件あり。【任用期間】来年１月１日〜再
来年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】９月28日から同課

（市役所８階）、情報プラザ（同１階）、各
区役所情報コーナー、入部・西部出張
所で。市ホームページにも掲載【申込
期間】10月28日（必着）までi同課a 

711-4023f733-5597

市介護に関する入門的研修
　同研修の修了者には市の認定証が
交付され、ヘルパー等の資格がなく
ても高齢者の生活に関わる掃除や洗
濯、調理などの援助業務に従事でき
ます。介護事業所への就職相談会や
キャリアコンサルタントに相談できる
就労相談会もあります。オンラインで
の受講も可。日程や会場などの詳細
はホームページで確認するか問い合
わせを。d10月〜来年２月。計８コース

（４日間）。午前９時半〜午後４時40分
i麻生介護サービスa0120-705-130 
f452-7714c各コース30人（先着）y

１コース1,500円e電話かファクスに
応募事項と希望コースを書いて、問

い合わせ先へ。ホームページでも受
け付けます。受講決定者にのみ通知。
「性暴力被害者支援センター・ふ
くおか」の相談員を募集

　同センター（博多区内）で被害者等
からの相談電話対応や面談、付き添
い支援等に従事。【資格】臨床心理
士、公認心理師、社会福祉士、精神保
健福祉士、看護師など。他要件あり。
【募集案内】ホームページに掲載【申
込期間】９月26日〜10月28日（消印有
効）i福岡犯罪被害者支援センター
a409-8881f409-8856

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「Excel初級」講座②第二
種電気工事士（実技）直前講習③パソ
コン「HP作成（HTML／CSS編）」講座④
ファイナンシャル・プランナー３級講
習⑤パソコン「仕事に必要なWord&Ex
cel」講習―を開催（いずれも連続講
座）。日程や会場、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
①非行防止対策推進員②こども
育成調査アドバイザーを募集

　勤務場所は①東・博多・城南・西区
役所②東区役所。【任用期間】来年４月
１日〜令和６年３月31日（再任用あり）
【募集案内・申込書の配布】10月３日か
ら情報プラザ（市役所１階）、各区役所
情報コーナー、入部・西部出張所など
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】11月10日（消印有効）までiこど
も健全育成課a711-4188f733-5534

非常勤調理業務員を募集
　市立小学校で給食調理業務などに
従事。【採用予定日】来年４月１日以降
【募集案内・申込書の配布】10月１日か
ら教育委員会職員課（市役所11階）、
情報プラザ（同１階）、各区役所情報
コーナー、入部・西部出張所、各公民
館などで。市ホームページにも掲載。
郵送での請求は同課に問い合わせを
【申込期間】11月30日（消印有効）まで

i同課a711-4609f711-4936

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。d11月２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 南天神ビル２階）a 

f738-0073t家族や恋人、友人など
を自死（自殺）で亡くした人やその支
援者c３人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で同センターへ。

相 談

人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談会

　新しい装具や食事・入浴などの相
談に応じます。d10月８日㈯午後１時
〜５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a895-2880f891-1890 
y無料e不要

暴力団等被害集中相談日
　暴力団などからの不当要求に対し
て、警察や弁護士などが電話・面接で
相談に応じます。d10月15日㈯午前
10時〜午後４時li市暴力追放相談
センター（市役所２階）a711-4076f 

711-4083y無料e不要
行政書士による「暮らしと事業」無
料相談会

　会社設立や建設業の許可申請、相
続等の相談に応じます。d10月15日
㈯午前10時〜午後４時（受け付けは３
時半まで）l博多市民センター５階

（博多区山王一丁目）i県行政書士会
a641-2501f641-2503y無料e不要
ずっと一緒に暮らすための犬猫よ
ろず相談

　犬のしつけや犬猫の手入れ、健康
管理、飼い主の万が一に備える「ペッ
ト信託」などの相談に動物愛護ボラン
ティアが応じます。d10月16日㈰ 午
後１時〜４時liふくおかどうぶつ相
談室（西区内浜一丁目）a891-1231f 

891-1259y無料e不要。ペット信託と
犬のしつけ方相談は要予約（各先着３
組）。電話かファクスで、10月３日以降
に同相談室へ。
税理士による成年後見および相
続税・贈与税に関する無料相談会

　相談時間は１人30分以内。d11月５
日㈯午前10時〜午後３時45分 ※事前
予約制li九州北部税理士会館（博
多区博多駅南一丁目）a433-2366f 

481-3878c35人（先着）y無料e電話
で10月１日以降に同会へ。

行政書士による無料相談会
　成年後見制度の利用、財産管理や
生活・療養看護等の契約、遺言・相続
などの相談に応じます。i成年後見セ
ンターあい愛サポートa090-3413-
6696f405-6246y無料e不要

日時 会場
10／９㈰
10:00〜12:00

ふくふくプラザ６階
（中央区荒戸三丁目）

10／９㈰
13:00〜15:00

なみきスクエア１階
（東区千早四丁目）

10／12㈬
9:30〜12:00

ももちパレス３階
（早良区百道二丁目）

d＝開催日時　o＝開館時間　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　x＝休館日
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⑨防災のスペシャリスト
に聞く、これからの防災

11／22㈫
13:30〜15:30

⑩若年性認知症を知る 11／29㈫
14:00〜16:00

　※各イベントのスケジュールなど詳
細はホームページで確認を。
サイエンスショー「ISSはどこにいる？〜
上空400kmの世界〜」
　ISS（国際宇宙ステーション）が飛ぶ上
空400kmがどんな環境なのか、さまざま
な実験を通して考えます。d10月１日㈯
〜c各45人（先着）y無料（５階基本展
示室の入場料が必要）e不要
テーブルサイエンス「化石ってなに？」
　化石から分かることや、化石がどう
やってできるのかなどについて学びま
す。d10月１日㈯〜12月27日㈫c各５人

（先着）y無料（５階基本展示室の入場
料が必要）e不要

ほしのおはなし〜はじめてのプラネタ
リウム〜
　未就学児〜小学校低学年推奨。11月
の皆既月食についても紹介します。d 

10月12日㈬午前11時45分から（40分程
度）c220人（先着）y大人510円、高校
生310円、小中学生200円、未就学児無
料e当日午前９時半から同館３階チケッ
トカウンターで販売。

あいくる （中央児童会館）

〒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月曜日（祝休日のときは翌日）、月末（日曜日のときは翌日）

⑤おもちゃ病院 10／16㈰
10:00〜14:00

体験型・空港のお仕事教室
　搭乗案内など空港の仕事を学び体験
します。d11月３日（木・祝）①午前10時20
分〜正午②午後１時20分〜３時t①小
学１〜３年生と保護者②小学４〜６年生
c①15組②30人（いずれも抽選）y無料
e往復はがきに参加者全員の応募事項
と生年月日を書いて10月12日（必着）ま
でにあいくるへ。来所、ホームページで
も受け付けます。

10月の事業
　未就学児は保護者同伴。会場は①東
体育館（東区香住ケ丘一丁目）、②舞鶴
公園多聞櫓（たもんやぐら）付近（中央区
城内）。①は上履きと子どもを寝かせる
バスタオル等を持参。t①まだ１人で歩
けない乳幼児②④０〜６歳③１歳〜高校
生⑤０歳〜高校生c①②③なし④15組

（先着）⑤25組（先着。１組１個）y①②③
無料④１組200円⑤100円e①②③不要
④⑤電話かファクス、来所で、10月④４日
⑤１日以降にあいくるへ。

内容 日時
① あ か ちゃん と
いっしょ（乳幼児の
親子遊び）

10／５㈬
10:30〜11:30

②自然 の 中であ
そぼう（ドングリ拾
いや落ち葉遊びな
ど） ※雨天中止

10／７㈮
13:00〜15:00

③あいくるジャン
ボあそび大会（わ
なげなどの遊びを
ジャンボサイズで
楽しめます）

10／10（月・祝）
13:00〜16:00

④木育おもちゃの
ひろば

10／13㈭
10:00〜12:00

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（入館は閉館
30分前まで）x月曜日、最終火曜日

新米パパママ応急手当講習会
　１歳未満の子どもに対する心肺蘇生
法や異物除去法=写真=などを学びま
す。d10月29日㈯、30日㈰午後２時〜３
時t１歳未満の子どもや孫がいる人、子
どもが生まれる予定の人、仕事で乳児と
接する機会がある人c各12組（先着。１
組大人２人まで。子どもの同伴可）y無
料e電 話 か
ファクスに応
募事項と希望
日を書いて、
10月３日以降
に同センター
へ。

油山市民の森
〒811-1355 南区桧原855-４
a871-6969 f801-1463
o午前９時〜午後６時

　※いずれも申し込みは、往復はがき
に代表者の応募事項と参加者全員の氏
名・年齢、②は希望時間を書いて、10月１
日〜28日（必着）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。
①油山きのこ倶楽部（くらぶ）
　キノコの案内人「きのこちゃん」との
観察会です。d11月18日㈮午前10時半
〜正午t18歳以上c10人（抽選）y500円
②木を磨いて楽しむ講座
　木片を磨いてペンダントなどを作りま
す。d11月19日㈯午前10時半〜午後０時
半、１時半〜３時半t小学３年生以上（中
学生以下は保護者同伴）c各５人（抽選）
y１作品500円

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

l①大濠公園（中央区）②〜⑤同センターt市内に住む人（②は18歳以上で運動に
支障のない人）e電話か来所で、①10月１日以降②〜⑤各開催日の７日前までに同
センターへ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時 定員
（先着） 費用

①ニコニコペース健康
教室（ウオーキング）

10／15㈯14:00〜16:00
（毎月第３土曜日開催） 12人 200円

②やせナイト塾
（生活習慣改善教室）

11／３（木・祝）と３カ月後のフォロー教
室の計２回。13:00から各４時間程度 10人 1,000円

③気軽に糖尿病教室 11／７㈪13:30〜15:30 ８人 500円
④１日糖尿病教室（食
事指導、運動指導など）11／26㈯10:00〜15:00 12人 1,000円

（食事付き）
⑤禁煙教室 11／30㈬18:30〜20:00 ９人 1,000円

科学館
〒810-0044 中央区六本松四丁目２-１　a731-2525 f731-2530
x火曜日（祝休日のときは翌平日） ※開館時間など詳細はホームページで確認を。

花畑園芸公園
〒811-1353 南区柏原七丁目571-１
a５６５-５１１４ f５６５-３７５４
o午前９時〜午後５時 ※園芸相談

（a566-3987）は午前10時〜正午、午
後１時〜４時x月曜日（祝休日のときは
翌平日） ※園芸相談は木曜日も休み。

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
利用受付時間　午前９時〜午後５時

ファミリーキャンプ〜家族で体験、トリ
プルウオッチング〜
　同公園で見ることができる野鳥、動
物、バラに関する問題を解きながら観察
します＝写真。d11月20日㈰午前10時〜
午後４時15分t小中学生と家族c５家族

（抽選）y大人1,500円、高校生1,320円、
小 中 学 生1,0 
00円、未就学
児 5 0 0 円 e

ホームページ
から10月21日
正午までに申
し込みを。

ミカン狩り
　１人当たり約２㎏を収穫できます。
d①10月29日㈯②10月30日㈰③11月12
日㈯④11月13日㈰⑤11月20日㈰午前11
時、午後２時から（各回30分）c各回250人

（抽選）y小学生以上300円、未就学児・
市内に住む65歳以上無料e往復はがき
に参加者全員の応募事項と希望日（時
間指定不可）を書いて10月①②７日③④
21日⑤28日（いずれも必着）までに同公
園へ。来所でも受け付けます（往復はが
きを持参してください）。

11月の介護講座
c①④⑨35人②⑦各８人③⑩45人⑤10
人⑥40人⑧20人y①〜④⑥〜⑩無料⑤
350円e電話かファクス、メール（m f_ka
igon@fukuwel.or.jp）に応募事項と②⑦
は希望日を書いて、10月１日以降に同セ
ンターへ。来所でも受け付けます。

内容 日時
①急変の時に慌てない、
救命講習入門コース

11／１㈫
13:30〜15:30

②自分に合った車いす
選びと介助

11／５㈯11:00
〜13:00、10㈭
10:00〜12:00

③イライラと上手につ
き合う　アンガーマネ
ジメント

11／７㈪
14:00〜16:00

④基本の防災対策とＩＣＴ
（情報通信技術）活用法

11／８㈫
13:30〜15:30

⑤自助具製作教室（瓶な
どのふたが開けにくい
ときに便利な「片手で使
える瓶オープナー」を製
作します）

11／12㈯
14:00〜16:00

⑥感染症を正しく理解し
よう

11／17㈭
14:00〜16:00

⑦滑らせてらくらく車い
す移乗

11／19㈯
11:00〜13:00、
24㈭
10:00〜12:00

⑧高齢者疑似体験 11／21㈪
10:00〜12:00

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火曜日（祝休日のときは翌平日）

アミカスフェスタ
　ジェンダーに関する作品展示もあり。
詳細はホームページで確認を。t①④
小学生と保護者②女性③小学４年生以
上⑤男性を含むグループ（男性は１人で
も可）c①④10組②６人③180人⑤30人

（いずれも先着）y無料n②③⑤は６カ
月〜小学３年生（無料。子どもの名前、年
齢・月齢を書いて10月27日までに申し込
みを。先着順）eホームページから10月
１日以降に申し込みを。

内容 日時
①親子で作ろう ダン
ボール工作教室

11／６㈰
10：00〜12：00

②女性のための起業
出張相談（スタカフェ）

11／６㈰
10:00〜16:00

（１人50分程度）
③映画「今日も明日も
負け犬。」上映会＆トー
クショー

11／６㈰
13:00〜15:45

④楽しく学ぶ 親子防
災教室
〜消火・通報について
訓練しましょう〜

11／６㈰
14：00〜15：00

⑤家事シェア「時短＆
きれい」のコツ

11／６㈰
14:00〜15:10

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第２・最終火曜日（祝休日のときは翌平日）。アミカス図書室は第３火曜日も休み。

①の救命講習入門コース
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情報BOX 福岡市政だより
令和4（2022）年10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

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


