
　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11月16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。
　※博多・城南・西急患診療所は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（12月前半の日曜日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
12月４日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
12月11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

　※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
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パ フ ォ ー マ ン ス
erformance2022特別公演

　路上生活者から成るダンスグループ「新人H（エイチ）ソケリッサ！」による①映
画上映②ダンスワークショップ③ダンス上演を実施。その他、インドネシアの楽
器・ガムランの演奏や体験ワークショップなどもあり。小学生以下は保護者同
伴。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。liももちパレス

（早良区百道二丁目）a851-4511f851-4545e電話かファクス、メール（m info@
momochi-palace.net）、来所で、問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時 定員（先着）
①映画「ダンシングホームレス」上映とア
フタートーク 12／16㈮19:00～21:30 500人
②ソケリッサと踊ろう

「ダレデモスタアワークショップ」 12／17㈯15:30～17:30 20人
③Go On（ゴーオン）、パーフェクトダンス、
ソケリッサによるパフォーマンス 12／18㈰13:30～16:15 500人

催 し
　一人一花運動に取り組む活動団体や個人等を
対象に、市内と近郊の園芸店等で「一人一花割引」
が行われています。花苗等を購入する際に、市が
発行する活動証明書＝写真＝を対象店舗で提示す
ると５％の割引が受けられます。 ※10月に対象店
舗が152店舗に拡大されました。
　一人一花運動への参加方法や割引についての詳細は一人一花運動の
ホームページで確認を。

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
介できます。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

　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。
花づくり活動をサポート「一人一花割引」

一人一花だより VOL.17

12/

8
●木

4国連講演会
「国際平和協力法30年の活動と国際社会の変化」

　講師は内閣府国際平和協力本部研究員の福永守雄氏。あいれふ
（中央区舞鶴二丁目）でのオンライン視聴（先着30人）のほか、ウェブ会
議サービス「Zoom（ズーム）」を利用した自宅等での視聴も可能（先着
100人）。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午後２時
～３時半i日本国際連合協会福岡県本部a713-8115f761-6762y無
料e電話かファクス、メール（m unaj-fukuoka@nifty.com）に応募事項
とメールアドレス、団体に属する人は団体名、あいれふでの視聴を希
望する人はその旨も書いて、12月１日以降に同本部へ。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。

12/

10
●土

3花畑園芸公園　「おしゃれなカラーで作るアートフラ
ワーしめ縄ワークショップ」

d午後１時半～３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565- 
3754c20人（先着）y1,600円e電話かファクスで、12月３日以降に同
公園へ。

12/

11
●日

2市博物館　
みんなのミュージアム「ヌノノワークショップ」

　「布」をテーマに郷土の歴史や文化を学びながら、機織り具を用い
た原始的な布作りを体験します。d午前10時～正午、午後１時～３時

（受け付けは各終了時間の30分前まで）li同館（早良区百道浜三丁
目）a845-5011f845-5019c80人（先着）y無料e不要

12/

11
●日

2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。雨天時は内容の変更あり。d午
前10時～午後２時liあにまるぽーと（東区蒲田五丁目）a691-0131 
f691-0132y無料e不要

12/

16
●金
他

2博多ガイドの会　レトロな礼拝堂から光の街へ 
博多クリスマスイルミネーションウオーク

d12月16日㈮、17日㈯、20日㈫午後４時～６時l集合は福岡社家町教会
（博多区冷泉町）、解散はJR博多シティ３階（博多区博多駅中央街）i

博多区企画振興課a419-1012f434-0053t小学生以上（小学生は保
護者同伴）c各24人（抽選）y800円e電話かファクスに応募事項と希
望日を書いて、12月５日までに同課へ。ホームページでも受け付けま
す。当選者にのみ通知。

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
※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12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。



アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん

　①プロのカメラマンが撮影します。②健康アドバイスも行います。③初心者向
けのストレッチを行います。ヨガマットを持参してください。貸し出しあり（100
円）。いずれも詳細はホームページで確認するか問い合わせを。li同公園（東
区香椎照葉四丁目）a661-5980f672-6925t①②不問③20歳以上y①１組8,000
円②無料（入館料別）③500円e①電話か来所で、12月１日以降に同公園へ。ホー
ムページでも受け付けます。②③不要

内容 日時 定員（先着）
①PARK de PHOTO

（パーク デ フォト）
12／11㈰9:00～16:30

（撮影時間は１組30分） 10組

②足裏測定会 12／17㈯10:00～15:00
（12:00～13:00を除く。１人15分程度） ―

③青空の下のスト
レッチ教室 12／21㈬11:00～11:40（受け付けは10:45から） 20人

催 し

老人福祉センター東香園

　①スマートフォンを持参してください。②薬剤師が相談に応じます。お薬手帳
を持参してください。オンラインでの参加も可。③行政書士が相談に応じます。
li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳以上
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
②は参加方法（会場またはオンライン）も書いて、12月１日以降に同園へ。来所で
も受け付けます。

内容 日時 定員（先着）
①スマホ個別相談会 12／６㈫11:30～15:30 ８人
②くすりと健康のお悩み個別相談会 12／８㈭11:40～16:00 ５人
③行政書士による相続手続き・遺言書作
成等の相談会 12／22㈭13:00～15:00 ４人

催 し

桧原運動公園

　①初心者向け。②大王松ぼっくり、またはシダーローズ（ヒマラヤスギの松
ぼっくり）を使ってクリスマスツリーを作ります。詳細は問い合わせを。li同公園

（南区桧原五丁目）a566-8208f566-8920t①５～７歳と保護者のペア②５歳以上
（小学生以下は保護者同伴）e電話か来所で、12月１日以降に同公園へ。

内容 日時 費用 定員（先着）
①親子キャッチボール
教室 12／11㈰13:30～14:30 １組600円 10組

②クリスマス クラフト
教室

12／18㈰9:30～10:30、
11:30～12:30 各600円 各５人

講座・教室

市スポーツ協会

　①のDigSports（ディグスポーツ）は、その人に向いているスポーツ種目をAIが
提案するシステムのこと。②は後日録画受講もあり。詳細はホームページで確認
するか問い合わせを。l①市民体育館（博多区東公園）②あいれふ（中央区舞鶴
二丁目）③総合西市民プール（西区西の丘一丁目）i同協会a407-8381f407-81 
85y①②500円③アーティスティックスイミング＝500円、SUP（サップ）ヨガ＝1,000
円eホームページから12月１日から①15日②③14日までに申し込みを。

内容 日時 対象 定員（抽選）
①冬休みDigSports体力
測定会 来年１／５㈭10:00～17:00 小学生 36人

②ジュニア指導者講習会
「育ち盛りジュニア世代
のための栄養と食事」

来年１／11㈬18:30～20:30
ジ ュ ニ ア 世 代

（小・中・高）の
指導者や保護者

30人

③スポーツ
体験塾

アーティス
ティックスイ
ミング 来年

１／14㈯

9:30～11:00 小学生 30人

SUPヨガ 10:30～11:30 18歳以上 20人

催 し

12/

16
●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

　①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。②奴国（なこく）時代の博多について話します。d12月①
16日㈮午後２時～３時半②22日㈭午前10時～正午li同園（博多区千
代一丁目）a641-0903f641-0907t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@magokorokai.jp）、来所で、12月１日以降に同園へ。定員を超え
た場合のみ通知。

12/

17
●土

3 NPO・ボランティア交流センター あすみん　
ボランティア講座

　ボランティア活動を始める際の心構えやボランティアを受け入れる
ことの意義等について学びます。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２時～４時
li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。

12/

17
●土

2西部運動公園　ベースボールフェスタ

　福岡ソフトバンクホークスの選手と一緒に野球の楽しさを体験する
イベント。写真撮影や野球教室など。d午前10時～午後１時li同公
園（西区飯盛）a811-5625f811-0549t小学生（３年生以下は保護者
同伴）c100人（先着。１組２人まで）y１人1,500円e電話か来所で、12
月６日午前９時以降に同公園へ。

12/

18
●日

3自転車の乗り方教室〜補助輪なしにチャレンジ〜

　プロサイクルロードレースチームの選手が、自転車の正しい乗り方
や基本的な交通ルール・マナーを指導する体験型教室。自転車の持ち
込み可。自転車用ヘルメットを持っている人は持参してください。d午
前10時半～正午、午後１時～２時半l貝塚交通公園（東区箱崎七丁目）
i防犯・交通安全課a711-4061f711-4059t小学生（保護者同伴）c

各10人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m bouhankotsu.CAB 
@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と身長、希望時間、自転車・ヘルメット
の持ち込みの有無を書いて、12月１日以降に同課へ。 ※過去参加した
ことがある人は申し込み不可。

12/

18
●日

3今津運動公園　レモングラスでしめ縄作り

　無農薬で育てたレモングラスを使って作ります。d午後１時半～３
時半li同公園（西区今津）a807-6625f807-6627t小学生以上c 

10人（抽選）y500円e電話か来所で、12月１日～10日に同公園へ。

12/

19
●月
他

3
老人福祉センター舞鶴園　①リラックス・ヨガ講座
②初心者向けICT講習会「L

ライン

INEアプリの使い方を学ぼう」
　①のテーマは「冷え性改善」。d12月①19日㈪午後１時～２時②23日
㈮午前10時～、午後１時～、３時～（各90分）li同園（中央区長浜一
丁目）a771-7677f716-0046t市内に住む60歳以上c①15人②各６人

（いずれも先着）y無料e電話かファクスに応募事項と②は希望時間
も書いて、12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。

12/

20
●火
他

2市障がい児・者美術展「福岡コアサイド・アート」

　「えがく」「もじ」「あそぶ」の３部門で募集した、市内に住むか通勤・通
学（所）する障がい児・者による絵画、書道、陶芸などの作品を展示しま
す。d12月20日㈫～25日㈰午前９時半～午後５時半（入館は５時まで）
l市美術館（中央区大濠公園）i同展実行委員会事務局a713-
1480f715-3561y無料
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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



雁の巣レクリエーションセンター

　②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）＝写真。③
は木の実を使ってリースを作ります。li同センター

（東区奈多）a606-3458f607-9057t①４歳～中学生
（保護者同伴）②小学生以上（小学生は保護者同伴）③
不問（小学生以下は保護者同伴）y①1,100円②200円

（４回まで参加可。ポールレンタル代１回300円）③
1,000円e①件名を「雁の巣ジュニアテニススクール」としたメール（m gannosu-
rc@prfj.or.jp）かファクスに応募事項と希望日を書いて、各開催日の午後１時50
分までに同センターへ。②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。③往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクス、来所で、12
月５日（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。

内容 日時 定員
①ジュニアテニススクール体験会 
はじめてクラス 土曜日14:00～15:00 各15人（抽選）

②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30人（先着）

③ガンレククラフト教室 12／８㈭11:00～12:00 10人（抽選）

講座・教室 R60倶
く ら ぶ

楽部

　②はカンボジアでボランティア活動をしている
岩田亮子氏が話します。③は本（サイズ指定あ
り）、はさみ、セロハンテープの持参が必要。詳細
は問い合わせを。l①③六本松 蔦屋（つたや）書
店（中央区六本松四丁目）②④あいれふ（中央区
舞鶴二丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務
局a401-3456f739-6081y① 無 料 ② 一 般1,000
円、中高生500円、小学生以下無料③1,200円④
2,500円e電話かファクスで、12月１日以降に同事
務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

内容 日時 定員（先着）
①オトナ塾 デジタル推進委員による楽し
いスマホの使い方講座 12／６㈫14:00～15:00 20人
②未来に繋（つな）ぐ貢献 in カンボジア 
今自分にできることを考えよう 12／15㈭13:00～16:00 100人
③絵本や本のギフトラッピングワーク
ショップ 12／20㈫14:00～15:00 ７人
④華やかな水引でモダンなしめ飾りを手
作りしよう 12／21㈬14:00～16:00 20人

催 し

②
岩
田
氏
と
カ
ン
ボ
ジ
ア

の
子
ど
も
た
ち

12/

20
●火

3緑のコーディネーターによる体験講座　
「ブレンド精油＆アロマスプレー」

d午後２時～４時l博多市民センター（博多区山王一丁目）i市緑の
まちづくり協会みどり課a822-5832f822-5848c20人（抽選）y1,500
円eはがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクス、メール（m 
koza@midorimachi.jp）で、12月９日（必着）までに同課へ。ホームページ
でも受け付けます。

12/

21
●水

3 NPO法人認定説明会

　市から「認定NPO法人」として認定を受ける際の、申請の要件等につ
いて説明します。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」での参加も可。
d午後２時半～４時lあすみん（中央区今泉一丁目）i市民公益活動
推進課a711-4927f733-5768t市内にのみ事務所を有するNPO法人
c会場20人、オンライン20人（いずれも先着）y無料e電話かファク
ス、メール（m koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と法人名、参
加方法（会場またはオンライン）を書いて、12月１日以降に同課へ。来所

（市役所７階）、市ホームページでも受け付けます。

12/

24
●土
他

2海づり公園　クリスマスプレゼント抽選会

　真鯛（マダイ）釣り券、釣具や釣り堀ショップの割引券などが当たり
ます。残念賞もあり。d12月24日㈯、25日㈰午前10時～11時ごろli

同公園（西区小田）a809-2666f809-2669t小中学生の釣り台利用者
（要保護者同伴）c各日20人（先着）y無料（釣り台利用料別）e不要

12/

25
●日

2立花寺緑地リフレッシュ農園　年末感謝祭

　じゃんけん大会や餅つき大会などを開催します。九州北部豪雨災害
復興支援のための野菜販売もあり。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

12/

26
●月

2アクロス・ランチタイムコンサート　
アクロス室内楽セレクション

　ハイドンの弦楽四重奏曲第67番ニ長調「ひばり」などを演奏します。
未就学児は入場不可。d正午～午後１時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1,000円n４カ月～就学前（無料。託児の申
し込みは前日までにテノ.サポートa0120-8000-29へ。先着順）e電話
か来所（アクロス福岡２階）で同センターへ。ホームページやチケット
ぴあ、ローソンチケットでも販売。

12/

26
●月

3高齢運転者講習会〜認知症予防講座と実技講習〜

　加齢に伴う認知機能・身体能力の低下を予防するための講座と、実
際に運転する体験型の講習。受講者は自家用車で集合。d午後１時～
３時半l市消防学校（早良区西入部一丁目）i防犯・交通安全課a71 
1-4061f711-4059t65歳以上の運転者と家族（運転者のみも可）c20
人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m bouhankotsu.CAB@city.
fukuoka.lg.jp）で、12月１日以降に同課へ。

2023
1/

6
●金
他

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　 ▽デジカメ ▽スマホ ▽基礎 ▽中級 ▽ワード ▽エクセル ▽ブログ―
など10講座。d来年１月６日㈮～３月23日㈭ ※日時や期間は講座によ
り異なるliシニアネット福岡（中央区大名二丁目）a732-3115（平日
午前10時～午後３時）f753-6465t20歳以上の初心者、中級者c各10
人（抽選）y１回1,000円（テキスト代別）e電話かファクス、来所で問い
合わせの上、12月16日までに申し込みを。

1/

7
●土

2スポーツ体験ランド2022 in 早良区

　ハンドボール、ボルダリング、卓球、バドミントンなどさまざまなス
ポーツを体験できます。d午後１時半～４時半l早良体育館（早良区
四箇六丁目）i市スポーツ協会事業課a407-8381f407-8185t市内
に住むか通学する小学生c150人（抽選）y無料eはがき（〒819-0005
西区内浜１-５-１）に応募事項と保護者氏名を書いて12月１日～15日

（必着）に同課へ。ホームページでも受け付けます。

1/

9
●●月・祝

2今宿野外活動センター　新春もちつき大会

　餅つきやどんど焼きなどを行います。高校生以下は保護者同伴。d

午前11時～午後２時li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114 
f806-3115c50人（抽選）y４歳以上500円、３歳以下100円e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食物
アレルギーの有無を書いて、12月１日～18日（必着）に同センターへ。
ホームページでも受け付けます。

1/

9
●●月・祝

2市総合体育館　個人参加フットサル

d午後８時～10時li同体育館（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f 

410-0318t18歳以上c20人（先着）y500円e電話かメール（m info@
fukuoka-city-arena.jp）、来所で、12月５日以降に同体育館へ。

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
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教室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。



福岡共同公文書館　特別展 ふくおか あの日あのとき 
1972年 〜50年前、「町」が「市」になりました〜

　春日市、大野城市、筑紫野市、小郡市が市制50周年を迎えました。50年前（1972
年）の福岡県を公文書で振り返ります。ホームページでのウェブ展示も同時開
催。12月10日㈯にはギャラリートークもあり（午前10時半、午後２時から。各30
分）。d開催中～来年１月22日㈰午前９時～午後５時li同館（筑紫野市上古賀
一丁目）a919-6166f919-6168y無料x月曜・祝休日（月曜日が祝休日の場合は
翌日も休館）、12月28日㈬～来年１月４日㈬

催 し

福岡市民クルーズ　にっぽん丸で航
い

く しまなみ海道３日間

　旅行代金を10％引きで提供。行きは博多駅から新幹線で新神戸駅へ移動、帰
りは博多港着。行程や料金など詳細は市ホームページに掲載、または各区役所
情報コーナー、入部・西部出張所などで配布するチラシで確認を。d来年２月17
日㈮～19日㈰２泊３日i郵船トラベルa475-0011f475-0015t市内に住むか通
勤・通学する人（２歳以下は参加不可。15歳未満は保護者同伴。20歳未満は保護
者の同意書が必要）c10部屋（抽選）e往復はがき（〒812-0018博多区住吉４-３-２）
かメール（m wfs@ytk.co.jp）で、来年１月10日（消印有効）までに問い合わせ先へ。

催 し

救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇
生法（①②大人に対する方法③子どもに対する方
法④大人・子どもに対する方法）を学びます。詳細
は問い合わせを。i救急課a791-7151f791-2994 
t市内に住むか通勤・通学する人y無料eホー
ムページまたは電話で受け付けます。受け付け
開始は12月①②１日③④13日。 ※救急出動のた
め、電話を受ける救急隊員が不在になる場合があ
ります。

種類 実施日 会場 申込先電話 定員（先着）

①入門
来年１／18㈬ 中央消防署

（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人

来年１／19㈭ 市民防災センター
（早良区百道浜一丁目） 821-0245 20人

②普通１

来年１／13㈮ 東消防署
（東区千早四丁目） 683-0119 35人

来年１／17㈫ 城南消防署
（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人

来年１／20㈮ 博多消防署
（博多区博多駅前四丁目） 475-0119 25人

③普通３ 来年１／17㈫
消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 各30人④上級 来年１／16㈪

来年１／27㈮
　※時間は①午前10時～11時半②③午前10時～午後１時④午前９時～午後５
時。上記の他に、応急手当普及員講習と応急手当普及員再講習もあり。救急課
へ問い合わせを。

講座・教室

市
消
防
局
マ
ス
コ
ッ

ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

「
フ
ァ
イ
太
く
ん
」

1/

10
●火
他

3
西障がい者フレンドホーム　
初心者のためのパソコン（W

ワ ー ド

ord）教室
　文字入力やカレンダー・チラシの作り方を学びます。d来年１月10
日～２月７日の火曜日午前10時～正午（連続講座）li同ホーム（西区
内浜一丁目）a883-7017f883-7037t市内に住む障がいのある人c

５人（抽選）y1,200円e電話かファクス、来所で、12月１日～15日に同
ホームへ。

1/

12
●木
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。d来年１月12日㈭、20日㈮、26日㈭午前10時
～午後３時（26日は２時半まで。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、心身が
健康で自宅で安全に子どもを預かることができる人c40人（先着）y

無料n６カ月～就学前（無料。１月５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、12月１日
以降に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

1/

14
●土

2
街歩き講座 〜志賀海神社・冬の海に潜る・踊る

「勝馬詣
もうで

」ガラモ刈り参拝〜
　希望者には15日㈰の歩射祭の案内もあり。d午前８時～午後５時l

集合は市営渡船志賀島旅客待合所i那国王の教室a050-1121-9445 
m tahi_qz@ymail.ne.jpt18歳以上c15人（先着）y3,500円e電話か
メールで、12月１日以降に問い合わせ先へ。

1/

14
●土

3不登校セミナー「ネット・ゲームの世界と子ども達 
〜親はどう向き合えばいいのか〜」

　子どもの不登校・行き渋りに悩む保護者や支援関係者向けにセミ
ナーを実施します。d午前10時～正午l中央市民センター（中央区赤
坂二丁目）i不登校よりそいネット事務局a283-8815f832-7125c50
人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m info@futokosien-net.
main.jp）で、12月１日以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

1/

20
●金
他

3段ボールコンポスト使い方講座

　生ごみを堆肥化する段ボールコンポストの使い方と、堆肥の活用法
について学びます。受講者には段ボールコンポストセットを進呈。d来
年１月20日㈮午後７時～８時半、27日㈮午前10時～11時半 ※各日の内
容は同じlあいれふ（中央区舞鶴二丁目）iごみ減量推進課a711-
4039f711-4823t市内に住む段ボールコンポストを使ったことがな
い人c各20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 gomigenryo.EB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日
を書いて、12月23日（必着）までに同課へ。

1/

22
●日
他

2さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）　①ふうせん
バレーボール大会②ボッチャフェスタ レクボッチャ大会

　詳細はホームページに掲載、または同プラザ（南区清水一丁目）で
配布する申込書で確認を。d①来年１月22日㈰午前10時～午後５時②
２月11日（土・祝）、12日㈰午前９時45分～午後５時l①市民体育館（博多
区東公園）②同プラザi同プラザa511-1132f552-3447t①障がい
者と介助者を含むチーム（１チーム６～12人）②県内に住むか通勤・通
学する障がい児・者で構成されたチーム（１チーム３～６人。健常者の
チームまたは障がい児・者と健常者の混成チームも可） ※いずれも小
学生以下は保護者同伴c①30チーム②36チーム（いずれも抽選）y１
チーム①1,500円②1,200円e申込書を12月①15日②23日（必着）まで
に同プラザへ。①は落選者にのみ通知。

1/

25
●水
他

3東体育館　
①ボクシングエクササイズ②子どもダンス教室

d①来年１月25日～３月15日の水曜日午後７時15分～８時45分②１月
27日～３月17日の金曜日午後５時15分～６時15分（いずれも連続講座）
li東体育館（東区香住ケ丘一丁目）a672-0301f672-0302t①18歳
以上②小学生c①20人②15人（いずれも抽選）y①6,000円②5,600円
e往復はがき（〒813-0003東区香住ケ丘１-12-２）で12月１日～15日（必
着）に東体育館へ。

1/

27
●金

2ウエルネスレストラン開放D
デ ー

ay in あいれふ 
〜あなたの食事をチェックしませんか〜

　実物そっくりに作られた料理モデルを使って、バランスの良い食事
について学びます。管理栄養士のアドバイスも受けられます。d午前
10時、11時、午後１時、２時から（各40分）lウエルネスレストラン（中央
区舞鶴二丁目 あいれふ２階）i市健康づくりサポートセンターa751-
2806f751-2572c各８人（先着）y無料e電話かメール（m yoyaku@
kenkou-support.jp）に応募事項と希望時間を書いて、12月１日以降に
同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。
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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

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



西体育館

　いずれも連続講座。①走ったりボールなどを使ったりして、基本的な体の使い
方を学びます。②走る・跳ぶなど、さまざまな運動を取り入れた遊びで身体能力
の向上を目指します。③体力向上や代謝アップを目指します。li西体育館（西
区拾六町一丁目）a882-5144f882-5244c①②20人③25人（いずれも抽選）
y①②4,000円③4,400円e往復はがき（〒819-0041西区拾六町１-13-35）で12月
15日（必着）までに西体育館へ。来所の場合は返信用のはがき（はがき代63円で
も可）を持参してください。

内容 日時 対象

①げんきっず広場 来年１／11～３／１の水曜日
16:00～17:00 ４～６歳の未就学児

②キッズ運動能力アップス
クール

来年１／11～３／１の水曜日
17:00～18:00 小学１・２年生

③脂肪燃焼エアロビクス 来年１／12～３／９の木曜日
11:00～12:30（２／23を除く）18歳以上

講座・教室

市精神保健福祉センター

　いずれも連続講座。事前面談あり。詳細は問い合わせを。lあいれふ（中央区
舞鶴二丁目）i同センターa737-8825f737-8827c各10人（選考）y無料e電話

（a737-8829 火・木曜日午前10時～午後１時）かファクスで、同センターへ（①は
12月15日締め切り）。

講座名 日時 対象
①依存問題（アルコール・薬
物）で悩む家族のための教室

来年１／11、25、２／１、15、
３／１の水曜日14:00～16:00

飲酒・薬物依存問題
に悩む家族

②薬物依存症回復支援プロ
グラム ～薬物使用をやめた
い人・やめ続けたい人へのプ
ログラム～

毎月第２・第４金曜日（時間
など詳細は問い合わせを）

薬物使用をやめたい
（やめ続けたい）人

講座・教室

福岡城 まゆの館「七五三後撮り撮影会」

　着付け後、プロのカメラマンが約50カット撮影。写真データは後日メールか
CD-Rで渡します（CD-R代別途1,000円）。詳細は問い合わせを。d12月３日㈯～18日
㈰午前10時～午後２時（月曜日を除く）li同館（中央区城内 三の丸スクエア
内）a707-3191f707-3193t３～７歳の子ども（保護者同伴）c各日４組（先着）y

１人２万9,800円e電話かファクス、メール（m info@myyounoyakata.com）に応募
事項と希望日を書いて、12月１日以降に同館へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

①空き家・住まいの終活 無料相談会②セミナー「遺品整理
の現場から」 〜家財整理業者の空き家対策〜

d来年１月11日㈬①午前11時～午後４時②午後１時15分～２時15分lあいれふ
（中央区舞鶴二丁目）i県空き家活用サポートセンターa726-6210f715-5230 

c①14人②44人（いずれも先着）y無料e電話かファクス、メール（m iekatsu@
fkjc.or.jp）で問い合わせ先へ。定員を超えた場合のみ通知。

催 し

お知らせ
令和５年度 市立小中学校入学説
明会

　入学予定の子どものいる世帯を対
象に各学校で12月～来年２月に実施
します。日程など詳細は市ホームペー
ジで確認するか入学予定校に直接問
い合わせを。i教育支援課a711-4693 
f733-5780、または市内の小中学校

奨学金への寄付をお願いします
　高等学校などへの進学や留学を目

的とする奨学金への寄付を募集しま
す。寄付をして確定申告をすると、所
得税と住民税が軽減されます。詳細
は問い合わせを。i市教育振興会a 

721-1709f721-1739
市役所に電話をかける際はかけ
間違いに注意を

　市役所に問い合わせの際は、電話
のかけ間違いがないよう番号を確認
の上、ご連絡をお願いします。【市役
所代表電話a711-4111】i財産管
理課a711-4173f711-4833
eLTAX（エルタックス）を利用して
地方税に関する手続きができます

　法人市民税、固定資産税（償却資

産）、個人住民税の給与支払報告書や
特別徴収に係る手続き、および事業
所税について、eLTAXを利用した電子
申告、電子申請・届け出を受け付けて
います。法人市民税、個人住民税（特
別徴収）、事業所税については電子納
税もできます。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。ieLTAX
ヘルプデスクa0570-081459
小中学校に入学予定で経済的に
困っている世帯へ就学援助（入学
準備金の支給）を行います

　経済的な理由で給食費や学用品費
など、学校での学習に必要な費用の
支払いが困難な保護者に、就学援助

（入学準備金の支給）を行います。詳
細は問い合わせを。【対象】市内に住
み、来年４月に国・県・市立の小中学校
に入学予定の子どもがいる世帯で ▽

生活保護の廃止、停止を受けたが、な
お経済的に困窮している ▽市民税が
非課税または減免の適用を受けてい
る ▽国民年金または国民健康保険の
保険料の全額減免を受けている ▽一
人親家庭等で児童扶養手当法に基づ
く児童扶養手当を受けている ▽市民
税所得割額と県民税所得割額の合算
が本市で定める基準額以下である―
など【申し込み】市ホームページに掲
載、または各学校で配布する申請書
と必要書類を持参で、来年１月４日～
31日に同課、または各学校へ。i教育
支援課a711-4693f733-5780、各学校
市介護予防教室実施業務の受託
事業者を募集

　高齢者が自宅で気軽にできる運動
を中心に、フレイル（加齢による心身
の虚弱）を防ぐための栄養、口腔（こう
くう）、認知症予防等の講話を併せて
行う教室を実施する事業者を募集。
詳細は募集要項で確認を。【募集要項
の配布】12月１日から地域包括ケア推
進課（市役所12階）、情報プラザ（同１
階）、各区地域保健福祉課で。市ホー
ムページにも掲載【申込期間】12月26
日（必着）までi地域包括ケア推進課
a711-4373f733-5587
粗大ごみの年末年始の収集につ
いて

　粗大ごみの受け付け、収集を12月
29日㈭から来年１月３日㈫まで休みま
す。年内の収集を希望する場合は早
めに申し込みを。１日ごとの受付上限
件数があり、上限に達した時点で年明
けの収集になります。i粗大ごみ受
付センターa731-1153f731-1195
不用品の処分に無許可の業者を
利用しないでください

　市内の巡回や、チラシ、インター
ネットなどで「不用品を安く回収しま
す」と宣伝している業者は、市の許可
なく違法に回収している業者です。無

許可の業者に依頼すると、不法投棄
など不適正な処理をされたり、高額な
料金を請求されたりするなどのトラ
ブルにつながる恐れがあるため利用
しないでください。市が許可した業者
や、家庭から出る不用品などのごみ
の出し方については市ホームページ
で確認を。市が許可した業者は市事
業用環境協会（a432-0123）でも確認
できます。i収集管理課a711-4346 
f733-5907

不動産を公売します
　市税滞納処分で差し押さえた不動
産を下記ウェブサイトで公売します。
詳細は市ホームページまたは各区納
税課で配布する公売広報で確認を。
【ウェブサイト】KSI官公庁オークショ
ン【申し込み】サイトから来年１月12日
午後１時～31日午後11時までに参加
申し込みの登録を。 ※参加申し込み
の時点で公売ガイドラインに同意し
たものとみなします【入札】２月６日午
後１時から13日午後１時までi特別滞
納整理課a292-3134f292-4112
公売財産 所在地 地積（床面積）

土地（２筆） 早良区飯
倉二丁目 48.58平方㍍

　※地積は２筆の合計（一括換価）

テキストデイジー製作ボランティ
アを募集

　パソコンで図書などの資料を文字
データにして編集し、視覚障がい者の
ための電子書籍を作ります。 ※養成
講座（来年１月～３月に全６回で実施）
への参加が必要。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。li

点字図書館（早良区百道浜三丁目）a 

852-0555f852-0556tパソコンを持
ち、基本的な操作・検索ができ、講座
修了後に専属ボランティアとして活
動できる人eはがき（〒814-0001早良
区百道浜３-７-１）に応募事項とパソコ
ンの有無、職業、志望動機を書いて12
月20日（消印有効）までに同図書館
へ。来所でも受け付けます。来年１月
13日㈮に面接選考あり。

インボイス制度説明会を開催
　12月に市内の各税務署で事業者を
対象に同制度の説明会を開催。詳細
は国税庁ホームページで確認するか
問い合わせを。i各税務署
税務署 管轄地 電話番号

香椎 東区 ※一部は
博多税務署 661-1031

博多 博多区と東区の
一部 641-8131

福岡 中央区、南区 771-1151

西福岡 城南区、早良区、
西区 843-62113 行アキ

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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大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】来年２月21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
マックスバリュエク
スプレス福岡空港店

（博多区大井二丁
目）

変更 10月４日

（仮称）ドラッグコス
モス中尾店（南区中
尾三丁目）

新設 10月13日

福岡エコ運動 年末年始キャン
ペーン

　「福岡エコ運動協力店」として食品
ロス削減に取り組む飲食店・宿泊施設
を利用し、店内に掲示してある二次元
コードを読み取ってアンケートに答え
た人に、抽選で150人にアマゾンギフ
ト券1,000円分を進呈。対象店舗など
詳細は市ホームページで確認を。【応
募期間】12月１日～来年１月31日iご
み減量推進課a711-4039f711-4823
令和５年度 公立夜間中学「福岡き
ぼう中学校」の生徒を募集

　さまざまな理由で義務教育を修了
していない人や不登校等により義務
教育を十分に受けられなかった人な
どを対象に平日夜間に授業を行いま
す。教科書代や授業料は無料。既定の
課程を修了すると中学校の卒業資格
が得られます。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。【対象】
市内に住む、平成20年４月１日までに
生まれた人【申し込み】ホームページ
に掲載、または同中学校（早良区百道
三丁目 市教育センター４階）、情報プ
ラザ（市役所１階）、各区役所情報コー
ナー、入部・西部出張所などで配布す
る募集案内を確認の上、来年１月31日
までに申し込みを。i同中学校a400-
0751（平日午後１時半～９時半）f400-
0752

NPO法人の活動に寄付をお願いし
ます

　NPO活動支援基金（あすみん夢ファ
ンド）への寄付金を基に、福祉や教育・
文化、まちづくり、子ども育成、環境な
どさまざまな分野で活動するNPO法人
の公益的な事業に対し助成を行いま
す。寄付をする際には支援したいNPO
法人や希望の分野の活動を選ぶこと
ができます。詳細は市ホームページ
で確認を。i市民公益活動推進課a 

711-4283f733-5768
「博多町家思い出図画展」作品を
募集

　テーマは「なつかしい思い出」。サイ
ズは４～10号。水彩、油彩、貼り絵など
自由。額装、パネル不可。受賞作品は
来年５月ごろから「博多町家」ふるさと
館に展示します。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。i同館
a281-7761f281-7762t40歳以上e

作品（１人３点まで）の裏に応募事項と
題名、作品の説明を書いて郵送（〒81 
2-0039博多区冷泉町６-10）か持参で、
来年３月15日（必着）までに同館へ。

市民芸術祭参加行事を募集
　来年10月１日㈰～12月31日㈰に市
内の会場またはオンラインで開催さ
れる文化芸術行事を募集。【募集チラ
シ・申込書の配布】市文化芸術振興財
団（博多区下川端町 リバレインセン

タービル８階）、情報プラザ（市役所１階）
などで。ホームページにも掲載【申込
期間】12月１日～来年１月31日（必着）
i同財団a263-6265f263-6259

スポーツフォトコンテストを開催
　「スポーツって楽しい」をテーマに
写真を募集。市スポーツ協会のイン
スタグラムアカウントをフォローし、

「＠fukuokacity_spokyou」と「＃スポコ
ンフォト」を付けて投稿してください。
作品はホームページやＳＮＳ（会員制
交流サイト）などに掲載。入賞者には
賞品を進呈。詳細はホームページで
確認を。【募集期間】12月１日～来年２
月28日i同協会a407-8381f407-8185

高齢者世帯の住み替え費用を助成
　市内の民間賃貸住宅等から民間賃
貸住宅へ住み替えを行う場合の礼
金、仲介手数料、引っ越し費用等の初
期費用の合計額の２分の１（上限10万
円）を助成します。詳細は市ホーム
ページで確認するか住宅相談コー
ナー（市役所３階）、情報プラザ（同１
階）、各区保険年金課、入部・西部出張
所などで配布するチラシで確認を。
【対象】65歳以上の１人暮らし世帯、ま
たは65歳以上と配偶者または60歳以
上の親族等で構成される世帯 ※世
帯人数に応じた収入上限、生活保護
を受給していないことなどの要件あ
り【住み替え後の住宅要件】世帯人数
に応じた面積・家賃および新耐震基準
を満たす住宅であることなど【募集期
間】来年２月28日まで。引っ越し日から
５カ月以内であればさかのぼって申
請可能です。i住宅計画課a711-4279 
f733-5589

12月は市立図書館の絵本月間です
　市総合図書館（早良区百道浜三丁
目）・各分館で絵本を展示し、司書が
絵本選びのアドバイスも行います。ま
た、期間中の土・日曜日を中心に「福
岡市子ども読書フォーラム」を開催
し、各館で「おはなし会」や工作、市総
合図書館で絵本作りやミニシアター
映画上映などを実施。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
li同図書館a852-0600f852-0609
キッチンカー出店委託事業者を
募集

　来年４月から東平尾公園（博多区）
と舞鶴公園（中央区）に出店するキッ
チンカー事業者を募集。詳細は募集
要項で確認を。【募集要項の配布】12
月23日まで東平尾公園（博多区東平
尾公園二丁目 博多の森陸上競技場
内）、舞鶴公園（中央区城内 平和台陸
上競技場内）で。ホームページにも掲
載【申込期間】来年１月10日（必着）ま
でi舞鶴公園a781-2153f715-7590

県営住宅入居者を募集
　募集団地や戸数など詳細は12月１
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
などで配布する募集案内で確認を。
【申込期間】12月８日～16日（消印有
効）i県住宅供給公社管理課a781-8 
029f722-1181
マイナンバーカードの申請はお早
めに

　マイナンバーカードを今年12月末
までに申請した人を対象に、最大２万
円分の電子マネー等のポイントがも
らえる、国のマイナポイント第２弾が
実施されています。市は、ゆめタウン
博多（東区東浜一丁目）、キャナルシ
ティ博多（博多区住吉一丁目）、マーク
イズ福岡ももち（中央区地行浜二丁

目）の３カ所の商業施設などで無料の
写真撮影等の申請サポートを行って
います。詳細は市ホームページで確
認するか問い合わせを。i ▽カードの
申請サポートについて＝市マイナン
バーカード出張サポート受付セン
ターa260-3590f272-2312 ▽ マイナ
ポイントの申し込み等について＝マイ
ナポイント・サポートコーナーa050-
3684-4776

「つなぐ」を配布しています
　「つなぐ」＝写真＝は、市の見どころ
や相談窓口、公共施設などを分かりや
すく分類し、紹介する情報誌です。サ
イズは120㎜×120㎜で文字のサイズ
も大きく、読みやすさを重視していま
す。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、各
市民センターなど
で配布中。i同プ
ラザa733-5333f 

733-5335
海っ子山っ子スクールの入学希望
者を募集

　同スクールは自然に恵まれた環境
にある小規模校に通学できる制度で
す。勝馬小学校（東区勝馬）で、来年４
月からの入学希望者を募集。【対象】
市内に住み、公共交通機関を利用し
て原則60分以内で通え、１年以上通学
できる来年度新１年生になる児童。他
要件あり【定員】４人（選考）【申し込み】
市ホームページに掲載する申込書を
12月８日（消印有効）までに同課へ。12
月27日㈫に面談あり。i教育支援課
a711-4636f733-5780
令和５年 市消防出初（でぞめ）式
を中止します

　年頭に開催する市消防出初式は新
型コロナウイルスの感染拡大防止の
ため中止します。i消防団課a725-6 
564f791-2994

しごと

市介護に関する入門的研修（追加
募集）

　同研修の修了者には市の修了証明
書が交付され、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。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせを。
d令和５年１月25日～２月15日の水曜
日午前９時半～午後４時40分（連続講
座）l早良市民センター（早良区百道
二丁目）i麻生介護サービスa0120-
705-130f452-7714c50人（先着）y1,5 
00円e電話かファクスに応募事項と

「追加コース希望」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。
働きたいシニアのための合同企
業説明会

　相談会もあり。d12月20日㈫午後１
時半～３時半li老人福祉センター
福寿園（西区今宿青木）a891-2727f 

891-2784t市内に住む60歳以上c15
人（先着）y無料e電話かファクス、来
所で、12月１日以降に同園へ。

　※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。

高齢者活躍人材確保育成事業「マ
ンション管理」技能講習

　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。d令和５年１月19日
㈭、20日㈮午前10時～午後４時（連続
講座）lふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）i県シルバー人材センター
連合会a292-1857f623-5677t県内
に住み、勤労意欲のある60歳以上c 

15人（選考）y無料e同連合会（博多
区吉塚本町 県中小企業振興セン
タービル８階）、情報プラザ（市役所１
階）などで配布する申込書で、12月１
日～来年１月５日（必着）に同連合会へ。
ホームページでも受け付けます。
国民健康保険料等収納業務職員
を募集

　各区保険年金課および西部出張所
で保険料の納付相談や催告業務など
に従事。【任用期間】令和５年４月１日
～６年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】12月１日から保険
年金課（市役所12階）、情報プラザ（同
１階）、各区同課、入部・西部出張所で。
市ホームページにも掲載【申込期間】
来年１月13日（消印有効）までi保険年
金課a711-4242f733-5441
市こども総合相談センター職員
を募集

　資格要件あり。【募集職種】総合相
談員、夜間電話相談員、こども緊急支
援協力員、心理相談員、児童福祉専門
相談員、社会的養護自立支援員、思春
期相談員、保健指導員、児童指導員

（夜間・深夜）、教育カウンセラー、ス
クールカウンセラー、教育相談員、適
応指導教室指導員、スクールソーシャ
ルワーカー等【任用期間】令和５年４月
１日～６年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】12月１日から同
センター（中央区地行浜二丁目）、情
報プラザ（市役所１階）、各区役所情報
コーナー、入部・西部出張所で。市
ホームページにも掲載【申込期間】12
月20日（必着）までi同センターこど
も相談企画課a832-7833f832-7830
監察指導課 建築保全指導員を募
集

　建築基準法第12条に基づく特定建
築物等の定期報告制度に関する業務
などに従事。【資格】建築基準適合判
定資格者、一級または二級建築士、特
定建築物調査員【任用期間】令和５年
４月１日～６年３月31日（再任用あり）
【募集案内・申込書の配布】同課（市役
所４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】12月20日（必着）までi同課a711- 
4719f733-5584

精神保健福祉職員を募集
　①博多・南区健康課②市精神保健
福祉センターで、自立支援医療、精神
障害者保健福祉手帳等の事務処理、
精神保健福祉に関する相談業務等に
従事。【資格】精神保健福祉士（②は精
神保健福祉業務に３年以上従事した
経験が必要）。①は保健師、公認心理
師、社会福祉士、看護師も可（看護師
は精神保健福祉業務に３年以上従事
した経験が必要）【任用期間】令和５年
４月１日～６年３月31日（再任用あり）
【募集案内・申込書の配布】12月１日か
ら各区健康課、同センター（中央区舞
鶴二丁目 あいれふ３階）、情報プラザ

（市役所１階）で。市ホームページにも
掲載【申込期間】12月16日（必着）まで
i保健予防課a711-4377f733-5535
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いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項

お知
らせ しごと

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



市住宅供給公社の契約職員を募
集

　 ▽ 市営住宅の修繕業務（建築、機
械、電気） ▽市営住宅の家賃収納業務

（外勤）等―に従事する職員を募集。
【資格】普通自動車運転免許（ＡＴ車限
定免許を含む）を有する人。修繕業務
は業務経験を有するなど他要件あり
【任用期間】令和５年４月１日～６年３
月31日（再任用あり）【募集案内・申込
書の配布】12月５日から同公社総務課

（博多区店屋町）、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】12月23日（必着）までi同公社
総務課a271-2571f291-7350

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「イラストレーター応用」
講習②パソコン「Excel2019」講習③パ
ソコン「JW_CADで建築図面作成」講習
④社会保険労務士講習―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a671-6831 
f672-2133
市民公益活動推進課 認証・認定
相談員を募集

　特定非営利活動法人（NPO法人）に
係る相談、申請・報告書類等の受け付
けおよび確認業務、認定NPO法人およ
び特例認定NPO法人に係る相談、申
請・更新書類の受け付けおよび審査
業務、各種説明会・基盤強化講座等の
講師業務などに従事。【資格】 ▽簿記
検定２級以上の資格を持つ ▽ 会計、
財務、経理関係業務の実務経験が３
年以上ある。他要件あり【任用期間】
令和５年４月１日～６年３月31日（再任
用あり）【募集案内・申込書の配布】同
課（市役所７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【申込期間】12月１日～27日（必着）
i同課a711-4927f733-5768
認知症初期集中支援員（医療職）
を募集

　各区地域保健福祉課で、認知症の
人とその家族を訪問し、認知症に関す
る相談・支援等を行い、医療・介護
サービスにつなぐための調整等の業
務に従事。【資格】保健師、看護師、理
学療法士、作業療法士などで、認知症
の医療や介護における専門的知識を
持ち、認知症ケアや在宅ケアの実務・
相談業務の経験を３年以上有するな
どの要件あり【任用期間】令和５年４月
１日～６年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】認知症支援課

（市役所12階）、情報プラザ（同１階）、
各区地域保健福祉課で。市ホーム
ページにも掲載。郵送請求も可能。詳
細は問い合わせを【申込期間】12月16
日（必着）までi認知症支援課a711-
4891f733-5587
障がいのある人を対象に市の職
員を募集

　【募集職種】①文書整理等補助②
データ入力等補助③図書整理等補助
④学校事務等補助【対象】身体・知的・
精神障がい者（職種により対象が異
なる）【任用期間】令和５年４月１日～６
年３月31日（再任用あり）【募集案内・
申込書の配布】12月１日から各問い
合わせ先（市役所①②８階③④11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、障がい
者就労支援センター（中央区長浜三
丁目）などで。市ホームページにも掲
載【申込期間】12月20日（消印有効）ま
でi①②人事課a711-4187f733-55 

59③④教育委員会職員課a711-4609 
f711-4936
①学校司書②高校司書③読書相
談員④副分館長⑤国際資料専門
員⑥国連資料専門員を募集

　【資格】司書（①②③は今年度取得
見込みも含む。④は公共図書館での
10年以上の実務経験も必要。⑤は中
国語検定３級または中華人民共和国
教育部認定のHSK４級以上。⑥は実用
英語技能検定準１級、TOEIC800点また
は同程度以上の資格等も必要）【勤務
場所】①②市立学校の図書館③～⑥
市総合図書館（早良区百道浜三丁目）。 
※③④は各分館（東、早良南図書館を
除く）もあり【任用期間】令和５年４月１
日～６年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】12月６日から市
総合図書館・各分館、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、アミカス（南区高宮三
丁目）で。郵送請求も可能。詳細は問
い合わせを【申込期間】12月20日（消
印有効）までi①②教育支援課a711-
4636f733-5780③～⑥市総合図書館
図書サービス課 ▽③④読書活動支援
係a852-0621 ▽⑤⑥図書資料係a85 
2-0627f（③～⑥共通）852-0609
城南区地域支援課 地域広報アド
バイザーを募集

　自治協議会、自治会・町内会等が行
う広報活動の支援等の業務に従事。
【任用期間】令和５年４月１日～６年３
月31日（再任用あり）【募集案内・申込
書の配布】12月１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】来年１月20日

（必着）までi同課a833-4064f822- 
2142

建築審査課 省エネルギー・低炭
素等業務担当員を募集

　建築物省エネ法に規定する計画等
の受け付け、審査等および低炭素建
築物新築等計画、節水計画書に関す
る受け付け補助業務に従事。【資格】
次のいずれかを有する人。 ▽建築物
省エネ法に規定する計画等の設計審
査に従事した経験 ▽建築設備または
建築の工事設計・工事監理等に３年以
上従事した経験 ▽一級建築士、建築
基準適合判定資格者または建築設備
士の資格【任用期間】令和５年４月１日
～６年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】同課（市役所４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】来年１
月４日～17日（必着）i同課a711-4583 
f733-5584
障がい支援区分認定調査員を募
集

　各区福祉・介護保険課で障がい者
がいる世帯への訪問調査や各種相談、
障がい者介護給付費等認定審査会の
補助業務に従事。【資格】 ▽介護支援
専門員 ▽相談支援専門員 ▽看護師 ▽

保健師 ▽社会福祉士 ▽精神保健福祉
士―のいずれかの資格を有する人。
他要件あり【任用期間】令和５年４月１
日～６年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】11月28日から障
がい福祉課（市役所12階）、情報プラザ

（同１階）、各区福祉・介護保険課、入部・
西部出張所で。市ホームページにも
掲載【申込期間】12月１日～23日（消印
有効）i障がい福祉課a711-4249f7 
11-4818

障がい者相談専門員を募集

　東・博多・中央・早良区の福祉・介護
保険課で、障がい児・者の福祉に関す
る相談、申請受け付け、交付事務など
に従事。【資格】次のいずれかを満た
す人。 ▽介護支援専門員 ▽相談支援
専門員 ▽看護師 ▽保健師 ▽社会福祉
士 ▽精神保健福祉士 ▽行政機関で３
年以上相談業務に従事した人【任用
期間】令和５年４月１日～６年３月31日

（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】12月１日から障がい企画課（市役
所12階）、情報プラザ（同１階）、各区福
祉・介護保険課、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】12月20日（消印有効）までi博
多区福祉・介護保険課a419-1079f 

441-1455
早良区保険年金課職員（一般事務
補助）を募集

　【任用期間】令和５年度の繁忙期（１
～２カ月）【募集案内・申込書の配布】
12月１日から同課（早良区役所１階）、
情報プラザ（市役所１階）で。市ホーム
ページにも掲載【申込期間】12月19日
～来年１月６日（消印有効）i同課a8 
33-4323f846-9921

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。d来年１月４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）
af738-0073t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。
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。d12月10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a895-2880（支部長・080-
7884-2329）f891-1890y無料e不要

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（第１火曜日の
み正午～午後７時） ※年末年始を除
く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）a716-3344f7 
16-3394t市内に住むおおむね20歳
以上のひきこもり本人やその家族な
どy無料e面接を希望する場合は電
話かファクスで同ルームへ予約を。
ゲーム依存等に対応したひきこも
り相談

　ゲームやネット依存の問題を抱え
るひきこもりの人の相談に電話で応
じます。d水～土曜日午前10時～午
後２時 ※年末年始を除くliカウン
セリングスペース やどりぎ（東区箱崎
一丁目）a409-5178m yadorigi@japa
nmac.or.jpt市内に住むおおむね15歳
以上のひきこもり本人やその家族y

電話相談は無料。必要に応じて面接
相談も行います（初回のみ無料）。

交通事故相談
　損害賠償や示談の仕方などの相談
に、電話や面接で応じます。 ※面接相

相 談

談は予約が必要（各日先着３人）。d平
日午前９時半～午後４時（正午～午後
１時を除く）li市役所２階市民相談
室a711-4097f733-5580y無 料e面
接を希望する場合は、電話か来所で、
希望日の前日までに問い合わせ先
へ。
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。d12月17日
㈯午前10時～午後４時（受け付けは３
時半まで）lアミカス（南区高宮三丁
目）i県行政書士会a641-2501f64 
１-2503y無料e不要

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は知的障
がいのある人の家族）が相談に応じ
ます。※変更の可能性あり。当日問い
合わせを。d12月21日㈬午前10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
a738-0010f791-7687t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
　いずれも無料。【専門電話相談】 ▽

依存症・ひきこもり＝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、年末年始を除
く）午前10時～午後１時a737-8829
【専門医師による個別面談】アルコー
ル・薬物・ギャンブル等への依存症、ひ
きこもりについての相談。電話（a73 
7-8829 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。i同セ
ンター（中央区舞鶴二丁目）a737-88 
25f737-8827
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。d12月18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、12月１日以降
に同相談室へ。

無料法務相談会
　行政書士、税理士、社会保険労務士
が遺言や終活などに関する相談に応
じます。d来年１月12日㈭午後１時～
４時li老人福祉センター若久園（南
区若久六丁目）a511-7255f511-7558 
t市内に住む60歳以上c６人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m 
wakahisaen@lime.ocn.ne.jp）に応募事
項と相談内容を書いて、12月１日以降
に同園へ。来所でも受け付けます。

予防接種に関する事務の「特定個
人情報保護評価書」変更案につい
て

　【案の閲覧・配布】情報公開室（市役
所２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【意見書
の提出期間】12月22日（必着）までi

保健予防課a711-4270f733-5535

意見募集

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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年末年始の施設休館日は、12月15日号７面に掲載します。

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）

来年１月の介護講座
c①20人②⑦各８人③⑤⑧⑨50人④10
人⑥40人（いずれも先着）y①②③⑤～
⑨無料④150円e電話かファクス、メール

（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）に応募事項
と②⑦は希望日も書いて、12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認知症サポーター養
成講座

１／５㈭
10:00～12:00

②入浴用具の選び方と
活用法

１／７㈯
11:00～13:00、
12㈭
10:00～12:00

③認知症を理解しよう １／11㈬
13:30～15:30

④自助具製作教室（蓋
付き容器を利用して、
片手で薬シートから錠
剤やカプセルを取り出
すための「錠剤取り出し
器」を作ります）

１／14㈯
14:00～16:00

⑤こんな時はどうする
の、認知症の人への関
わり 家族編

１／18㈬
13:30～15:30

⑥高齢者のこころと脳 １／19㈭
14:00～16:00

⑦安全な入浴の方法
１／21㈯
11:00～13:00、
26㈭
10:00～12:00

⑧こんな時はどうする
の、認知症の人への関
わり ご近所編

１／25㈬
13:30～15:30

⑨知ることからはじめよ
う、認知症支援制度

１／31㈫
13:30～15:30

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）x月曜日（祝休日のと
きは翌平日）

つきなみ講座 仙厓（せんがい）さんの
すべて
　ユーモアあふれる禅画で知られる仙
厓の作品を文献で実証できるものと、
伝聞のものを明確に区別しながら、仙 
厓の生涯について語ります。d12月17日
㈯午後３時～４時（受け付けは２時半か
ら）c54人（先着）y無料e不要
コレクション展（古美術）仙厓展
d12月20日㈫～来年２月19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。

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）

12月の事業
　未就学児は保護者同伴。①は上履き
を持参、会場は１日㈭＝南体育館（南区
塩原二丁目）、14日㈬＝城南体育館（城
南区別府六丁目）。t①２歳以上の幼児
②④０歳～高校生③小中高生⑤１、２歳
児⑥乳幼児c①～④なし⑤⑥15組（先
着）y①～⑤無料⑥200円e①～④不
要⑤電話か来所で、12月13日以降にあ
いくるへ。⑥電話かファクス、来所で、12
月６日以降にあいくるへ。

内容 日時
①あいくるがやっ
てくる（親子遊び）

12／１㈭、14㈬
10:00～12:00

②グリーンタッチ
（花の手入れなど）

12／３㈯
13:30～14:30

つくろう うごく紙コップサウルス
　紙コップに絵を描いたり色がみを貼っ
たりして、恐竜を作ります。d12月３日
㈯、10日㈯午後２時～、２時半～、３時～、
24日㈯午前11時半～、正午～、午後０時
半～（各回25分程度）t未就学児推奨（未
就学児は保護者同伴）c各回３組（先着。
１組３人まで）y無料e３日、10日は午後
１時半から、24日は午前11時から整理券
を配布。
ティラノほねほねパズル
　ティラノサウルスの骨のピースを探
し出し、全身骨格に当てはめます。d12
月４日㈰、11日㈰、25日㈰午後１時～、１
時20分～、１時40分～（各回15分）c各回
３組（１組３人まで）y無料e当日午後０
時半から整理券を配布。

ドームシアター スターリー ナイトジャム
①星語り 新春スペシャル 天文トピック
2023②プラネタリウムでオーロラに包
まれよう オーロラメッセンジャー中垣
哲也 オーロラ上映＆トークライブ
d来年１月①７日㈯午後５時～５時50分
②14日㈯午後３時～４時15分、５時～６時
15分t①小学生以上推奨②小学校高
学年以上推奨c各回220人（先着）y①
中学生以上510円、小学生310円②中学
生以上1,500円、小学生700円 ※いずれ
も未就学児無料（座席を使う場合は小
学生料金）eホームページで12月①３日
②10日いずれも午前10時から先行販売。
同館３階チケットカウンターで、１月①７
日②13日いずれも午前９時半から販売。

③みんなであそぼ
う（ドッヂビー）

12／３㈯14:30～、
15:05～（各回25分）

④伝承あそび（お
手玉、けん玉など）

12／10㈯
14:00～15:00

⑤育ちのひろば
（親子遊び）

12／14㈬
11:00～12:00

⑥木育おもちゃの
ひろば

12／23㈮
10:00～12:00

中高生LIVE（ライブ）青春祭 出演者・運
営スタッフを募集
　音楽やダンスなどのイベント。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせ
を。d来年３月21日（火・祝）午後２時～４時
e来所で12月25日までにあいくるへ。
ホームページでも受け付けます。

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。

はかた伝統工芸館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１ 市博物館２階　a409-545０ f409-5460
o午前９時半～午後５時半（入館は閉館30分前まで）x月曜日（祝休日のときは翌
平日）

博多人形干支（えと）人形展
　来年の干支・ウサギにちなんだ作品
を展示・販売。d12月６日㈫～11日㈰y

入場無料
出張はかた伝統工芸館 絵付け体験教室
　博多人形のウサギやダルマ、鳥など
の絵付け体験教室を行います。販売会

（正午～午後４時半。入場無料）もあり。
d12月10日㈯、11日㈰午後１時～、２時
～、３時～（各回60分）lなみきスクエア

（東区千早四丁目）c各回８人（先着）
y1,000円e電話かファクス、メール（m 
info@hakata-dentou-kougeikan.jp）に応
募事項と希望時間を書いて、同館へ。

福岡シルクロード展
　博多織伝統工芸士とクリエーターが
同じ糸を使って異なる技法で作った作
品を展示・販売します。d12月13日㈫～
18日㈰y入場無料

作
品
例

　※その他、伝統工芸の体験教室を実
施。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。

アミカス相談室（日常生活でのさまざまな問題についての相談）
相談名 相談方法 日時 電話

総合相談 電話
面接（要予約）

毎日10:00～16:30 ※第２・４
月曜日のみ10:00～20:00（祝
休日は16:30まで）

526-3788法律相談 面接（要予約）第１～４水曜日の13:00～
16:00（祝休日を除く）

お仕事帰りの法律相談 面接（要予約）第４月曜日の18:00～20:00
（祝休日を除く）

男性のための相談ホットラ
イン 電話 第１～３月曜日の19:00～

21:00（祝休日を除く） 526-1718

ＤＶ（ドメスティックバイオレ
ンス）相談ダイヤル 電話 水・木曜日の10:00～16:00 526-6070

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。

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（③は18歳以上で運動に
支障のない人）e電話か来所で、①12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）

12／17㈯14:00～16:00
（毎月第３土曜日開催） 12人 200円

②禁煙教室 来年１／９（月・祝）10:00～11:30 ９人 1,000円

③やせナイト塾
（生活習慣改善教室）

来年１／14㈯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

④１日糖尿病教室
（食事指導、運動指導）来年１／21㈯10:00～15:00 12人 1,000円

（食事付き）
⑤気軽に糖尿病教室 来年１／31㈫13:30～15:30 ８人 500円

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

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

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。d12月24日㈯、25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、
12月１日以 降
に同センター
へ。

　※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
を書いて、12月１日～23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。
はじめよう地図とコンパス（初心者向け）
　野外を歩きながら地図の読み方を学
びます。d来年１月14日㈯午後１時～４
時t18歳以上c15人（抽選）y500円（コ
ンパスレンタル代別途150円）
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。d来年１月20日㈮午前10
時半～正午t18歳以上c10人（抽選）
y500円
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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 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報


