
　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１月17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。

●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。
　※一時的に外科を休診しています。日曜・祝休日に外科の
受診を希望する人は外科当番医に相談してください。

●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（２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。
２月５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
２月11日（土・祝）
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
２月12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（西区北原二丁目２-６）	 a807-8811
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234

●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。

a＃7119

　※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。

休診

雁の巣レクリエーションセンター　①ノルディック・ウオー
キング教室②親子でがんばるじてんしゃ教室

　①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（３km
程度歩きます）。d①月曜日午前10時～11時半②２月11日（土・祝）午前10時～11時
li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①小学生以上（小学生は保
護者同伴）②自転車に乗るのが苦手な小学１～３年生と保護者のペアc①各30人

（先着）②10組（抽選）y①200円（４回まで参加可。ポールレンタル代１回300円）
②１組500円e①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。②往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクス、来所で、２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。

講座・教室

友泉亭公園　豊かな心をはぐくむ将棋教室

　詳細は問い合わせを。d２月～７月の第２・４土曜日午後２時～３時半（連続講
座）li同公園（城南区友泉亭）af711-0415t小中学生c８人（先着）y３万円
e電話か来所で、２月１日以降に同公園へ。

講座・教室

2/

6
●月

3笑顔D
デ

e終活 実践編「お金のこと（老後資金と相続対策）」

　終活カウンセラー協会認定講師の倉重淑子氏が話します。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
a871-6236f871-9911c60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問い合わせ先へ。定員を超えた場合のみ通知。

2/

8
●水

3建築物耐震改修セミナー

　建築物の耐震診断・耐震改修の解説や事例、市の耐震化の取り組
みや補助制度などの紹介、コンクリートブロック塀の耐震対策等につ
いて解説します。d午後２時～４時半lアミカス（南区高宮三丁目）i

県建築住宅センター企画情報部a781-5169f715-5230c100人（先
着）y無料e電話かファクスで、２月１日以降に同部へ。ホームページ
でも受け付けます。

2/

10
●金

2家族介護者のつどい

　介護者同士の情報交換・交流や個別相談のほか、認知症コミュニケー
ション・ケア技法「ユマニチュードR講座」（入門編）も行います。d午前
10時～正午lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市介護実習普及
センターa731-8100f731-5361t市内に住み、要支援または要介護
の認定を受けた人を在宅で介護している人c20人（先着）y無料e電
話かファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）で同センターへ。

2/

11
●●土・祝

2海づり公園　バレンタイン海づり体験

　手ぶらで来園して釣りが楽しめます。「鯛（たい）めし」とあら汁付き。
d午前９時～午後１時li同公園（西区小田）a809-2666f809-2669 
t高校生以上のペアc15組（先着）y１組2,600円eホームページから
申し込みを。

2/

11
●●土・祝

2マンション①管理相談会②ライフサイクルシミュレー
ション相談会③管理基礎セミナー

　①マンション管理士が、管理運営・維持保全・大規模修繕等に関する
相談に応じます。②住宅金融支援機構が、平均的な大規模修繕費用
や修繕積立金の負担額を試算して相談に応じます。③「マンション管
理の認定・評価制度等について」「マンションにおける防災・減災につ
いて」の２講演。d①②午前10時半～午後０時20分③午後１時～４時l

中央市民センター（中央区赤坂二丁目）i住宅計画課a711-4598f73 
3-5589tマンション管理組合役員などc①８組②２組③250人（いずれ
も先着。①②は各１組２人まで）y無料e電話かファクス、メール（m 
m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp）で、２月１日以降に同課へ。定員を超えた
場合のみ通知。

2/

11
●●土・祝
他

2舞鶴公園　福岡城 梅まつり

　二ノ丸梅園で猿回しや乗馬体験などさまざまなイベントを実施しま
す。植物を使ったコケ玉やおひな様飾り作りのワークショップのほか、
飲食ブースもあり。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。
d２月11日（土・祝）、12日㈰午前10時～午後４時li同公園（中央区城
内）a781-2153f715-7590y入場無料e不要

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5（2023）年２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

〒 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。



救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（①②③大人に対する方
法④子どもに対する方法⑤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a791-7151f791-2994t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２月①④⑤14
日②③１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

（夜間） ３／９㈭ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 30人

②入門 ３／６㈪ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 35人
３／８㈬ 西消防署（西区今宿東一丁目） 806-0642 30人

③普通１ ３／５㈰ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） 475-0119 25人
３／23㈭ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人

④普通３ ３／13㈪ 消防本部 791-7151 各30人⑤上級 ３／10㈮
　※時間は①午後７時～８時半②午前10時～11時半③④午前10時～午後１時⑤
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

はかた伝統工芸館　博多人形 雛
ひな

人形展

　さまざまなサイズの雛人形約50点を展示・販売。d１月31日㈫～２月12日㈰午
前９時半～午後５時半（入館は５時まで）li同館（早良区百道浜三丁目 市博物
館２階）a409-5450f409-5460y入場無料x月曜日

催 し

市文学館企画展「まなざしと記憶―宇野浩二の文学風景」 
関連講座「宇野浩二と大阪～人物・追憶・風景～」

　関西大学文学部総合人文学科教授の増田周子氏が話します。d２月19日㈰午
後２時～３時半l市総合図書館（早良区百道浜三丁目）i同図書館文学・映像課
a852-0606f852-0609c40人（抽選）y無料eはがき（〒814-0001早良区百道浜
３-７-１）かファクス、メール（m bungakukan@city.fukuoka.lg.jp）で、２月10日（必着）
までに同図書館文学・映像課へ。来所でも受け付けます。当選者にのみ通知。

講座・教室

老人福祉センター寿楽園　①お家
うち

時間を楽しむ手作り講
座②働きたいシニアのための合同企業説明会

　①自宅で手作りできるよう、巾着小物入れの材料と作り方の説明を郵送しま
す。②積極的にシニアを雇用している企業による説明会。d①材料等の到着後
②２月22日㈬午後１時半～３時半li同園（城南区南片江二丁目）af861-
1123t市内に住むおおむね60歳以上c①10人②20人（いずれも先着）y無料e

電話かファクス、来所で、２月１日以降に同園へ。

催 し

アジア美術館　コレクション展「旅立ちのとき」

　卒業や旅立ちなどをテーマにした作品を紹介。d開催中～３月21日（火・祝） 午
前９時半～午後６時（金・土曜日は８時まで） ※入室は閉室30分前までli同美
術館（博多区下川端町 リバレインセンタービル７階）a263-1100f263-1105y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x水曜日

催 し

2/

12
●日

3今津リフレッシュ農園　園芸教室

　季節の花の寄せ植えや、コケ玉を作ります。d午前10時～正午li

同農園（西区今津）a806-2565f806-2570c８組（抽選。１組２人まで）
y１組1,000円e電話か来所で、２月４日、５日午前８時45分～午後１時
に同農園へ。

2/

12
●日

3東図書館　ツキイチ読書会「H
ハ ー バ リ ウ ム

erbarium～アナベルと
ハーバリウム＆アロマディフューザー～」

　アナベルのドライフラワーを使ったハーバリウムと、アロマディ
フューザー（香りを拡散させる器具）の容器を作ります。小学３年生以
下は保護者同伴。d午後２時～４時lなみきスクエア（東区千早四丁
目）i東図書館a674-3982f674-3973c12人（先着）y2,000円e電話
か来所（なみきスクエア内）で、２月１日以降に東図書館へ。

2/

12
●日
他

2あにまるぽーと　①ミニわんにゃんよかイベント②プロ
ドッグトレーナーに学ぶパピーのためのしつけ方教室

　①施設見学会や猫の譲渡相談など。②６カ月齢以下の犬との信頼
関係の築き方や飼い主の心得などを学びます。犬の同伴可（１匹ま
で）。d２月①12日㈰午前10時～午後２時②20日㈪午後２時～４時li

あにまるぽーと（東区蒲田五丁目）a691-0131f691-0132t①不問②
市内に住む犬の飼い主と飼い犬、これから飼う予定の人c①なし②６
組（先着。１組２人まで）y無料e①不要②電話かファクスで、２月１日
以降に問い合わせ先へ。

2/

14
●火
他

2市立博多工業高等学校インテリア科卒業制作展

d２月14日㈫～19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同校インテリア科a862-6575f862-8346 
y無料

2/

15
●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、ニンジンの種ま
きやバレイショの植え付けを行います。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a405-5217 
f405-5951t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、２
月７日（必着）までに同研究所へ。

2/

15
●水

2市介護支援ボランティア説明（登録）会

　市内に住む65歳以上の人を対象に、介護支援ボランティアの説明
会を行います。介護保険施設等でボランティア活動を行った場合にポ
イントが付与され、たまったポイントを換金または寄付できます。 ※
希望者は当日登録手続きも可。登録には介護保険被保険者証または
身分証明書が必要。d午後１時半～３時半lふくふくプラザ５階（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a713-0777 
f713-0778c50人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m kaigo
vo@fukuoka-shakyo.or.jp）、来所（ふくふくプラザ２階）で、２月１日以降
に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

2/

15
●水
他

2博多ガイドの会「博多駅知っとう？駅迷宮案内」

　博多駅の「知られざる場所」を案内します。d２月15日㈬、16日㈭、17
日㈮午後１時半～３時半l集合は博多駅博多口、解散はJR博多シティ

（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、２月６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。

2/

17
●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アクティブシニア就業支援講座「60歳からの再就職」

　①は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。d２月①17日㈮午後２時～３時半②28日㈫午後１時半～
３時半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c①20人②14人（いずれも先
着）y無料e電話かファクス、メール（m cho-seien@magokorokai.jp）、
来所で、２月１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

2/

18
●土

3花畑園芸公園　園芸ワークショップ
「アロマが香るワックスサシェ作り」

　キャンドルの素材であるワックス（ろう）とアロマオイル、アートフラ
ワーで作ります。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、２
月11日以降に同公園へ。
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 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



市植物園　①園芸講座～冬の庭木の管理と梅の花後の剪
せんてい

定～
②植物観察会（温室植物）③園芸講座～多肉植物を育ててみよう～

d①２月10日㈮②２月11日（土・祝）③３月１日㈬いずれも午後１時半～３時半（受け
付けは１時から）li同園（中央区小笹五丁目）a522-3210f522-3275c①②30
人（先着）③20人（抽選）y①②無料③2,500円（いずれも入園料別）e①②不要
③往復はがき（〒810-0033中央区小笹５-１-１）かファクスに応募事項とファクスの
場合はファクス番号を書いて、２月15日（必着）までに同園へ。ホームページでも
受け付けます。

催 し

老人福祉センター若久園

　①シルバー人材センターと介護事業者による説明会です。個別相談会もあり
（希望者のみ）。②認知症への不安や心配事、認知症の人の介護について相談で
きます。脳のトレーニングも行います。③社会保険労務士が高齢者のための公
的年金制度について説明します。④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。li同園（南区若久六丁目）a511-7255f 

511-7558t市内に住む人（①はおおむね60歳以上、③④は60歳以上）e電話か
ファクス、メール（m wakahisaen@lime.ocn.ne.jp）に応募事項と④は相談内容も
書いて、２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シニアのためのおしごと説明会 ２／14㈫13:00～14:00 10人
②認知症カフェ（若久園カフェ） ２／24㈮14:00～16:00 10人
③高齢者のための年金講座 ２／28㈫13:00～14:00 20人
④無料法務相談会 ２／28㈫14:00～16:00 ４人

催 し

博多座「市民半額観劇会」

　舞台「キングダム」を半額で観覧できます。d４月２日㈰、19日㈬、25日㈫午後５
時から、３日㈪、12日㈬正午からl博多座（博多区下川端町）i市民半額会事務
局a751-8258（平日午前10時～午後６時）f736-7081t小学生以上c各回30人

（抽選）yA席7,500円（事務手数料・振込手数料別）eはがき（〒810-8799福岡中
央郵便局留「市民半額会」）に代表者の応募事項と希望日（１公演のみ）、参加人数

（２人まで）を書いて２月10日（消印有効）までに同事務局へ。当選者にのみ通知
（２月24日ごろ発送）。

催 し

「博多町家」ふるさと館　①H
ハ カ タ
akata D

ドール
oll M

マ ス タ ー
aster O

オブ
f T

ザ
he F

フューチャー
uture

～これからを担う博多人形師たち～②あかり絵の世界
　①はかた伝統工芸館の出張展。50歳以下の博多人形伝統工芸士４人の作品
を展示。②素焼きの人形と照明、博多弁を組み合わせた「あかり絵」の作家・入江
千春氏の作品を展示。d①開催中～２月15日㈬②２月３日㈮～28日㈫いずれも
午前10時～午後６時（展示棟の入館は閉館30分前まで） ※27日㈪は休館li

「博多町家」ふるさと館（博多区冷泉町）a281-7761f281-7762y無料（展示棟入
館料別）

催 し

水素エネルギーを体験してみよう

　新たなエネルギーとして注目されている水素について学びます。市科学館
（中央区六本松四丁目）で水素に関する実験などをした後、市水素ステーション
（中央区荒津二丁目）を見学します。d２月23日（木・祝）午前10時～午後１時i同館

a731-2525f731-2530t小学５年～中学生と保護者のペアc８組（抽選）y無料
eホームページから２月14日までに申し込みを。

講座・教室

2/

19
●日

3楽水園　親子で学ぶ初心者向け茶道体験教室

　基本的な作法などを学びます。d午前10時～正午li同園（博多区
住吉二丁目）af262-6665t小学３年生以上の子どもと保護者のペ
アc５組（先着）y１組5,000円e電話か来所で、２月１日以降に同園へ。

2/

20
●月

2①災害ボランティア団体等意見交換会②災害ボラン
ティア講座「こんなときあなたならどうする？」

　②は防災シミュレーションゲーム「クロスロード」を使って、災害の現
場で発生するさまざまな問題について考えます。d①午後４時～５時
半②６時～８時lあすみん（中央区今泉一丁目）i市民公益活動推進
課a711-4283f733-5768t①災害支援に関わる団体や企業、行政職
員等②不問c各30人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m koe
ki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と団体に所属する人は団体名、
②は職業、災害ボランティア経験の有無も書いて同課へ。市ホーム
ページでも受け付けます。

2/

20
●月

3緑のコーディネーターによる体験講座　
「桃の節句のテーブルフラワー」

　チューリップを使ってフラワーアレンジメントを作ります。d午後２時～
４時l南市民センター（南区塩原二丁目）i市緑のまちづくり協会み
どり課a822-5832f822-5848c20人（抽選）y2,000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、２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。

2/

20
●月
他

2フードドライブにもっていこう

　フードドライブとは、家庭で使いきれない未使用食品を集め、必要
とする福祉施設等の団体へ提供する活動です。持ち込める食品の例
など詳細はホームページで確認を。d①２月20日㈪～26日㈰②３月１
日㈬～５日㈰いずれも午前10時～午後７時l①三井ショッピングパー
ク ららぽーと福岡（博多区那珂六丁目）②市総合図書館（早良区百道
浜三丁目）iごみ減量推進課a711-4039f711-4823y無料e不要

2/

21
●火
他

3初心者・中級者向けパソコン講座

　パソコン、ワードやエクセルの初級・中級、インターネット講座など
各コースあり。詳細は問い合わせを。d２月21日㈫～３月30日㈭ ※各
コース週１回の講座を計５回受講（土・日曜・祝休日を除く。１回２時間）
li市シルバー人材センター西出張所（西区姪の浜四丁目）af881-
7266（平日午前９時～午後３時）t20歳以上のパソコン初心者・中級者
c各５人（先着）y各9,000円（テキスト代別）e電話かファクス、メール

（m sjcitgroup55@gmail.com）、来所で、２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。

2/

21
●火
他

3 R60倶
く ら ぶ

楽部　シニアからチャレンジできる英会話教室

d２月21日～５月16日の火曜日午後２時～３時半（３月21日を除く。連続
講座）l中央市民センター２階（中央区赤坂二丁目）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-
6081c20人（先着）y１万3,500円e電話かファクスで、２月１日以降に
同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

2/

23
●●木・祝

3早良障がい者フレンドホーム　子ども体操教室

　マット体操（前転）や全身運動、ボール遊びなど。d午前10時半～11
時半li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市
内に住む障がいのある小学生c６人（抽選）y無料e電話かファクス、
メール（m sawara-friend@nonohana.or.jp）、来所で、２月１日～12日に
同ホームへ。

2/

23
●●木・祝

3留学生から学ぶ外国語教室番外編 日越外交関係樹立
50周年「来てみて楽しんでベトナムの魅力」

　ベトナムの最新観光情報を知り、旅行で使えるベトナム語会話を留
学生から学びます。お楽しみ抽選会あり。d午後１時半～３時半l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福岡よか
トピア国際交流財団a262-1744f262-2700t小学生以上（小学生は
保護者と共に受講。保護者の受講料も必要）c50人（抽選）y500円n

３カ月～就学前（１人500円。２月10日までに要申し込み）eメール（m 
manabu@fcif.or.jp）で２月10日までに同財団へ。ホームページでも受け
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

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。



　福博のまちを花で彩る春の祭典「一人
一花スプリングフェス」で実施する花壇コ
ンテストの参加者を募集します（募集期間
は２月13日まで）。優秀者は10月に開催する

「一人一花フラワーガーデンチャンピオン
シップ」に出場できます。詳細は一人一花
運動のホームページで確認を。
d４月８日㈯～16日㈰l市役所西側ふれ
あい広場iユニマットリックa451-6241f 

451-6140
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。
「一人一花スプリングフェス花壇コンテスト」参加者を募集

一人一花だよりVOL.20

前回の最優秀賞受賞作品

福岡国際関係団体連絡会（F
フ ク
UKU-N

ネット
ET）紹介パネル展

　同会は、福岡地域で国際交流・国際協力などの活動を行っている団体の集まり
です。d１月31日㈫～２月５日㈰午前９時～午後８時l市役所１階多目的スペースi

同会事務局（福岡よかトピア国際交流財団内）a262-1799f262-2700y無料

催 し

老人福祉センター東香園

　①貸し出しのスマートフォンで実施。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高齢者を積極的に雇用している
企業の仕事内容や働き方について学びます。④相続、終活等の相談に行政書士
が応じます。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、２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高齢者のためのスマートフォン講座 ２／７㈫13:00～15:00 15人
②くすりと健康のお悩み個別相談会 ２／９㈭11:40～16:00 ５人
③60代・70代のシルバー人材も活躍中 シニ
アの就業支援講座＆相談会（希望者のみ）２／22㈬13:00～14:00 15人
④法務相談会 ２／24㈮13:00～15:00 ４人

催 し

2/

23
●●木・祝
他

2市総合体育館　①ファミリースポーツフェスタ
②卓球交流大会

　①サッカーやバスケットボール、空手などを体験できます。②混合
ダブルス戦を行います。いずれも詳細はホームページで確認を。d①
２月23日（木・祝）午前10時半～正午、午後１時～２時半、３時半～５時②３
月26日㈰午前10時～午後６時li同体育館（東区香椎照葉六丁目）
a410-0314f410-0318t①５歳～小学生（保護者同伴）②中学生以上
c①各50人②25組（いずれも先着。②は１組２人まで）y①無料②１組
1,000円e①電話か来所で、２月１日以降に同体育館へ。②２月１日から
ホームページに掲載する申込書を同体育館へ。

2/

23
●●木・祝
他

2今宿野外活動センター　①今宿の四季をたのしむ
～野鳥編～②キノコのコマ打ち体験教室

　①散策しながら、野鳥を観察します。②シイタケ菌が付いた木材（コ
マ）を原木に打ち込む体験をし、できたホダ木を持ち帰ります。d２月
①23日（木・祝）午前10時半～午後０時半②26日㈰午前10時～午後２時
li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115t①不問（高
校生以下は保護者同伴）②小学生を含む家族c①20人②30組（いず
れも抽選。②は１組４人まで）y①500円②１組2,000円e往復はがき

（〒819-0163西区今宿上ノ原217-２）で２月１日～８日（必着）に同センター
へ。ホームページでも受け付けます。 ※ホームページから申し込む場
合、当選者にのみ通知。

2/

25
●土

2 JRうみなか線と志賀島航路で、ウメ咲く香椎・宇美・
志賀海三社詣で

　香椎宮、宇美八幡宮、志賀海神社の梅を巡ります。d午前７時半～
午後３時l集合はJR香椎神宮駅、解散は志賀海神社（東区志賀島）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c20人（先着）y3,500円e電話かメー
ルで、２月１日以降に問い合わせ先へ。

2/

25
●土
他

3市民防災センター　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などを学びま
す。d２月25日㈯、26日㈰午後２時～３時 ※各日の内容は同じli同
センター（早良区百道浜一丁目）a847-5990f847-5970t１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、２月１日以降
に同センターへ。

2/

26
●日

3ジュニアリーダー研修会 話し方・伝え方研修

　フリーアナウンサーから学びます。詳細はホームページで確認を。d

午後２時半～５時半lあすみん（中央区今泉一丁目）iこども健全育
成課a711-4188f733-5534t市内に住むか通学する中高生c30人（抽
選）y無料eファクスかメール（m kenzenikusei.CB@city.fukuoka.lg.
jp）で、２月13日までに同課へ。

2/

28
●火

3西障がい者フレンドホーム　出前講座「認知症フレン
ドリーシティ・プロジェクトについて」

　認知症の現状や認知症に関する取り組みについて説明します。d

午後２時～３時li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037 
c10人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m nishi-friend@nono
hana.or.jp）、来所で、２月１日以降に同ホームへ。

3/

3
●金

2市観光案内ボランティアと「福岡・博多“深”発見まち歩
き」香椎宮（特別参拝）と精進料理

　ガイドと一緒に香椎宮の宝物殿を拝観した後、如意輪寺で精進料理
をいただきます（いずれも東区）。d午前10時～午後２時l集合は西
鉄香椎宮前駅、解散は如意輪寺（東区香椎）i福岡観光コンベンショ
ンビューローa733-5050f733-5055c28人（抽選）y4,000円、小学生
以下3,300円（保護者同伴）eはがき（〒810-0041中央区大名２-５-31 ４
階）かファクス、メール（m event-bora@welcome-fukuoka.or.jp）に参加
者全員の応募事項を書いて、２月10日（必着）までに問い合わせ先へ。

3/

4
●土

2海の中道青少年海の家　ファミリーカヤック体験
～カヤックから見る海の中道の景色～

　SDGsの観点から海の環境についても考えます。d午前10時～午後
４時li海の中道青少年海の家（東区西戸崎）a603-2700f603-2782 
t小学５年生以上と保護者c７組（抽選）y大人5,000円、高校生4,820
円、小中学生3,000円eホームページから２月19日正午までに申し込み
を。

3/

4
●土

3まもるーむ福岡　カラフルな人工イクラを作ってみよう

　食品添加物についても学びます。小学生以下は保護者同伴。d午前
10時半～11時liまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）a831-0669 
f831-0726c30人（先着）y無料e電話かメール（m mamoroom@fch.
chuo.fukuoka.jp）で、２月１日午前10時以降に同施設へ。１通５人まで。
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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



城南障がい者フレンドホーム　４月から始まる定期教室

　いずれも連続講座。対象・定員・料金など詳細は問い合わせを。li同ホーム
（城南区南片江二丁目）a861-1180f861-1123e電話かファクス、来所で、２月１
日～15日に同ホームへ。

教室名 開講日
華道教室 ４／１～来年３／16の第１・３土曜日13:30～、14:30～（各１時間）
音楽教室 ４／２～来年３／31の第１・３・５日曜日10:30～11:30
陶芸教室Ａ ４／５～来年３／６の第１・３水曜日10:00～12:00
書道教室 ４／６～来年３／21の第１・３木曜日10:00～11:30
ペン習字教室 ４／６～来年３／21の第１・３木曜日13:00～14:30
シュタイナー
こども絵画教室 ４／８～来年３／23の第２・４土曜日13:30～15:00

にこにこ
ダンス教室 ４／９～来年３／24の第２・４日曜日10:30～11:30

音楽療法教室 ４／９～来年３／24の第２・４日曜日13:00～、13:40～、14:20～
（各40分）

陶芸教室B ４／12～来年３／13の第２・４水曜日10:00～12:00
ストレッチ教室 ４／13～来年３／14の第２木曜日13:30～15:00
はがき絵教室 ４／13～来年３／28の第２・４木曜日10:00～12:00
楽しい
アート教室 ４／14～来年３／22の第２・４金曜日10:00～12:00

川柳教室 ４／19～来年３／27の原則第３水曜日13:30～15:00
ヨガ教室 ４／27～来年３／28の第４木曜日13:30～14:30

講座・教室

油山市民の森

li油山市民の森（南区桧原）a871-6969f801-1463t①小学生と保護者（子ど
も１人につき大人１人以上）②18歳以上③不問（中学生以下は保護者同伴）y①
１人200円、スツール代別途１組1,000円（スツールは原則１組１個。追加は要相談）
②500円（コンパスレンタル代別途150円）③200円e往復はがき（〒811-1355南区
桧原855-４）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢を書いて、２月１日～
①10日②③17日（いずれも必着）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。

内容 日時 定員（抽選）
①親子林業体験とスツール作り（丸太でい
すを作ります。作業体験や見学もあり） ３／４㈯10:00～14:00 10組
②はじめよう地図とコンパス（野外を歩きな
がら地図の読み方を学びます。初心者向け）３／11㈯13:00～16:00 15人

③森の自然かんさつ会 ３／12㈰10:30～12:30 20人

催 し

3/

4
●土

3元気 長生き いきいき健康セミナー
「いつまでも軽やかに動ける身体づくり」

　市健康づくりサポートセンターの健康運動指導士が話します。d午
後２時～３時lあいれふホール（中央区舞鶴二丁目）i同センターa7 
51-7778f751-2572c110人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m 
soum@kenkou-support.jp）に応募事項と講師への質問を書いて、２月１
日以降に同センターへ。来所（あいれふ４階）でも受け付けます。定員
を超えた場合のみ通知。

3/

4
●土
他

2名作劇場シリーズ 宝島

　スティーブンソンの原作を寺山修司が書き下ろした音楽冒険活劇。
d３月４日㈯午後６時半～８時、５日㈰午後２時半～４時l西市民セン
ター（西区内浜一丁目）i空間再生事業 劇団GIGA・高橋a090-1167-
0148m mail@spacegiga.comc各250人（先着）y一般3,300円（前売り
は500円引き）、U22割（中学生～22歳）1,500円、小学生以下1,000円（座
席を使わない未就学児は保護者１人につき１人無料）、親子ペア3,000円

（前売りのみ。小学生以下と保護者）e電話（a891-7021）か来所で西
市民センターへ。ホームページ、ローソンチケットでも販売。

3/

5
●日

3ひとり親家庭支援センター　
生活支援講習会「家計管理」

d午後１時半～３時半li同センター（中央区大手門二丁目）a715-
8805f725-7720t市内に住む一人親c12人（先着）y無料n３カ月～
小学生（無料。前日までに要申し込み）e電話か来所で、２月１日以降
に同センターへ。

3/

7
●火

4九州先端科学技術研究所 市民講演会
「脱炭素社会の実現に向けて」

　九州大学の専門家らが風力発電の最新状況や身近な省エネ等によ
る脱炭素について話します。d午後２時～４時l福岡SRPセンタービル

（早良区百道浜二丁目）i同研究所総務部a852-3460f852-3455c

会場50人、オンライン200人（いずれも先着）y無料eホームページか
ら２月１日以降に申し込みを。

3/

12
●日

2障がい者駅伝大会 in 海の中道海浜公園

　１周1.1kmの周回コースで７周（７区間）を走ります。申し込み方法な
ど詳細は情報プラザ（市役所１階）、さん・さんプラザ（南区清水一丁
目）で配布する申込書で確認するか問い合わせを。申込書はホーム
ページにも掲載。d午前10時～午後２時l同公園（東区西戸崎）i市
障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t障がいのある小学５
年生以上と家族、介助者などの健常者c20チーム（抽選。１チーム７
人、健常者は２人まで参加可）y１チーム2,000円e申込書を１月26日～
２月９日（消印有効）に同協会へ。

3/

12
●日

2スタインウェイピアノ「春のコンサート」

　未就学児は入場不可、小学生は保護者の参加も必要。d午後２時～
３時liパピオビールーム（博多区千代一丁目）a633-2180f633-2177 
c50組（抽選。１組２人まで）y無料eはがき（〒812-0044博多区千代１- 
15-30）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名を書いて、２月１日～
22日（必着）に問い合わせ先へ。１組につき１通。当選者にのみ通知。

3/

18
●土

3親子講座 もったいない食品ロスをなくそう

　ローリングストック（食品を消費しながら備蓄する方法）を活用した
料理教室を開催します。d午前11時～午後２時l西部ガスショールー
ム ヒナタ福岡（博多区博多駅東二丁目）i西部ガスクッキングクラブ
福岡a411-0515f411-0525t小学生と保護者のペアc８組（抽選）y

１組1,000円eはがき（〒812-0013博多区博多駅東２-７-27）かファクスに
参加者全員の応募事項とメールアドレスを書いて、２月18日（必着）ま
でに問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

3/

18
●土
他

2背振少年自然の家　せふりチャレンジクラブ

　フィールドサイン（野生動物が残した足跡やフン、食べ跡など）を探
し、脊振（せふり）山に住む動物について学びます。市役所発着の送迎
バスか自家用車で来所してください。詳細はホームページで確認を。
d３月18日㈯午前10時～19日㈰午後２時（１泊２日）li背振少年自然
の家（早良区板屋）a804-6771f804-6772t小学４年～中学生c30人

（抽選）y5,000円eホームぺージから２月18日までに申し込みを。

3/

28
●火

2サクラの福岡城を絵図・古地図で散策、老松弁当食べて
ミニ講演

　福岡城跡の散策後、料亭「老松（おいまつ）」の弁当をいただきます。
市美術館での講演もあり。d午前10時～午後３時l集合は福岡城跡

（中央区城内） 追廻橋（おいまわしばし）i那国王の教室a050-1121-
9445m tahi_qz@ymail.ne.jpt18歳以上c20人（先着）y3,500円e電
話かメールで、２月１日以降に問い合わせ先へ。

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 講演



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】３月29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 内容 届け出日
GARDENS CHIHAYA

（ガーデンズ千早）
l東区千早三丁目

変更 11月４日

インボイス制度説明会を開催
　10月１日から始まる「適格請求書等
保存方式（インボイス制度）」について
説明します。開催日時や申し込み方法
など詳細は市中小企業サポートセン
ターホームページで確認を。i経営
支援課a441-2171f441-3211
国民健康保険傷病手当金の適用
期間が延長されました

　新型コロナウイルスに感染した（ま
たは発熱等の症状があり感染が疑わ
れる）ため、仕事を休み、給与の全部
または一部が支払われなかった被用
者を対象に、傷病手当金を支給しま
す。２年以内に申請してください。詳
細は市ホームページで確認を。【適用
期間】令和２年１月１日～令和５年３月
31日i各区保険年金課、西部出張所
プレコンセプションケア推進事業
クーポン券の使用は３月31日まで

　プレコンセプションケアとは、妊娠
の計画の有無にかかわらず、早い時
期から妊娠・出産の知識を持ち、自分
の体と健康への意識を高めることで
す。同ケア推進の取り組みの一つとし
て、対象者にAMH（抗ミュラー管ホルモ
ン）検査が500円で受けられるクーポ
ン券を昨年６月に郵送しています。使
用する場合は実施医療機関への予約
が必要です。【対象】平成４年４月２日～
平成５年４月１日に生まれた女性。クー
ポン券を紛失した人や、昨年６月１日
以降に転入しクーポン券を希望する
人は問い合わせを。iこども健全育
成課a711-4065f733-5534
競争入札参加資格審査の追加申
請を受け付けます

　福岡市（水道局、交通局を含む）が
発注する工事と製造の請負、委託、物
品の購入とリース、物品の売り払いの
令和５・６年度競争入札参加資格審査

（追加申請）を２月17日まで市ホーム
ページで受け付けます。既に登録済
みの区分については申請できませ

ん。問い合わせ先など詳細は市ホー
ムページでご確認ください。
西区歴史よかとこ案内人の「ボラ
ンティア・ガイド」を募集

　西区の史跡、神社、古墳などを案内
するガイドの募集説明会を実施。d２
月25日㈯午後１時半～４時l西市民
センター（西区内浜一丁目）i同案内
人事務局・矢野a881-7128m nishiku
yokatoko@gmail.comeはがき（〒819-
0013西区愛宕浜１-16-６）かメールで、
２月17日（必着）までに同事務局へ。
①東部工場②東部資源化セン
ターのごみの受け入れを停止し
ます

　２月６日㈪～①25日㈯②３月６日㈪
は定期点検等のため、ごみの受け入
れを停止します。i①同工場a691-２ 
999f691-2992②同センターa691-0 
831f691-0205
「高齢社会に関する調査」にご協
力ください

　市内に住む60歳以上の人を中心
に、高齢者の保健福祉や介護保険
サービスに関するアンケート調査を
行います。１月末ごろから無作為に選
んだ１万2,500人に調査票を郵送しま
すので、回答してください。i高齢社
会政策課a711-4595f733-5587
人間ドックの結果データの提供に
ご協力ください

　提供者にはQUO（クオ）カード500円
分を進呈。申し込み方法など詳細は
問い合わせを。【対象】市国民健康保
険に加入している40～74歳で、令和４
年４月１日以降に人間ドックを自己負
担で受診し、よかドック（市国民健康保
険特定健診）を受診しない人 ※職場
の健康診断は対象外【募集期間】３月
31日までiよかドックご案内センター
a711-4826f733-5756
高齢者の「おむつ代の医療費控除」

「障害者控除」に関する証明書
　所得税・個人市県民税の控除を受
ける際に必要な次の書類を無料で発
行します。詳細は市ホームページで
確認するか問い合わせを。【おむつ代
の医療費控除のための主治医意見書
内容確認書】確定申告時に医師が発
行する「おむつ使用証明書」に代える
ことができる書類です。前年もおむつ
代の医療費控除を受けた人で、要介
護認定申請時の主治医意見書によ
り、寝たきりと尿失禁の状況であるこ
とが区役所で確認できる場合に発行
【障害者控除対象者認定書】身体また
は精神に障がいのある65歳以上（寝
たきりなど）で、身体障害者手帳など
を持っていないが同程度の障がいが
ある人に発行。i ▽ 証明などについ
て＝各区福祉・介護保険課 ▽ 申告に

ついて＝所得税は税務署、市県民税
は各区課税課
希望者に音声コード付きの納税
通知書を送付します

　目の不自由な人で希望する人に、
「音声コード」付きの納税通知書を送
付します（要申し込み）。読み取りには

「ユニボイス」のアプリをダウンロード
したスマートフォンが必要。【対象税
目および申込期限】 ▽固定資産税・都
市計画税、固定資産税（償却資産）＝２
月17日まで ▽ 軽自動車税＝３月17日
まで ▽個人市県民税（普通徴収）＝４
月28日まで【申し込み方法】電話か
ファクス、メール（m kazei.FB@city.fu
kuoka.lg.jp）で課税企画課へ。i同課
a711-4207f733-5598
和白・博多・中央・城南・西図書館
を休館します

　２月６日㈪～14日㈫は図書特別整理
のため休館します。i市総合図書館
a852-0600f852-0609
板付基地返還促進協議会が陳情
活動を行いました

　福岡空港内の米軍施設の早期全面
返還について、同協議会が11月21日、
22日に外務省、防衛省、国会議員に陳
情を行いました。詳細は市ホームペー
ジに掲載。i総務企画局総務課a71 
1-4044f724-2098
友泉亭公園のコイの名付け親を
募集

　採用された名前は３月15日㈬～来
年３月14日㈭に同公園（城南区友泉
亭）内に掲示します。副賞あり。詳細は
ホームページで確認するか問い合わ
せを。【募集期間】２月１日～28日【応
募方法】来所で同公園へ。 ※入園料
が必要。i同公園af711-0415

同
公
園

かなたけの里公園「農業体験農
園」の利用者を募集

　指導員の下、20種類以上の野菜の
苗の植え付けから収穫までを行いま
す。収穫した野菜は全て持ち帰ること
ができます。定期的な講習会もあり。
詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d４月１日㈯～来年３月
31日㈰ ※１年間の更新可li同公園

（西区金武）a811-5118f400-0147t

市内に住むか通勤・通学する人c50区
画（抽選）y４万7,000円e往復はがき

（〒819-0035西区金武1367）に代表者

の応募事項を書いて２月１日～10日
（消印有効）に同公園へ。

しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　①ガス溶接技能講習②アーク溶接
特別教育講習③ファイナンシャル・プ
ランナー３級講習④初心者から学べ
る第二種電気工事士試験受験対策講
習⑤パソコン「仕事に必要なワード＆
エクセル」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a671-6831f672-2 
133

市博物館 集客・広報普及専門員
（広報・韓国語）を募集
　同館（早良区百道浜三丁目）で広報
活動（韓国語によるものを含む）等に
従事。【資格】企業・団体での広報活動
の実務経験があり、韓国語能力検定
試験５級以上（同等の資格も可）を有
し、SNS（会員制交流サイト）を通じた
情報収集・発信ができる人 ※日本語
を母語としない場合は日本語能力試
験N１と同等の語学力も必要【任用期
間】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】同
館で。ホームページにも掲載【申込期
間】２月７日（必着）までi同館運営課
a845-5011f845-5019
高齢者のためのしごと・ボランティ
ア合同説明会

　企業との面談や就業支援団体等に
よる相談などを実施します。d２月27
日㈪午前11時半～午後０時50分、１時
40分～３時l福岡国際会議場２階（博
多区石城町）i県生涯現役チャレン
ジセンターa432-2577f432-2513t

おおむね60歳以上c各60人（先着）y

無料e電話かファクスに応募事項と
希望時間帯を書いて、２月１日以降に
同センターへ。定員を超えた場合の
み通知。

市消防音楽隊 演奏隊員を募集
　【資格】平成17年４月１日までに生ま
れた人で、トロンボーンまたはクラリ
ネットの演奏（吹奏楽）ができる人【任
用期間】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】消防局総務課（中央区舞鶴三丁目 
消防本部５階）で。ホームページにも
掲載【申込期間】１月30日～２月17日

（必着）i同課a725-6519f791-2535

　※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。

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

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



東・早良区衛生課 医薬務事務指
導員（薬剤師等）を募集

　医薬務事務、医療機関・薬事施設の
立ち入り検査、医療安全相談等の業
務に従事。【資格】次のいずれかに該
当する人。 ▽薬剤師、医師、歯科医師、
獣医師 ▽大学または高等専門学校で
医学、歯学、薬学、獣医学、理学、工学
のいずれかに関する専門の課程を修
了した人【任用期間】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】東区同課（東区箱崎二
丁目 東区保健福祉センター２階）、早
良区同課（早良区百道一丁目 早良区
保健福祉センター２階）、情報プラザ

（市役所１階）で。市ホームページにも
掲載【申込期間】１月25日～２月８日

（必着）i東区衛生課a645-1081f64 
5-1114
市学校給食公社 嘱託職員（事務
職）を募集

　学校給食に使用する食材の選定、
発注や納品の指示、学校や給食セン
ター等との連絡調整、請求精算等に
関する事務、検査実施等の食材の安
全性確保に関する事務などに従事。
【任用期間】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】同公社（早良区百道三丁目 市教
育センター１階）で。ホームページに
も掲載【申込期間】２月17日（消印有
効）までi同公社a555-2745f555-2 
749

市シルバー人材センター総合事
業嘱託職員を募集

　【資格】次の全てを満たす人。 ▽高
校卒業程度の学歴を有する ▽介護職
員初任者研修を修了した ▽訪問介護
の実務経験がある ▽普通自動車運転
免許（AT車限定を含む）を有し、運転
が可能である。他要件あり【任用期間】
５月１日～令和６年３月31日（再任用あり）
【募集案内の配布】同センター事務局
（博多区千代一丁目）などで。ホーム
ページにも掲載【申込期間】２月１日～
24日（消印有効）i同センター総務課
a643-8200f651-5000
ボートレース福岡①投票管理員
②お客様相談員③水上施設整備
員④モーター部品管理員を募集

　【資格】③は小型船舶操縦免許証を
有する人（一級または二級。二級の場
合は湖川小出力限定を除く）。④はモー
ターボート整備士、自動車整備士資
格、海技士（機関）免許６級以上、もし
くは競艇場におけるモーター部品の
整理業務等の実務経験を有している
人【任用期間】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】情報プラザ（市役所１階）、開
催運営課（中央区那の津一丁目 ボー
トレース福岡４階）で。市ホームページ

にも掲載【申込期間】１月25日～２月６
日（必着）i同課a771-6061f732-54 
05

市教育委員会職員課 教職員健康
管理専門員を募集

　同課で市教職員の健康相談や保健
指導等に従事。【資格】保健師または
精神保健福祉士で、実務経験が３年
以上ある人【任用期間】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】同課（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・西部出張所で。市ホーム
ページにも掲載【申込期間】２月10日

（消印有効）までi同課a711-4298f 

711-4936

読書相談補助員を募集
　【勤務場所】市総合図書館（早良区
百道浜三丁目）、各分館 ※東・早良南
図書館を除く【任用期間】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】２月１日から同図書
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。
市ホームページにも掲載【申込期間】
２月10日（消印有効）までi同図書館
図書サービス課a852-0621f852-06 
09

市立小中学校・特別支援学校の年
休代替職員を募集

　職員の休暇時などに職務を代行（４
週間のうち指定する２～３日間）。【募
集職種】①特別支援学校介助員②特
別支援学校給食介助員③学校看護師
【資格】①②不問③看護師【任用期間】
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】市発達
教育センター（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】２月８日（消印有効）までi同セン
ターa845-0015f845-0025
都市景観室 屋外広告物指導員を
募集

　市屋外広告物条例に違反している
屋外広告物の是正指導などに従事。
【任用期間】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】１月30日から同室（市役所４階）、情
報プラザ（同１階）で。市ホームページ
にも掲載【申込期間】２月13日（必着）
までi同室a711-4395f733-5590
シニア活躍応援セミナー①シニ
ア世代のライフプランセミナー
②高齢者と企業の交流会＆個別
面談会

　①「足りない生活費をどう埋める？」
「介護と相続の憂いをはらう」をテー
マに、これからの人生設計を考えま

す。ウェブ会議サービス「Zoom（ズー
ム）」での参加も可。②企業との座談
会や個別面談会など。d①２月16日㈭
②３月２日㈭いずれも午後１時半～３
時半l福岡商工会議所ビル（博多区
博多駅前二丁目）i同セミナー事務局

（パーソルテンプスタッフ内）a433-
7780f287-9330t市内に住むおおむ
ね60歳以上c各30人（先着）y無料
e電話かファクスで、２月１日以降に
同事務局へ。定員を超えた場合のみ
通知。
こども家庭課 母子父子寡婦福祉
資金貸付金償還指導員を募集

　同貸付金における滞納者や連帯保
証人への納付督促・交渉や居住調査
などに従事。【資格】同貸付金の貸し
付けを受けていない人。他要件あり
【任用期間】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】同課（市役所13階）、情報プラザ

（同１階）、各区子育て支援課、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】２月10日（必着）までiこども家庭
課a711-4238f733-5534
城南区地域保健福祉課 非常勤保
健師を募集

　各種健診時の問診、健康教育、健康
相談、地域保健福祉活動の補助等に
従事。【資格】保健師と看護師の両
方。他要件あり【任用期間】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】２月１日から各区
地域保健福祉課、各区健康課、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】
２月15日（必着）までi城南区地域保
健福祉課a833-4113f822-2133

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。d２月18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
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。d２月18日㈯
午前10時～午後４時（受け付けは３時
半まで）lコミセンわじろ２階（東区和
白丘一丁目）i県行政書士会a641-
2501f641-2503y無料e不要

相 談

市障がい者110番 ピア相談

　障がいの当事者（今回は聴覚に障
がいのある人）が相談に応じます。 ※
変更の可能性あり。当日問い合わせ
を。d２月15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
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。d２月19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）a891-1231f89 
1-1259y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、２月１日以降
に同相談室へ。

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。d３月１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）af7 
38-0073t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。

ユースサポートhub（ハブ） 若者相談
　不登校やひきこもり、就職への不
安などのさまざまな悩みの相談に公
認心理師や社会福祉士などの専門相
談員が面接や電話で応じます。d火
～土曜日午前10時～午後６時（祝休日
を除く）li若者総合相談センター 
ユースサポートhub（中央区六本松二
丁 目 ）a401-0318f401-0899t市 内
に住むおおむね15～39歳の本人やそ
の家族などy無料e相談を希望する
場合は電話で同センターへ予約を。
ホームページでも受け付けます。

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】２月１日から情報
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】２月28日

（必着）までi保健予防課a711-4270 
f733-5535

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

福岡市政だより
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募集



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月曜日（祝休日のときは翌平日）、月末

12日㈰ ［11］アンニー可愛や 
［２］荒馬と女

15日㈬ ［２］バーバラ・ハマー初期作
品集

16日㈭ ［11］羅生門 
［２］青空恋をのせて

17日㈮
［11］クイーン・オブ・ダイヤ
モンド 

［２］狼男アメリカン
18日㈯ ［11］ジェイソンの肖像 

［２］きゅうり畑のかかし
19日㈰ ［11］狼男アメリカン 

［２］羅生門
22日㈬ ［２］孔雀夫人

映像ホール・シネラ　２月上映スケジュール
　表内の［11］は午前11時、［２］は午後２
時上映開始。詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。
アカデミー・フィルム・アーカイブ映
画コレクション

１日㈬ ［２］荒馬と女
２日㈭ ［11］青空恋をのせて 

［２］アンニー可愛や

３日㈮
［11］ブラック・アンド・タン、
草原のハーレム 

［２］ジェイソンの肖像
４日㈯ ［11］きゅうり畑のかかし 

［２］孔雀（くじゃく）夫人

23日（木・祝）
［11］アニメーション短篇集 
［２］ザ・パーソナルズ 黄昏
のロマンス、予備選挙

24日㈮
［11］グレゴリオ・コルテスの
バラッド 

［２］日本の映画作り、AFAホー
ムムービー集

25日㈯ ［11］羅生門 
［２］荒馬と女

26日㈰
［11］日本の映画作り、AFAホー
ムムービー集 

［２］狼男アメリカン

５日㈰
［11］バーバラ・ハマー初期
作品集 

［２］グレゴリオ・コルテスの
バラッド

８日㈬ ［２］クイーン・オブ・ダイヤモ
ンド

９日㈭ ［11］アンニー可愛や 
［２］アニメーション短篇集

10日㈮
［11］ザ・パーソナルズ 黄昏
（たそがれ）のロマンス、予
備選挙 

［２］きゅうり畑のかかし

11日（土・祝）
［11］青空恋をのせて 
［２］ブラック・アンド・タン、草
原のハーレム

　※番組のスケジュールなど詳細は
ホームページで確認を。
みんなのSDGs展
　クロスワードで遊ぶ「SDGsクエスト」な
どで楽しみながら学べます。d２月４日
㈯～26日㈰午前10時～午後５時y無料
ドームシアター（プラネタリウム）新番
組「星宙（ホシゾラ）の未来花（ミライ
カ） music by（ミュージックバイ）ス
キマスイッチ」
　大人推奨。d２月８日㈬～９月11日㈪
c各回220人（先着）y高校生以上1,020
円、小中学生820円、未就学児無料（座席
を使う場合510円）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。
運営サポーター募集説明会
　４月から１年間、基本展示室内の展示

　※①③は託児あり（６カ月～小学３年
生。無料。子どもの名前、年齢・月齢を書
いて①２月22日③３月８日までに申し込
みを。先着順）。
①映画「RBG 最強の85才」上映会とア
メリカ領事トークショー
　若者に絶大な支持を得た女性の米国
最高裁判事の映画を上映後、在福岡米
国領事館の領事が講演します。d３月４
日㈯午後１時半～４時c200人（先着）y

無料eファクスかメール（m amikas@
city.fukuoka.lg.jp）、来所で、２月１日以降
に同施設へ。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。
②「２人の未来を話そう」ワークショップ
　これからの働き方や、家事・育児など

　※①～④は企画展示、⑤は黒田家名
宝展示。料金は一般200円、高大生150円、
中学生以下・市内に住む65歳以上無料。
①古代のお寺
　文字資料や出土品から、奈良・平安時
代の寺が地域でどのような存在であっ
たかを探ります。d開催中～３月12日㈰
②描かれた黒田如水・長政展
　初代福岡藩主・黒田長政とその父・如
水のさまざまな肖像を紹介。d開催中～
３月19日㈰
③市水道創設100周年記念「水とくらし」
　水と人々との関わりや、市の水道事業
の歩みを紹介。d開催中～３月26日㈰
④防人（さきもり）たち
　福岡周辺を防衛した他地域の人々の

２月の事業
　未就学児は保護者同伴。④は上履き
を持参、会場はコミセンわじろ（東区和
白丘一丁目）。t①⑤⑦０歳～高校生②
小中高生③０歳～就学前④２歳以上の
幼児⑥１、２歳児c①②④⑤なし③15組

（先着）⑥⑦25組（先着。⑦は１組１個）y 

①②④⑤⑥無料③200円⑦100円e①
②④⑤不要③⑦電話かファクス、来所
で、２月③１日⑦２日以降にあいくるへ。
⑥電話か来所で、２月14日以降にあいく
るへ。

内容 日時
①グリーンタッチ

（花の手入れなど）
２／４㈯
13:00～14:00

　※コレクション展の料金は一般200
円、高大生150円、中学生以下・市内に住
む65歳以上無料。
コレクション展（古美術） 松永耳庵（じ
あん）と同時代の美術家
　松永耳庵は木工家の仰木政斎ら多く
の美術家と交流を持ち、彼らの作品を
収集しました。両者の交流を示す作品を

品の操作説明などを行う運営サポー
ターを募集します（高校生を除く18歳以
上。10人）。d２月①23日（木・祝）午後３時
～４時②27日㈪午後５時～６時y無料e

ホームページで詳細を確認の上、２月①
20日②24日までに申し込みを。
ドームシアターイベント スターリー 
ナイトジャム「星兄（ほしにぃ）の爆笑
プラネタリウムショー」
d３月26日㈰午後２時半～３時半、４時15
分～５時15分c各220人（先着）y中学
生以上1,020円、小学生510円、未就学児
無料（座席を使う場合510円）eホーム
ページで２月４日午前10時から先行販
売。同館３階チケットカウンターで当日
午前９時半から販売。

について未来をパートナーと話し合って
いきます。ウェブ会議サービス「Zoom（ズー
ム）」を使用。d３月５日㈰午前10時～11
時半t市内に住むか通勤するカップル、
夫婦（男性一人のみの参加も可）c30人

（先着）y無料eホームページから２月１
日以降に申し込みを。
③子育て世代女性向けアサーティブネ
ス講座
　自分も相手も大切にするコミュニケー
ションの方法を学びます。d３月18日㈯
午前10時～午後０時半t女性c20人（先
着）y無料e電話かファクス、メール（m 
amikas.soudan@city.fukuoka.lg.jp）、 来
所で、２月１日以降に同施設へ。ホーム
ページでも受け付けます。

痕跡を探します。d開催中～４月23日㈰
⑤国宝 太刀 名物 日光一文字
　小田原攻めの降伏仲介の礼として北
条氏直から黒田孝高（如水）へ贈られた
刀を展示。d２月７日㈫～３月５日㈰
⑥福岡市史講演会「西島伊三雄と都市
福岡のデザイン」
　地下鉄の駅シンボルマークのデザイ
ンなどで知られる西島伊三雄の仕事を
振り返り、福岡のこれからを考えます。
d３月４日㈯午後１時～４時半i同館市
史編さん室a845-5245f845-5019c240
人（抽選）y無料e往復はがきかメール

（m shishi.EPB@city.fukuoka.lg.jp）で、２
月１日～17日（消印有効）に同室へ。空き
があれば当日も受け付けます。

②みんなであそぼ
う（ドッヂビー）

２／４㈯14:30～、
15:05～、
19㈰13:30～、
14:05～（各回25分）

③木育おもちゃの
ひろば

２／８㈬
10:00～12:00

④あいくるがやっ
てくる（親子遊び）

２／８㈬
10:00～12:00

⑤伝承あそび（お
手玉、けん玉など）

２／11（土・祝）
14:00～15:00

⑥育ちのひろば
（親子遊び）

２／15㈬
11:00～12:00

⑦おもちゃ病院 ２／19㈰
10:00～14:00

紹介します。d開催中～４月２日㈰
コレクション展（近現代美術） 九州の
女性画家たち
　市美術館のコレクションから、九州ゆ
かりの女性の画家による作品を展示し
ます。d開催中～３月21日（火・祝）
つきなみ講座特別編「田中千智展 地平
線と道」のみどころ
　画家本人と学芸員が同展の見どころ
について話します。d２月18日㈯午後２
時～３時半（受け付けは１時半から）c54
人（先着）y無料e不要
　※３面に関連記事あり

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。

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）

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

博物館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１　a845-5011 f845-5019
o午前９時半～午後５時半（入館は閉館30分前まで）x月曜日（祝休日のときは
翌平日）

美術館
〒810-0051 中央区大濠公園１-６　a7１４-6051 f７14-6071
o午前９時半～午後５時半（入館は閉館30分前まで）x月曜日（祝休日のときは
翌平日）

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、①２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）

２／18㈯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）

３／２、９、16の木曜日と３カ月後の
フォロー教室の計４回。19:00から各
２時間程度

８人 1,000円

③１日糖尿病教室
（食事指導、運動指導）３／11㈯10:00～15:00 12人 1,000円

（食事付き）
④気軽に糖尿病教室 ３／24㈮13:30～15:30 ８人 500円
⑤禁煙教室 ３／29㈬18:30～20:00 ９人 1,000円

仰木政斎「鹿文蒔絵硯箱
（しかもんまきえすずりば
こ）」（市美術館蔵）
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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


