
福北連携コーナー
「つくる展」スペースL

ラ ボ
ABOで開催

　アートファクトリー「TASKO（タスコ）」による、動くアートの展覧会。ものづくり
における「つくる」にスポットを当て、これまでに制作してきた作品を展示しま
す。４歳未満は保護者同伴。詳細はホームページで確認を。d３月１８日㈯～５月
１４日㈰午前１０時～午後６時（入館は５時半まで） ※４月１１日、１８日、２５日、５月９
日の火曜日は休みlスペースLABO（北九州市八幡東区東田四丁目）i同展北
九州会場事務局（オフィスヤード内）a０７０-４０３５-２６９８f０９３-６７１-４５６８y中学生
以上１,１００円、４歳以上６００円（いずれも前売りは１００円引き）、３歳以下無料eチ
ケットはローソンチケット、チケットぴあなどで販売。

アイランドシティの魅力発見 スタンプラリー

　スマートフォンアプリ「ふくおか散歩」を使います。アイランドシティ（東区香椎
照葉六丁目他）内全８カ所でスタンプ（二次元コード読み込み）を集めると、福岡
を拠点とするプロバスケットボールチーム「ライジングゼファー福岡」の観戦チ
ケットやアイランドシティ内で使える食事券などが抽選で当たります。詳細は
ホームページで確認を。d３月１７日㈮～４月２日㈰i分譲推進課a２８２-７２６８f２８
２-７０４４y無料e不要

催 し

市総合体育館　①苦手克服塾 〜跳び箱・マット運動〜
②ランニング講習会

　②は腕の振り方や姿勢、走り方のポイントなどを学んだ後、計約７㎞ほど走り
ます。d３月①１９日㈰午前１０時～正午②２１日（火・祝）午前９時半～正午li同体
育館（東区香椎照葉六丁目）a４１０-０３１４f４１０-０３１８t①小学１～４年生②１８歳以
上c各１５人（先着）y各１,０００円e電話か来所で、３月１５日以降に同体育館へ。

講座・教室

S
スマートニュース
martNewsで市の情報が見られます

　スマホ・タブレット向けニュース閲覧アプリ「SmartNews」に、市の最新情報など
を配信しています。詳細は市ホームページをご覧ください。i広報課a７１１-４０１６
f７３２-１３５８

広報課からの
お知らせ

　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３月１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。

〒 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。

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。

●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（３月後半の日・祝日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
３月19日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
３月21日（火・祝）
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
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
３月26日㈰
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
福岡みつき病院（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
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）	 a891-2511

●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
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18
●土

2ベジフルスタジアム　ベジフル感謝祭

　旬の青果物の販売や関連事業者による干物、菓子等の販売を行い
ます。d午前８時～１１時liベジフルスタジアム（東区みなと香椎三
丁目）a６８３-５３２３f６８３-５３２８y入場無料e不要

3/

25
●土
他

2花畑園芸公園　さくらとアーモンドの花まつり

　飲食物の販売や露店の出店のほか、ひょっ
とこ踊りや中学生の吹奏楽部による演奏等
のステージイベントなど。d３月２５日㈯、２６日
㈰午前１０時～午後４時li同公園（南区柏原
七丁目）a５６５-５１１４f５６５-３７５４y入場無料e

不要
過去の同イベント

3/

26
●日

2あにまるぽーと in わんにゃん桜学校

　ドッグフードセミナー、犬猫健康相談、お悩み相談などを行います。
施設見学もあり。d午前１０時～午後３時半liあにまるぽーと（東区
蒲田五丁目）a６９１-０１３１f６９１-０１３２y無料e不要

3/

28
●火

3友泉亭公園　「現代の名工」による剪
せんてい

定講習会

　卓越した技能保持者から樹木の剪定方法を学びます。d午前９時～
正午li同公園（城南区友泉亭）af７１１-０４１５t剪定道具を持参でき
る１８歳以上c６人（抽選）y２,０００円（入園料別）e往復はがき（〒８１４-０１２２
城南区友泉亭１-４６）か来所で、３月１５日～１８日（消印有効）に同公園へ。
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28
●火
他

2はかた伝統工芸館　
博多織・博多人形伝統工芸士認定記念展

　令和４年度に新たに認定された博多織伝統工芸士８人、博多人形伝
統工芸士１人の作品を展示・販売します。d３月２８日㈫～４月２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

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

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

情報BOX 福岡市政だより
令和５（2023）年３月15日 14催し 講座

教室



南障がい者フレンドホーム　４月から始まる定期教室

　②～⑧は連続講座（祝休日を除く）。一部材料費や道具の持参が必要。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

（①②は小学生以上と保護者のペア、④は小学４年生以上と保護者のペア）e電
話かファクス、メール（m minami-friend０３@c-fukushin.or.jp）、来所で、３月①２３日
②③２５日④～⑧２７日までに同ホームへ。

教室名 日時 定員（抽選）
①春休み折り紙教室「赤
ずきんちゃんを探せ」 ３／３０㈭１３:００～１５:００ ３組

②親子陶芸教室 ４／１～来年３／２の第１土曜日
１０:３０～１２:００ ３組

③書道教室 ４／５～来年３／６の第１・３水曜日
１０:００～１２:００ ２人

④習字教室 ４／８～来年３／９の第２土曜日
１０:３０～１２:００ ５組

⑤陶芸教室 ４／１１～再来年３／２５の第２・４火曜日
１０:００～１２:００ ２人

⑥大人かわいい折り紙
教室

４／１４～来年３／８の第２金曜日
１３:００～１５:００ ６人

⑦川柳教室 ４／１５～来年３／１６の第３土曜日
１１:３０～１２:３０ ２人

⑧絵画Bコース教室 ４／１７～来年３／２５の月曜日
１０:００～１２:００ ２人

講座・教室

R60倶
く ら ぶ

楽部

　いずれも連続講座。l①②中央市民センター（中央区赤坂二丁目）③④アミカ
ス（南区高宮三丁目）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）f７３９-６０８１t①③不問②自宅にミシンがある人④ミシンを
使って裁縫ができる人c各１０人（先着）y①②２万円③④１万２,０００円e電話か
ファクスで、３月１５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

①編み物講師を目指したい人向け 
しっかり学ぶかぎ針の基本

４／１～６／１７の土曜日
１０:００～１２:３０（４／２２、５／２７を除く）

②ミシン経験者向け 型紙の製図を学
ぶ洋裁教室

４／１～６／１７の土曜日
１３:３０～１６:３０（４／２２、５／２７を除く）

③春の編み物教室 ４／６、２０、５／１１、２５、６／８、２２の木曜日
１０:００～１２:３０

④ミシンを使ったリメーク洋裁教室 ４／６～６／２２の原則第２・４木曜日
１３:３０～１６:３０（４月のみ第１木曜日）

講座・教室

「福岡市政だよりW
ウェブ
EB版」のご案内

　市政だよりの記事を、市ホームページで公開しています。「発
行号別」「掲載面別」「カテゴリ別」に見出し一覧を表示できるほ
か、キーワードでの記事検索も可能です。スマートフォンにも対
応していますので、ご利用ください。i広報課a711-4016f732- 
1358

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから

介護実習普及センター　企画展示「災害に備えよう」

　廃材を使った着火剤や、ペット用の防災グッズなどを紹介し
ます。d開催中～３月３１日㈮ ※２２日㈬は休館li同センター

（中央区荒戸三丁目）a７３１-８１００f７３１-５３６１y無料

廃
材
を
利
用

し
た
着
火
剤

催 し

 

応募等のはがきの料金は 63 円です。

4/

1
●土
 

3月隈パークゴルフ場　パークゴルフ初心者教室

　講義と実技。中学生以下は保護者同伴。d午前１０時～正午li同
ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a５０４-５３３３f５８６-５３８８c８人（先着）y

１,０００円e電話かファクス、来所で、３月１５日以降に同ゴルフ場へ。

4/

2
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園　
市民向け 夏秋野菜栽培講習

　家庭菜園の初心者向け講習や相談会を行います。d午前１０時～正
午li同農園（博多区立花寺二丁目）a５８７-０８８１f５８７-０８８３c２０人（先
着）y３００円e電話かファクスで、３月１５日午前１０時以降に同農園へ。

4/

6
●木
他

2博多伝統芸能館　公演

　博多芸妓（げいぎ）による唄や舞＝写真、お座敷遊びの体験など。d

４月６日㈭午後４時～４時５０分、１５日㈯
午後１時～１時５０分l同館（博多区冷
泉町）i博多伝統芸能振興会a４４１-１１
１８m fkkdentou@fukunet.or.jpc各２０
人（先着）y３,０００円e電話で同会へ。
ホームページでも受け付けます（中
高生と小学生がいる場合はそれぞれ
の人数を備考欄に入力）。 ※当日は
a０８０-２７０５-５４６２へ。
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8
●土

4九州市民大学４月講演会

　東京大学大学院総合文化研究科の斎藤幸平准教授が「人新世（ひ
としんせい）の危機とコモンの思想」について話します。未就学児は入
場不可。d午後６時～７時半（受け付けは５時から）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九州市民大学事務局a７１４-
００６６f７１４-６０４５y３,０００円e不要
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8
●土
他

2かなたけの里公園　タケノコわくわく収穫体験

　収穫したタケノコは持ち帰り可（１組当たり２㎏程度）。中学生以下
は保護者同伴。詳細は問い合わせを。d４月８日㈯、９日㈰午前１０時～
正午、午後１時～３時li同公園（西区金武）a８１１-５１１８f４００-０１４７c

各回１５組（抽選。１組５人まで）y１組１,８００円e往復はがき（〒８１９-００３５
西区金武１３６７）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢、希望
日時を書いて３月１５日～２２日（消印有効）に同公園へ。

4/

9
●日

3九電工こどもスポーツ教室

　九電工陸上競技部の選手と一緒に走ります。保護者同伴。d午前１０
時～午後１時l福岡大学陸上競技場（城南区七隈七丁目）i九電工
総務部a５２３-１６９１m kdksports@walkal.comt市内に住む小学生（４月
現在）c２００人（先着）y無料eホームページから申し込みを。

4/

9
●日

2膵
すい

がん患者夫婦の会

　同じような境遇の人が集まり、悩みを打ち明けたり相談したりでき
ます。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午後２時～
４時 ※月１回不定期で日曜日に開催l南市民センター（南区塩原二
丁目）i管理人ひかりa０９０-２９６４-１１６０m hukuoka.kanjyakai@gmail.
comt膵臓がん患者と夫婦、家族、遺族など（小学生以下は保護者同
伴）c１０人（先着）y無料e電話かメールで、問い合わせ先へ。

4/

10
●月
他

3西南杜
もり

の湖畔公園　初心者向けテニススクール

d４月１０日～５月２９日の月・木曜日午前１０時～正午（５月４日を除く。連
続講座）li同公園（城南区七隈六丁目）a８６３-７９２９f８３４-８４６３t１８歳
以上c２０人（先着）y１万円e電話か来所で、３月１６日以降に同公園へ。

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

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５（2023）年３月１5日 情報BOX13 催し 講座

教室 講演



市政だよりに広告を掲載しませんか

　市内全戸、および事業所などに約８７万部を配布している福岡市政だよりに掲
載する広告を募集しています。申し込みは、指定の広告代理店を通じて受け付け
ます。掲載には審査があり、掲載をお断りする場合があります。指定代理店の問
い合わせ先など、詳細は市ホームページで確認を。i広報課a711-4016f732- 
1358

広報課からの
お知らせ

　毎年３月から４月にかけて、舞鶴公園の
約１,０００本の桜が、黒田官兵衛ゆかりの福
岡城跡を彩ります。桜の見頃に合わせて

「福岡城さくらまつり」を開催し、桜と城壁
のライトアップ＝写真＝や飲食店の出店、
桜にまつわるイベントなどを行います。
　会期日程など詳細は、ホームページ

（「福岡城さくらまつり」で検索）でご確認ください。
i同まつり実行委員会事務局a６００-１９３７f７３３-５５９０

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

　この連載では、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。

福岡城さくらまつり
一人一花だよりVOL.23

市政だよりの感想をお聞かせください

　福岡市政だよりに関する意見や感想を、はがきか封書（〒810-8620住所不要）、
メール（m shiseidayorioubo@city.fukuoka.lg.jp）で広報課「市政だより感想」係ま
でお寄せください。寄せられた意見は、よりよい広報活動に生かしていきます。
i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

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。

4/

13
●木
他

3アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　
バラの管理教室

　バラの育て方や剪定（せんてい）、植え替えなどを学びます。d４月１３
日～来年３月２１日の原則第３木曜日午後１時半～３時半（初回のみ第２木
曜日。連続講座）li同公園（東区香椎照葉四丁目）a６６１-５９８０f６７２-
６９２５c２０人（先着）y２万４,０００円（初回のみ材料費別）e電話かファク
ス、来所で、３月１５日以降に同公園へ。ホームページでも受け付けます。

4/

14
●金
他

2東体育館　①ビューティーピラティス②夜のピラティス

d①４月１４日～６月２３日の金曜日午前１１時１０分～午後０時４０分（５月５
日を除く。連続講座）②４月１９日～６月１４日の水曜日午後７時半～９時

（５月３日を除く。連続講座）li東体育館（東区香住ケ丘一丁目）a６７
２-０３０１f６７２-０３０２t１８歳以上c各３０人（抽選）y①７,０００円②６,０００円
e往復はがき（〒８１３-０００３東区香住ケ丘１-１２-２）で３月１５日～３１日（必
着）に東体育館へ。

4/

16
●日

2福岡交響吹奏楽団 定期演奏会

　「水・空」をテーマに映画の主題歌や「ジブリメドレー」などを演奏し
ます。d午後１時半～３時半lももちパレス（早良区百道二丁目）i同
吹奏楽団・黒木a０８０-５６０２-１６８２m info@fkyo.comc８００人（先着）y１,
０００円（前売りは６００円）eチケットはホームページで販売。

4/

21
●金

4九州・沖縄不動産鑑定フォーラム 「テクノロジー」か
「人」か？ 〜スマートシティに求められるもの〜

　パネルディスカッションや不動産鑑定士によるイベント・無料相談会
を実施。詳細はホームページで確認を。d午後１時～５時lアクロス
福岡イベントホール（中央区天神一丁目）他i九州・沖縄不動産鑑定
士協会連合会a２８３-６２７７f２８３-６２８８c９００人（先着）y無料eファク
スかメール（m info@kyukanren.net）で、同連合会へ。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。

4/

21
●金

3医療セミナー「カフェで学ぼう がんのこと」

　久留米大学先端癌（がん）治療研究センター所長の古賀浩徳氏が
話します。d午後３時～５時l久留米大学福岡サテライト（中央区天神
一丁目）iウィッグリング・ジャパン事務局a７２５-６６２３f７２５-６６４３c３０
人（先着）y１,０００円e電話かメール（m japan@wig-ring.info）で、同事
務局へ。ホームページでも受け付けます。当選者にのみ通知。

4/

22
●土
他

3障がい者ソフトボール教室

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d４月２２日、５月１３
日、６月３日、７月２２日、８月５日、９月９日の土曜日午前９時半～正午（月
１回の連続講座）l西南杜（もり）の湖畔公園（城南区七隈六丁目）i

市障がい者スポーツ協会a７８１-０５６１f７８１-０５６５t市内に住むか通
勤・通学する知的障がいのある中学生以上（チームでの参加も可）c３５
人（抽選）y５００円eホームページに掲載、または同協会（中央区荒戸
三丁目 ふくふくプラザ３階）、情報プラザ（市役所１階）、さん・さんプラ
ザ（南区清水一丁目）で配布する申込書を３月１３日～２７日（必着）に同
協会へ。

4/

23
●日

2子どものための地域舞台公演 「マイ・クロ・シアター」

　マジック、ジャグリング、曲芸を組み合わせた参加型ステージ。ワー
クショップもあり。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。
d午前１１時～午後０時半、３時～４時半l市科学館サイエンスホール

（中央区六本松四丁目）i福岡まんなか子ども劇場af７１５-５０４０c各
回２００人（先着）y４歳～小学生２,０００円、中学生以上２,５００円（前売りは
５００円引き）e電話かメール（m mannakakids.２０１９@gmail.com）、来所
で、福岡まんなか子ども劇場（中央区草香江一丁目 朝日プラザ大濠Ⅱ
３階）へ。ホームページでも受け付けます。

4/

28
●金

2老人福祉センター若久園　
認知症カフェ（若久園カフェ）

　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。d午後２時～４時li同園（南区若
久六丁目）a５１１-７２５５f５１１-７５５８t市内に住む人c１０人（先着）y無
料e電話かファクス、メール（m wakahisaen@lime.ocn.ne.jp）で、３月２２
日以降に同園へ。来所でも受け付けます。

5/

3
●●水・祝

2
福岡城内歴史散歩と講演 黒田官兵衛・関ヶ原

「一合戦仕
つかまつ

るべしと存じ候」書状を読む
　福岡城跡を散策後、市美術館で講演もあり。d午後１時～５時l集
合は福岡城跡上之橋（かみのはし）御門跡案内板前（中央区城内）i那
国王の教室a０９０-９４０４-４２９９m tahi_qz@ymail.ne.jpt１８歳以上c２０人

（先着）y３,０００円e電話かメールで、３月１５日以降に問い合わせ先へ。

5/

22
●月
他

3初心者なぎなた教室

d５月２２日～８月７日の月曜日午前９時半～１１時半（６月１９日、７月１７日
を除く。連続講座）lももち体育館（早良区百道浜二丁目）i市なぎ
なた連盟事務局・松尾a０９０-８４０２-８６７８f５２３-６４２６c２０人（抽選）y無
料（保険料別）e往復はがき（〒８１５-００７１南区平和１-２-１０-５０１）かメール

（m fukunaginata@gmail.com）で、３月１５日～４月２８日（必着）に同事務
局へ。

情報BOX 福岡市政だより
令和５（2023）年３月15日 12

●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演

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



西障がい者フレンドホーム　４月・５月から始まる定期教室

　いずれも連続講座。料金など詳細は問い合わせを。li同ホーム（西区内浜
一丁目）a８８３-７０１７f８８３-７０３７t①②③⑤⑦高次脳機能障がいのある人④⑥
⑧～⑪市内に住む障がいのある人（⑨⑪は小学２年～中学生⑩は小中高生）e

電話かファクスに応募事項と⑩は希望時間も書いて、３月１５日～３１日に同ホーム
へ。来所でも受け付けます。

教室名 日時 定員（抽選）

①健康マット体操教室 ４／１１～来年３／２６の第２・４火曜日
１０:００～１１:３０ １０人

②リハビリ教室 ４／１２～来年３／２０の第１・２・３水曜日
１０:３０～１２:００ ３人

③リハビリパソコン教室 ４／１２～来年３／２０の第１・２・３水曜日
１３:００～１４:３０ ２人

④陶芸教室 ４／１４～来年３／２２の第１～４金曜日
１０:００～１２:００ ４人

⑤リハビリヨガストレッチ
教室

４／２０～来年３／２１の第１・３木曜日
１０:１５～１２:００ １０人

⑥ヨガストレッチ教室 ４／２０～来年３／２１の第１・３木曜日
１３:３０～１５:００ １０人

⑦わいわいクラブ教室 ４／２６～来年３／２７の第４水曜日
１０:００～１２:００ ４人

⑧瑞宝（ずいほう）太鼓
教室

５／２～来年３／５の第１火曜日
１３:３０～１５:００ ５人

⑨こどもフォルメン教室 ５／６～来年３／２の第１土曜日
１５:００～１６:３０ １人

⑩こども書道教室 ５／１３～来年３／９の第２土曜日
１０:００～、１１:００～（各６０分）

▽１０:００～＝２人

▽１１:００～＝１人
⑪こども絵画・創作教室 ５／２０～来年３／１６の第３土曜日

１５:００～１６:３０ １人

講座・教室

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看護師が体のチェックを行います。
③フレイル（加齢による心身の虚弱）の予防法等を学びます。④薬剤師が相談に
応じます。お薬手帳を持参してください。②④はオンラインでの相談も可。li

同園（東区香住ケ丘一丁目）a６７１-２２１３f６７１-２２１４t市内に住む６０歳以上（③は
家族の参加も可）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は希望日、②④は参加方法（会場またはオンライン）も書い
て、３月１５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 ３／２３㈭、４／４㈫１１:３０～１５:３０ 各８人
②健康相談 ４／６㈭１３:００～１５:００ ５人
③フレイル予防教室 ４／２６㈬１１:００～１２:００ １５人
④くすりと健康のお悩み個別相談会 ４／２６㈬１２:３０～１６:００ ４人

催 し

雁の巣レクリエーションセンター　①ジュニアテニススクー
ル体験会 はじめてクラス②ノルディック・ウォーキング教室

　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（３km程度歩きます）＝写
真。雨天中止。d①４月１日以降の土曜日午後２時～
３時②４月３日～２４日の月曜日（祝休日を除く）午前１０
時～１１時半li同センター（東区奈多）a６０６-３４５８
f６０７-９０５７t①４歳～中学生（保護者同伴）②小学
生以上（小学生は保護者同伴）c①各１５人（抽選）
②各３０人（先着）y①１,１００円②２００円（４回まで参加
可。ポールレンタル代１回３００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 t-style２６@chic.ocn.ne.jp）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Ｔ－style２６ TENNISCLUB.へ、ファクスの場合は同センター
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。

講座・教室

花畑園芸公園

li同公園（南区柏原七丁目）a５６５-５１１４f５６５-３７５４c①②④３０人（先着）③な
しy無料e①②④電話かファクスで、３月①３０日②３１日④４月２日以降に同公園
へ。③不要

内容 日時
①園芸講座「ナス・キュウリ・トマトなどの作り方」 ４／６㈭１３:３０～１５:３０
②園芸講座「家庭菜園の栽培環境チェック（土・排
水・光などの条件）」 ４／７㈮１３:３０～１５:３０
③春のエビネ・山野草展示会 ４／８㈯、９㈰９:００～１６:３０
④園芸講座「山野草講座（野生菊の栽培と管理）」 ４／９㈰１３:３０～１５:３０

講座・教室

ふくおか市生活ガイドを配布しています

　日常生活に関わる手続きや相談窓口、防災・防犯に
関する情報など、暮らしの便利情報をまとめた冊子「ふ
くおか市生活ガイド」＝写真＝を、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
希望者に配布しています。市ホームページにも掲載し
ています。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

視覚・動作・認識等で困っている人へ
市ホームページが見やすくなります

　市ホームページにページの見え方を最適化するサービス「FACIL'iti（ファシリ
ティ）」を導入しています。白内障やパーキンソン病など、視覚・動作・認識の症状
に合わせた表示設定が可能です。見やすさ・使いやすさの調整に関するアンケー
トも市ホームページで実施しています。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

お知らせ
木造戸建て住宅の耐震改修等補
助制度を活用しませんか

　昭和５６年５月３１日以前に建築され
た住宅の耐震改修や建て替えを行う
場合に費用の一部を補助します。耐
震改修は最大９０万円。建て替えは２０
万円（場合により３０万円を上限に加
算）。事前に建築物安全推進課への相
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a７１１-４５８０f７３３-５５８４
「全国障害者スポーツ大会」出場
候補選手を募集

　１０月２８日㈯～３０日㈪に鹿児島県で
開催される同大会に出場する選手を
募集。派遣期間は１０月２６日㈭～３１日
㈫。選考会あり。【種目】陸上（身体・知
的）、水泳（身体・知的）、卓球・サウンド
テーブルテニス（身体・知的・精神）、
アーチェリー（身体）、ボウリング（知
的）、フライングディスク（身体・知的）、
ボッチャ（身体） ※かっこ内は障がい
種別【対象】市内に住むか通学（所）す
る１３歳以上（４月１日現在）で、身体障
害者手帳か療育手帳、精神保健福祉
手帳を持ち、過去の市障がい者ス
ポーツ大会などに出場した人（入・通

所施設、特別支援学校、手をつなぐ育
成会に属する知的障がい者は推薦が
必要）【定員】３６人（予定）【申込書の
配布】情報プラザ（市役所１階）、各区
福祉・介護保険課、さん・さんプラザ

（南区清水一丁目）で。ホームページ
にも掲載。【申込期間】３月１３日～４月
２７日（必着）i市障がい者スポーツ協
会a７８１-０５６１f７８１-０５６５y無料
ブロック塀・レンガ塀を点検しま
しょう（除却工事の補助制度もあ
り）

　自宅のブロック塀・レンガ塀に傾き
やひび割れがないか、塀は高すぎな
いかなどの点検をお願いします。人通
りが多い道路や通学路に面している
場合は特に注意が必要です。災害時
など塀の倒壊により起こる人身事故
防止のために、道路に面した高さ１m以
上の塀を除却すると、工事費用の一
部について補助を受けられる場合が
あります（最大１５万円）。事前に建築
物安全推進課への相談が必要です。
点検時のチェックポイントや補助制度
など詳細は、市ホームページで確認
するか問い合わせを。i同課a７１１-４５
８０f７３３-５５８４

アミカス　閉館時間について
　アミカス（南区高宮三丁目）は４月
１０日㈪は全館消毒のため、午後５時に
閉館します。iアミカスa５２６-３７５５f

５２６-３７６６

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５（2023）年３月１5日 情報BOX11 催し 講座

教室
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



２０２３年改訂版「シニアのための智
恵袋」を発行しました

　定年退職後の生きがいづくりや健
康、年金、税金などの情報をまとめた
パンフレット「シニアのための智恵袋」
＝写真＝の２０２３年改訂版を区ごとに
発行。各区福祉・介護保険課、情報プ
ラザ（市役所１階）等で配布していま
す。市ホームページにも掲載。i高齢
社会政策課a７１１-４５９５f７３３-５５８７

監査結果を公表
　令和４年度第１期の定期監査と財
政援助団体等監査の結果を２月２７日
発行の市公報に掲載しました。市公報
は市ホームページのほか、情報プラザ

（市役所１階）、各区総務担当課、市総
合図書館（早良区百道浜三丁目）で閲
覧できます。i監査総務課a７１１-４７０４
f７３３-５８６７
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】６月７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
マルキョウ中尾店
l南区中尾二丁目 新設 令和５年

１月３０日

不用品（廃棄物）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
を受けず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ります。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（a４３２-０
１２３）でも確認できます。i収集管理
課a７１１-４３４６f７３３-５９０７
市保健福祉審議会障がい者保健
福祉専門分科会臨時委員を募集

　市の障がい福祉施策について審議
を行う同会の臨時委員を募集します。

【資格】平日日中に会議に出席でき
る、市内に１年以上住む１８歳以上（４月
１日現在）で次のいずれかに該当する
人①障害者手帳所持者②障害者総合
支援法の対象疾病患者③前記①②の
家族【任期】５月～来年３月（予定）【募
集案内・申込書の配布】３月１５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
で。郵送希望者は電話で問い合わせ
先へ。【申込期間】４月１４日（消印有
効）までi障がい企画課a７１１-４２４８
f７１１-４８１８
４月９日㈰は統一地方選挙の投票
日です

　下表の場所で期日前投票ができま
す。投票所入場整理券（はがき）がな
くても投票できます。i市選挙管理
委 員 会a７１１-４６８２f７３３-５７９０、各 区
選挙管理委員会（各区役所内）

会場 日時 投票できる
選挙人

各区役所・
出張所

４／１㈯～８㈯
８:３０～２０:００ 各区

ソラリアプ
ラザ１階

（中央区天
神二丁目）

４／１㈯～８㈯
１０:００～１９:００ 全区

なみきスク
エア

（東区千早
四丁目） ４／１㈯～８㈯

１０:００～２０:００

東区

さざんぴあ
博多

（博多区南
本町二丁目）

博多区

福翔高校
（南区野多
目五丁目）

４／１㈯、２㈰
１０:００～１８:００ 南区

イオンモー
ル香椎浜

（東区香椎
浜三丁目）

４／１㈯～８㈯
１０:００～１９:００

東区

ららぽーと
福岡

（博多区那
珂六丁目）

博多区・
南区

イオンスタ
イル笹丘

（中央区笹
丘一丁目）

中央区・
城南区

木の葉モー
ル橋本

（西区橋本
二丁目）

早良区・
西区

　※今回は市役所１階の期日前投票
所は設置しません。

児童扶養手当・特別児童扶養手当
制度について

　どちらの手当も、次に該当する児童
を監護している父母か、父・母に代
わって養育している人に支給します

（所得制限あり）。詳細は問い合わせ
を。【児童扶養手当】離婚や死亡など
で父または母と生計を同じくしてい

ない、もしくは父または母に重度の障
がいがある児童（１８歳の誕生日以降
最初の３月３１日まで。障がいがある場
合は２０歳未満）【特別児童扶養手当】
身体または精神に障がいがある２０歳
未満の児童（障がいを支給事由とす
る公的年金を受給できる児童、児童
福祉施設などに入所している児童を
除く）。i各区子育て支援課
市 文 化 芸 術 振 興 財 団 賛 助 会 

「wa+club（わたすクラブ）」会員を
募集

　４月～来年３月の新年度会員を募集
します。会員には同財団主催の公演
チケットの先行予約や市美術館・市博
物館等の観覧料割引、九州交響楽団
の公演チケット割引（一部対象外あ
り）などの特典があります。i同財団
a２６３-６２５７f２６３-６２５９y年会費２,０００
円eアジア美術館（博多区下川端町
リバレインセンタービル７階）、市美術
館（中央区大濠公園）、市博物館（早良
区百道浜三丁目）の各ミュージアム
ショップで申し込みを。ホームページ
でも受け付けます。

最
新
情
報
も
発
信

し
ま
す

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a７
１１-４２８３f７３３-５７６８

「あすみん夢ファンド」への
寄付をお願いします

経済的な理由で就学困難な児童・
生徒を援助します

　経済的な理由により、給食費や学
用品費など、国・県・市立の小中学校
へ通学する上で必要な費用の支払い
が困難な保護者に援助します。【対象】

▽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 ▽

一人親家庭など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 ▽ その他の特別な事情により、今
年の収入見込みが認定基準以下と認
められる―保護者。詳細は問い合わ
せを。i各学校、教育支援課a７１１-４６
９３f７３３-５７８０
専修学校などの修学資金を貸し
付けます

　令和４年度中に中学校・高校等を卒
業するか、高校等を退学し、今年４月
に専修学校か各種学校に入学する人
に、月額３万円（専門課程は５万３,０００
円）と入校支度金１０万円を貸し付けま
す（指定する対象校・学科に限る）。返
還が必要。詳細は市ホームページで
確認するか問い合わせを。【対象】市
内に住む人（所得要件あり）。連帯保
証人が必要（保護者可）。【申込期間】
４月３日～２１日i地域施策課a７１１-４２
５３f７３３-５８６３
はりきゅう受療証（国民健康保険・
後期高齢者）を更新してください

　現在利用中の受療証の有効期限は
３月３１日までです。４月１日からの新し
い受療証が必要な人は、市ホーム
ページに掲載または施術所で配布す
る交付申請書に国民健康保険証か後
期高齢者医療被保険者証の写しを添
付して、住所地の区役所・出張所の保
険年金担当課に郵送してください。詳
細は問い合わせを。【申込期間】３月２２
日（必着）までi各区・各出張所同課

バイク・軽自動車の手続き
　軽自動車税は、毎年４月１日現在バ
イク・ 軽自動車などを所有している人
に課税されます。引っ越し、廃車、売
却、名義変更したときや盗難に遭った
ときは下記窓口で手続きしてくださ
い。なお、原付バイク・小型特殊自動
車については、オンラインで手続きが
可能です。詳細は市ホームページで
確認を。

車種 届け出・問い合わせ先

１２５cc以下の
バイク、小型
特殊自動車

資産課税課
（博多区役所９階）

a２９２-１６０４f２９２-４１８７

１２５ccを超え
るバイク

全国軽自動車協会連
合会福岡事務所千早
分室（東区千早三丁 
目）a６４１-０４３１

軽自動車
（三輪以上）

全国軽自動車協会連
合会福岡事務所

（東区箱崎ふ頭二丁目）
a６４１-０４３１
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※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



４月から市税の納付方法が拡充さ
れます

　納付書に印刷された二次元コード
を利用して、スマホ決済アプリやクレ
ジットカード等で市税の納付ができま
す。【利用できる税目】固定資産税・都
市計画税、固定資産税（償却資産）、軽
自動車税（種別割）、個人市県民税（普
通徴収）。詳細は「地方税お支払サイ
ト」で確認を。i納税企画課a７１１-４２０
６f７３３-５５９８
公衆無線LAN（Wi-Fi）利用時の情報
漏えいに注意しましょう

　外出先等での公衆無線LAN（Wi-Fi）
の利用は便利ですが、通信内容が他
人に見られてしまうなどの危険も潜ん
でいます。個人情報を悪用されないよ
う、IDやパスワードなどのログイン情
報やクレジットカード番号など、決済に
関する情報等の入力は避けましょう。
i広報課a711-4827f732-1358

「雑がみ」を簡単リサイクル
　紙箱や包装紙などの雑がみの種類
や出し方を分かりやすく解説した「雑
がみ回収促進袋」＝写真＝を配布して
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。【配布】各区
生活環境課、情報プラザ（市役所１階）
で。iごみ減量推進課a７１１-４０３９f 

７１１-４８２３

市役所１階に証明写真機を設置し
ています

　ユニバーサルデザインに配慮し、
車椅子での利用も可能です。i財産
管理課a７１１-４１７３f７１１-４８３３

証明写真機

出勤が必須。他要件あり。【勤務場所】
同センター（早良区百道浜一丁目）、
東・博多・南・城南・西区の急患診療所

（各区保健福祉センター内）【申込期
間】随時受け付け。i市立急患診療セ
ンターa８４７-１０９９f８４７-１０９６
労働者協同組合法・協同労働セミ
ナー（実践編）

　まちづくりを仕事にする新しい働
き方について学べます。オンラインで
の参加も可。d３月１９日㈰午後１時～
４時lふくふくプラザ５階（中央区荒
戸三丁目）iワーカーズコープ福岡
支部a４４１-７５８７f４４１-８２８１c会場５０
人（先着） ※オンラインは定員なしy

無料eファクスに応募事項と団体に
所属する人は団体名、メールアドレス、
参加方法（会場またはオンライン）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。定員を超えた
場合のみ通知。
市文化芸術振興財団 嘱託職員 
事業コーディネーターを募集

　【資格】文化芸術分野で事業企画・
運営等の実務経験が２年以上ある人。
他要件あり。【任用期間】７月１日～令
和６年３月３１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、各演劇練習場で。ホームページに
も掲載。【申込期間】４月１０日（必着）ま
でi同財団a２６３-６２６５f２６３-６２５９
区（中央・城南区を除く）子育て支
援課 児童福祉専門相談員を募集

　区子育て支援課で、子どもや保護
者等からの相談対応を行い、必要な
支援・指導・調査等の業務に従事。資
格要件あり。【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・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・西部出張所で。市ホームページ等
にも掲載。【申込期間】３月２３日（必着）
までiこども見守り支援課a７１１-４７６２
f７３３-５５３４

福岡地区職業訓練協会の講習
　①はじめてのTOEIC講習②宅建（宅
地建物取引士）講習③ファイナンシャ
ル・プランナー２級学科実技直前対策
講習④パソコン「HP作成中級」講習⑤
第二種電気工事士（学科）直前講習—
を開催（いずれも連続講座）。詳細は
ホームページで確認するか問い合わ
せを。d①４月１１日～５月３０日の火・金
曜日午前９時２０分～１１時５０分（５月２
日、５日、２６日を除く）②４月１８日～７月
２５日の火・金曜日午後６時半～９時（５
月２日、５日を除く）③４月２９日（土・祝）、３０
日㈰、５月７日㈰午前９時～午後５時④
４月３０日～５月２１日の日曜日午前１０時
～午後４時⑤５月１３日㈯、１４日㈰、２１
日㈰午前９時～午後５時l①なみきス

クエア（東区千早四丁目）②～⑤同協
会（東区千早五丁目）i同協会a６７１-
６８３１f６７２-２１３３t①②不問③ファイナ
ンシャル・プランナー２級受験予定者④
HTMLおよびCSSのプログラミング言語
を理解している人、HP作成（HTML／CS
S）講習受講者⑤第二種電気工事士学
科試験受験予定者c①③１４人②２５人
④１５人⑤２０人（いずれも先着）y①２万
８,０００円②６万２,０００円③２万２,０００円

（学科のみ１万６,０００円、実技のみ８,００
０円）④⑤２万円e電話か来所で、３月
①②③１６日④⑤１７日以降に同協会へ。

広報課 WEB広報企画員を募集
　市ホームページの企画・制作等に
従事。【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】同課（市役所１０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】４月５日までi同課a

７１１-４０１６f７３２-１３５８

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
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。
社会保険労務士による無料相談
会

　労働条件、残業、パワハラ、年金な
どに関する相談に応じます。d３月２５
日㈯午前１０時～午後４時l西鉄大橋
駅西口広場i県社会保険労務士会
福岡南支部a４１４-８８０５f４１４-８８１６y

無料e不要
高齢者・障がい者のための無料相
談会

　成年後見制度や相続・遺言などの
相談に応じます。i高齢者・障害者安
心サポートネットa７３７-２３４５f７３７-０５
００y無料e電話かファクスで、希望日
の前日までに問い合わせ先へ。

日時 会場

３／２２㈬ なみきスクエア１階
（東区千早四丁目）

３／２４㈮ 早良市民センター３階
（早良区百道二丁目）

３／２９㈬ 西市民センター３階
（西区内浜一丁目）

　※時間は午前１０時～午後３時。

相 談

情報プラザ通信 春号を配布します

　市政情報や市内のイベント、四季
折々の旬の情報などを掲載した冊子

「情報プラザ通信」＝写真＝を発行して
います。英語を併記。九州各県の情報
等も紹介。 ※春号は３月末発行。【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、
各市民センターなどで。i同プラザ
a７３３-５３３３f７３３-５３３５

しごと

県警察官を募集
　▷警察官A（男性、女性、武道指導）
▷警察官B（早期採用 男性・女性）▷警
察官C（専門捜査官）語学〈英語、北京
語、韓国・朝鮮語〉・情報工学―を募
集。【募集案内の配布】県警察本部

（博多区東公園）、各警察署・交番で。
ホームページにも掲載。【申込期間】３
月２３日～４月１３日i県警本部 警務課
採用センターaf６２２-０７００
教育委員会職員課 非常勤調理業
務員を追加募集

　市立小学校で給食調理業務などに
従事。随時受け付け。【任用期間】４月
上旬～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・西部出張所な
どで。市ホームページにも掲載。郵送
での請求は、封筒の表に「非常勤調理
業務員申込書請求」と朱書きし、１２０
円切手を貼った返信用封筒（A４が入
るもの）を同封して同課（〒８１０-８６２１
住所不要）へ。i同課a７１１-４６０９f７１
１-４９３６
市立急患診療センター①看護師・
准看護師②医療事務を募集

　詳細はホームページに掲載。【資
格】①土曜（夜間）・日曜・祝休日に月４
～６回出勤できる看護師または准看
護師。②月～土曜（夜間）・日曜・祝休
日に月５～６回出勤できる人。いずれ
もゴールデンウイーク、年末年始は

　※募集する職員等の資格や勤務条
件など、詳細は募集案内で確認する
か問い合わせを。

d＝開催日時　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５（2023）年３月15日 情報BOX9 お知

らせ しごと 相談

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



千年夜市 特別編 〜春まつり〜
　飲食店の出店のほか、福岡で活動す
るアーティストによるワークショップ、射
的やヨーヨーすくいなどの縁日コー
ナーもあり。入場は無料です。d３月２１日

（火・祝）～２６日㈰正午～午後８時l市美
術館 屋外広場e不要
市美術展
　福岡都市圏の居住者等による日本画、
洋画、彫刻、工芸、書、写真、デザインの７
部門の入賞・入選作品を展示。d３月２８日
㈫～４月２日㈰y一般４００円、高大生３００
円、中学生以下無料

くらやみで光るスライムを作ろう
　小学生以下は保護者同伴。d４月８日
㈯、２２日㈯午前１０時半～１１時c各３０人

（抽選）y無料e電話かメール（m mamo
room@fch.chuo.fukuoka.jp）に参加者全
員の応募事項と希望日を書いて、３月１５
日～２３日に同施設へ。１通５人まで。

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

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

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）

まもるーむ福岡 （保健環境学習室）

〒810-0065 中央区地行浜二丁目１-34
a831-0669 f831-0726
o午前10時～午後５時x月・火曜日

（祝休日のときは翌平日）

映像ホール・シネラ　４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。
特集 安住の地を求めて

５日㈬ ［11］追われた人々
［２］少女ヘジャル

６日㈭ ［11］バラン（少女の髪どめ）
［２］少女ジヤーン

７日㈮
［11］ティモール島アタンブ
ア39℃

［２］見知らぬ国で
８日㈯ ［11］難民キャンプ

［２］豆満江（とまんこう）
９日㈰ ［11］未来へつづく声

［２］裸足でヘラートまで

12日㈬ ［11］国のない国旗
［２］インビジブル

13日㈭ ［11］僕の帰る場所
［２］追われた人々

14日㈮ ［11］少女ヘジャル
［２］バラン（少女の髪どめ）

15日㈯ ［11］裸足でヘラートまで
［２］少女ジヤーン

16日㈰ ［11］見知らぬ国で
［２］難民キャンプ

19日㈬ ［２］ティモール島アタンブア
39℃

20日㈭ ［11］豆満江
［２］国のない国旗

21日㈮ ［11］未来へつづく声
［２］インビジブル

22日㈯ ［11］少女ヘジャル
［２］僕の帰る場所

23日㈰ ［11］追われた人々
［２］バラン（少女の髪どめ）

26日㈬ ［11］豆満江
［２］裸足でヘラートまで

27日㈭ ［11］少女ジヤーン
［２］難民キャンプ

28日㈮ ［11］国のない国旗
［２］未来へつづく声

29日（土・祝）［11］見知らぬ国で
［２］インビジブル

30日㈰
［11］ティモール島アタンブ
ア39℃

［２］僕の帰る場所

休日健診（総合健診）
d①～⑪４月２日㈰、９日㈰、１６日㈰、２２
日㈯、２３日㈰、２９日（土・祝）午前８時半～
１０時半⑫４月２日㈰午前８時半～１０時半
⑬４月２３日㈰午前１０
時～正午t市内に住
む人。①は市国民健
康保険加入者。⑪は
⑨か⑩の受診者で喫
煙など一定の条件の
該当者c先着順y一
部減免ありn３カ月
～小学３年生（無料。
希望日の４日前まで
に要予約）e電話か
来所、ホームページ
で予約を。

内容 対象 費用
①よかドック ４０～７４歳 ５００円
②よかドック３０ ３０～３９歳 ５００円
③胃透視検査 ４０～６９歳 ６００円
④胃内視鏡検査 ５０歳以上の

偶数年齢者 １,８００円
⑤胃がんリスク
検査 ３５歳か４０歳 １,０００円

⑥乳がん検診 ４０～４９歳 １,３００円
５０歳以上 １,０００円

⑦子宮頸（けい）
がん検診 ２０歳以上 ４００円
⑧大腸がん検診 ４０歳以上 ５００円
⑨肺がん検診 ４０～６４歳 ５００円

⑩結核・肺がん検
診 ６５歳以上 無料
⑪喀痰（かくた
ん）細胞診検査 ５０歳以上 ７００円
⑫骨粗しょう症検
査 ４０歳以上 ５００円
⑬歯周病検診 １８歳以上 １,０００円
　※４月２日㈰、１６日㈰、２２日㈯、２９日（土・
祝）は、⑦の検診を女性医師が行います。
①②⑥の健（検）診は全日程女性医師お
よび女性技師です。

同センターの前に
立つ市健康づくり
キャラクター「よか
ろーもん」

光
る
ス
ラ
イ
ム

臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒812-0051 東区箱崎ふ頭四丁目13-42　a６４２-４６４１ f６４２-４５９８
o午前10時～午後５時 x月曜日（祝休日のときは翌平日）

科学館
〒810-0044 中央区六本松四丁目２-１　a731-2525 f731-2530
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。

植物園
〒810-0033 中央区小笹五丁目１-１　a522-3210 f522-3275
o午前９時～午後５時（入園は4時半まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）

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

４月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人y①～④⑥無料

（④⑥は部品代別）⑤５００円⑦２００円e①
③④⑥電話か来所で、４月１日以降に同
施設へ。②⑤⑦往復はがきかファクス、
来所で、４月②４日⑤８日⑦１５日（いずれ
も必着）までに同施設へ。ホームページ
でも受け付けます。

内容・日時 定員
①ミシンの時間貸し　
４／１１㈫１０:００～１３:００

１０人
（先着）

②包丁研ぎ講座　
４／１４㈮１０:００～１２:３０

８人
（抽選）

③木製のまな板削り　
４／１５㈯１０:００～１５:３０

１１人
（先着）

④傘の修理　
４／１６㈰１０:００～１３:００

６人
（先着）

⑤らくらくリフォームソーイ
ング　
４／１８～５／２３の火曜日
１０:００～１３:００

（５／２を除く。連続講座）

１０人
（抽選）

⑥おもちゃ病院　
４／２３㈰１０:００～１４:００

１０人
（先着）

⑦古布でぞうり作り講座　
４／２６㈬１０:００～１３:００

８人
（抽選）

　※番組・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。
ドームシアター（プラネタリウム）新番組

「COSMOS ODYSSEY（コスモスオデッ
セイ） 〜宇宙を見つめる探求の旅〜」
　小学校高学年以上推奨。d開催中～
９月１１日㈪c各回２２０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。

運営サポーター体験発表会
　サポーターの１年間の活動を発表し
ます。「飛行機を安全に操縦してみよう」
など、過去にサポーターが中心になって
行ったイベントも実施（定員や申し込み
方法はイベントによって異なる）。d３月
２１日（火・祝）午前１１時～正午、午後１時半
～４時y無料
AIAIうごけロボットショー
　プログラミングとAIの違いについて
学びます。d３月２５日㈯～４月３０日㈰c

各回９０人（先着）y無料（基本展示室の
入場料が必要）e不要

　※いずれも入園料別。
春の茶会
　野だてを行います。茶菓子付き。荒天
中止。d３月２５日㈯＝表千家、２６日㈰＝
裏千家。いずれも午前１０時半～午後３
時c各２００人（先着）y５００円e不要

サボテン・多肉植物展
　サボテンや多肉植物を約３００鉢展示。
栽培についての相談会や販売もあり。
d４月１１日㈫～１６日㈰y入場無料
園芸講座 写真基礎講座（花とみどりの
まちかど写真）
　花と街角を撮影するための基礎を学
びます。撮影した作品を同園で展示した
後、「花とみどりのまちかど写真コンテス
ト」へ応募します。d４月２６日、５月１０日
と、５月３１日または６月７日の水曜日午後
１時半～３時半（連続講座）c３０人（抽
選）y１,０００円e往復はがきかファクス
に応募事項とファクスの場合はファクス
番号も書いて、４月１２日（必着）までに同
園へ。

　※以下の料金は、一般２００円、高大生１
５０円、中学生以下・市内に住む６５歳以上
無料。
変わり兜（かぶと）展 〜新収蔵の甲冑

（かっちゅう）と武具〜
d３月１４日㈫～５月２８日㈰
殿様からの贈り物
　先祖が福岡藩の武士だった家などに
は、藩主から贈られたものが残されてい
ることがあります。どのような経緯で贈
られたのかを紹介します。d３月２１日（火・
祝）～５月２１日㈰
土器niどきどき〜つくる・つかう・はこぶ〜
d３月２８日㈫～６月１１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。

アミカスにほんごクラス
d４月１０日～来年３月２５日の月曜日（祝
休日を除く。各回のみの参加も可）午前
１０時１５分～１１時４５分i日本語クラス高
宮a０９０-４２１１-１１５８m nihongo.takamiy
a@gmail.comt県内に住む外国人c各日
２０人（先着）y１カ月１,０００円または１回４００
円n６カ月～就学前（無料。子どもの名前、
年齢・月齢を書いて前日までに申し込み
を。先着順）e電話かメールで問い合わ
せ先へ。定員を超えた場合のみ通知。

古代から現代に至る天文
学の歴史をたどります

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）

３月・４月の事業
　未就学児は保護者同伴。①は赤ちゃ
んと触れ合ったり、そのお母さんから話
を聞いたりします。②は中高生がダンス
やバンド演奏などを披露します。t①～
⑧⑩⑪０歳～高校生⑨小中高生c①～
⑤⑧⑨⑩なし⑥６０組⑦各２０人⑪２５組

（いずれも先着。⑪は１組１個）y①～⑩
無料⑪１００円e①～⑤⑧⑨⑩不要⑥⑦
当日正午から整理券を配布⑪電話か
ファクス、来所で、４月１日以降にあいく
るへ。

内容 日時
①赤ちゃん先生プロ
ジェクト

３／１９㈰
１３:３０～１４:２０

②青春祭 ３／２１（火・祝）
１４:００～１６:００

③ふれあいひろば
（折り紙）

３／２５㈯
１４:００～１５:００

④バサラカビッグ・バ
ンドによるミュージッ
クコンサート

３／２６㈰
１４:００～１５:００

⑤とんとん相撲（紙相
撲）をつくってあそぼ
う あいくる春場所

３／２８㈫
１３:３０～１５:３０

⑥人形劇団やじろべ
え公演

３／２９㈬
１４:００～１５:００

⑦しゃぼん玉あそび
３／３０㈭
１４:００～、１４:３０～

（各回３０分）
⑧グリーンタッチ（花
の手入れなど）

４／１㈯
１３:３０～１４:３０

⑨みんなであそぼう
（ドッヂビー）

４／１㈯
１４:３０～、１５:０５～

（各回２５分）
⑩コマを楽しもう ４／２㈰

１１:００～１５:００
⑪おもちゃ病院 ４／１６㈰

１０:００～１４:００
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊
びを実施。詳細はホームページで確認を。

今宿野外活動センター
〒819-0163 西区今宿上ノ原217-２
a806-3114 f806-3115
o午前９時～午後６時半（４月～９月）、
午前９時～午後4時半（10月～3月）
x月曜日（祝休日のときは翌平日）

ファミリーキャンプ教室
　ロープの結び方や火おこしなど、キャ
ンプの基礎知識を学びます。昼食はカー
トンドッグ（まきやコンロを使わずに牛
乳パックを燃料にして作るホットドッグ）
を作ります。d４月１６日㈰午前１０時半～
午後１時半t家族c８組（抽選）y大人１,
５００円、３～１８歳５００円、２歳以下無料n０
歳～小学生（無料。申込時に予約を）e

電話か往復はがきで、３月１５日～２２日（消
印有効）に同センターへ。ホームページ
でも受け付けます。当選者にのみ通知。

西部３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒819-0162 西区今宿青木1043-２　a8８２-３１９０ f8８２-４５80
o午前10時～午後５時 x月曜日（祝休日のときは翌平日）

４月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人y①１,０００円②８００
円③④５００円⑤～⑨無料e①～④はが
きかファクス、メール（m seibuplaza２@
f-kankyo.or.jp）、来所で、
３月①②２２日③④２３日

（いずれも必着）までに
同施設へ。当選者にの
み通知。⑤～⑨電話か
ファクス、メール、来所
で、⑤希望日の３日前ま
で⑥～⑨随時受け付
け。

内容・日時 定員
①初心者向け やさしいパッチ
ワーク教室　
４／４～５／３０の火曜日
１３:００～１６:００

（５／２を除く。連続講座）

８人
（抽選）

②衣類のリフォーム教室　
４／５～５／３１の水曜日
１３:００～１６:００

（５／３を除く。連続講座）

８人
（抽選）

③着物から一重の作務衣（さむ
え）上下作り　
４／６～２７の木曜日
１３:００～１６:００（連続講座）

８人
（抽選）

④古布でかぶとの押し絵作り　
４／８～２２の土曜日（連続講座）

８人
（抽選）

⑤ハーブ入り リサイクルせっ
けん作り　
水曜日１０:３０～１１:３０

各５人
（先着）

⑥牛乳パックで紙すき体験　
毎日１０:３０～１５:３０の３０分程度 ―
⑦はぎれ（布・革）で作るスト
ラップ　
毎日１０:３０～１５:３０の３０分程度

―

⑧牛乳パックで風車　
毎日１０:３０～１５:３０の３０分程度 ―
⑨ロール芯でペン立て　
毎日１０:３０～１５:３０の３０分程度 ―

園芸教室
　一緒に育てると良い影響を与え合う
植物を使って、プランターで減農薬野菜
作りを楽しみます。d４月２３日㈰午前１０
時～正午c８組（抽選。１組２人まで）y１
組１,５００円e往復はがきに応募事項と同
伴者の有無を書
いて、３月１５日～
３１日（必着）に同
農園へ。来所で
も受け付けます

（往復はがきを
持参してくださ
い）。

今津リフレッシュ農園
〒819-0165 西区今津5685
a806-2565 f806-2570
o午前７時～午後７時（４月～９月）、
午前8時～午後6時（10月～3月）
x月曜日（祝休日のときは翌平日）

③の作品 過去の同教室

過去の同イベント

　市は、収容した猫に不妊去勢手術やマイクロチップの挿入・登録等を
行った上で、愛情深く適正に飼育してくれる人に譲渡しています。譲渡に
は飼育が可能な住宅である等の条件があります。詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。
　liあにまるぽーと（東区蒲田五丁目）a６９１-０１３１（平日午前８時半～
午後５時）f６９１-０１３２

管理番号：c３９６８
品種：雑種 性別：雌
年齢：８カ月 毛色：サビ

管理番号：c４０８７
品種：雑種 性別：雄
年齢：５歳 毛色：白キジ

管理番号：c４１１４
品種：雑種 性別：雌
年齢：８歳以上 毛色：三毛

猫の新しい飼い主を探しています不動産鑑定士による不動産の無
料相談会

　土地の価格や有効利用など不動産
に関する相談に応じます。d４月１２日
㈬午前１０時～午後４時li県不動産
鑑定士協会（博多区祇園町）a２８３-６２
５５f２８３-６２５６t県内に住む人y無料
e電話かファクスで、３月１５日～４月７
日に同協会へ。
全国一斉電話相談 シニアの悩み
１１０番

　年金や遺産、相続、介護など高齢者
が抱える悩みや問題について、シニ
アライフアドバイザーが相談に応じ
ます。【相談専用電話】a８１２-８１１０d

３月２５日㈯、２６日㈰午前１０時～午後５
時i九州シニアライフアドバイザー
協会・福与a０８０-４７２４-６５８０ （平日午
前９時～午後３時）f８１２-６５８０tおお
むね６０歳以上y無料e不要

博多港カーボンニュートラルポー
ト形成計画（原案）について

　【案の閲覧・配布】３月１３日から港湾
空港局計画課（博多区沖浜町 博多港
センタービル８階）、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。【募集
期間】４月１２日（必着）までi同課a２８
２-７０８２f２８２-７７７１

意見募集

情報BOX 福岡市政だより
令和５（2023）年３月15日 8

●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

相談 意見
募集 施設の情報

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



千年夜市 特別編 〜春まつり〜
　飲食店の出店のほか、福岡で活動す
るアーティストによるワークショップ、射
的やヨーヨーすくいなどの縁日コー
ナーもあり。入場は無料です。d３月２１日

（火・祝）～２６日㈰正午～午後８時l市美
術館 屋外広場e不要
市美術展
　福岡都市圏の居住者等による日本画、
洋画、彫刻、工芸、書、写真、デザインの７
部門の入賞・入選作品を展示。d３月２８日
㈫～４月２日㈰y一般４００円、高大生３００
円、中学生以下無料

くらやみで光るスライムを作ろう
　小学生以下は保護者同伴。d４月８日
㈯、２２日㈯午前１０時半～１１時c各３０人

（抽選）y無料e電話かメール（m mamo
room@fch.chuo.fukuoka.jp）に参加者全
員の応募事項と希望日を書いて、３月１５
日～２３日に同施設へ。１通５人まで。

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

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

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）

まもるーむ福岡 （保健環境学習室）

〒810-0065 中央区地行浜二丁目１-34
a831-0669 f831-0726
o午前10時～午後５時x月・火曜日

（祝休日のときは翌平日）

映像ホール・シネラ　４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。
特集 安住の地を求めて

５日㈬ ［11］追われた人々
［２］少女ヘジャル

６日㈭ ［11］バラン（少女の髪どめ）
［２］少女ジヤーン

７日㈮
［11］ティモール島アタンブ
ア39℃

［２］見知らぬ国で
８日㈯ ［11］難民キャンプ

［２］豆満江（とまんこう）
９日㈰ ［11］未来へつづく声

［２］裸足でヘラートまで

12日㈬ ［11］国のない国旗
［２］インビジブル

13日㈭ ［11］僕の帰る場所
［２］追われた人々

14日㈮ ［11］少女ヘジャル
［２］バラン（少女の髪どめ）

15日㈯ ［11］裸足でヘラートまで
［２］少女ジヤーン

16日㈰ ［11］見知らぬ国で
［２］難民キャンプ

19日㈬ ［２］ティモール島アタンブア
39℃

20日㈭ ［11］豆満江
［２］国のない国旗

21日㈮ ［11］未来へつづく声
［２］インビジブル

22日㈯ ［11］少女ヘジャル
［２］僕の帰る場所

23日㈰ ［11］追われた人々
［２］バラン（少女の髪どめ）

26日㈬ ［11］豆満江
［２］裸足でヘラートまで

27日㈭ ［11］少女ジヤーン
［２］難民キャンプ

28日㈮ ［11］国のない国旗
［２］未来へつづく声

29日（土・祝）［11］見知らぬ国で
［２］インビジブル

30日㈰
［11］ティモール島アタンブ
ア39℃

［２］僕の帰る場所

休日健診（総合健診）
d①～⑪４月２日㈰、９日㈰、１６日㈰、２２
日㈯、２３日㈰、２９日（土・祝）午前８時半～
１０時半⑫４月２日㈰午前８時半～１０時半
⑬４月２３日㈰午前１０
時～正午t市内に住
む人。①は市国民健
康保険加入者。⑪は
⑨か⑩の受診者で喫
煙など一定の条件の
該当者c先着順y一
部減免ありn３カ月
～小学３年生（無料。
希望日の４日前まで
に要予約）e電話か
来所、ホームページ
で予約を。

内容 対象 費用
①よかドック ４０～７４歳 ５００円
②よかドック３０ ３０～３９歳 ５００円
③胃透視検査 ４０～６９歳 ６００円
④胃内視鏡検査 ５０歳以上の

偶数年齢者 １,８００円
⑤胃がんリスク
検査 ３５歳か４０歳 １,０００円

⑥乳がん検診 ４０～４９歳 １,３００円
５０歳以上 １,０００円

⑦子宮頸（けい）
がん検診 ２０歳以上 ４００円
⑧大腸がん検診 ４０歳以上 ５００円
⑨肺がん検診 ４０～６４歳 ５００円

⑩結核・肺がん検
診 ６５歳以上 無料
⑪喀痰（かくた
ん）細胞診検査 ５０歳以上 ７００円
⑫骨粗しょう症検
査 ４０歳以上 ５００円
⑬歯周病検診 １８歳以上 １,０００円
　※４月２日㈰、１６日㈰、２２日㈯、２９日（土・
祝）は、⑦の検診を女性医師が行います。
①②⑥の健（検）診は全日程女性医師お
よび女性技師です。

同センターの前に
立つ市健康づくり
キャラクター「よか
ろーもん」

光
る
ス
ラ
イ
ム

臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒812-0051 東区箱崎ふ頭四丁目13-42　a６４２-４６４１ f６４２-４５９８
o午前10時～午後５時 x月曜日（祝休日のときは翌平日）

科学館
〒810-0044 中央区六本松四丁目２-１　a731-2525 f731-2530
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。

植物園
〒810-0033 中央区小笹五丁目１-１　a522-3210 f522-3275
o午前９時～午後５時（入園は4時半まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）

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

４月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人y①～④⑥無料

（④⑥は部品代別）⑤５００円⑦２００円e①
③④⑥電話か来所で、４月１日以降に同
施設へ。②⑤⑦往復はがきかファクス、
来所で、４月②４日⑤８日⑦１５日（いずれ
も必着）までに同施設へ。ホームページ
でも受け付けます。

内容・日時 定員
①ミシンの時間貸し　
４／１１㈫１０:００～１３:００

１０人
（先着）

②包丁研ぎ講座　
４／１４㈮１０:００～１２:３０

８人
（抽選）

③木製のまな板削り　
４／１５㈯１０:００～１５:３０

１１人
（先着）

④傘の修理　
４／１６㈰１０:００～１３:００

６人
（先着）

⑤らくらくリフォームソーイ
ング　
４／１８～５／２３の火曜日
１０:００～１３:００

（５／２を除く。連続講座）

１０人
（抽選）

⑥おもちゃ病院　
４／２３㈰１０:００～１４:００

１０人
（先着）

⑦古布でぞうり作り講座　
４／２６㈬１０:００～１３:００

８人
（抽選）

　※番組・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。
ドームシアター（プラネタリウム）新番組

「COSMOS ODYSSEY（コスモスオデッ
セイ） 〜宇宙を見つめる探求の旅〜」
　小学校高学年以上推奨。d開催中～
９月１１日㈪c各回２２０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。

運営サポーター体験発表会
　サポーターの１年間の活動を発表し
ます。「飛行機を安全に操縦してみよう」
など、過去にサポーターが中心になって
行ったイベントも実施（定員や申し込み
方法はイベントによって異なる）。d３月
２１日（火・祝）午前１１時～正午、午後１時半
～４時y無料
AIAIうごけロボットショー
　プログラミングとAIの違いについて
学びます。d３月２５日㈯～４月３０日㈰c

各回９０人（先着）y無料（基本展示室の
入場料が必要）e不要

　※いずれも入園料別。
春の茶会
　野だてを行います。茶菓子付き。荒天
中止。d３月２５日㈯＝表千家、２６日㈰＝
裏千家。いずれも午前１０時半～午後３
時c各２００人（先着）y５００円e不要

サボテン・多肉植物展
　サボテンや多肉植物を約３００鉢展示。
栽培についての相談会や販売もあり。
d４月１１日㈫～１６日㈰y入場無料
園芸講座 写真基礎講座（花とみどりの
まちかど写真）
　花と街角を撮影するための基礎を学
びます。撮影した作品を同園で展示した
後、「花とみどりのまちかど写真コンテス
ト」へ応募します。d４月２６日、５月１０日
と、５月３１日または６月７日の水曜日午後
１時半～３時半（連続講座）c３０人（抽
選）y１,０００円e往復はがきかファクス
に応募事項とファクスの場合はファクス
番号も書いて、４月１２日（必着）までに同
園へ。

　※以下の料金は、一般２００円、高大生１
５０円、中学生以下・市内に住む６５歳以上
無料。
変わり兜（かぶと）展 〜新収蔵の甲冑

（かっちゅう）と武具〜
d３月１４日㈫～５月２８日㈰
殿様からの贈り物
　先祖が福岡藩の武士だった家などに
は、藩主から贈られたものが残されてい
ることがあります。どのような経緯で贈
られたのかを紹介します。d３月２１日（火・
祝）～５月２１日㈰
土器niどきどき〜つくる・つかう・はこぶ〜
d３月２８日㈫～６月１１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。

アミカスにほんごクラス
d４月１０日～来年３月２５日の月曜日（祝
休日を除く。各回のみの参加も可）午前
１０時１５分～１１時４５分i日本語クラス高
宮a０９０-４２１１-１１５８m nihongo.takamiy
a@gmail.comt県内に住む外国人c各日
２０人（先着）y１カ月１,０００円または１回４００
円n６カ月～就学前（無料。子どもの名前、
年齢・月齢を書いて前日までに申し込み
を。先着順）e電話かメールで問い合わ
せ先へ。定員を超えた場合のみ通知。

古代から現代に至る天文
学の歴史をたどります

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）

３月・４月の事業
　未就学児は保護者同伴。①は赤ちゃ
んと触れ合ったり、そのお母さんから話
を聞いたりします。②は中高生がダンス
やバンド演奏などを披露します。t①～
⑧⑩⑪０歳～高校生⑨小中高生c①～
⑤⑧⑨⑩なし⑥６０組⑦各２０人⑪２５組

（いずれも先着。⑪は１組１個）y①～⑩
無料⑪１００円e①～⑤⑧⑨⑩不要⑥⑦
当日正午から整理券を配布⑪電話か
ファクス、来所で、４月１日以降にあいく
るへ。

内容 日時
①赤ちゃん先生プロ
ジェクト

３／１９㈰
１３:３０～１４:２０

②青春祭 ３／２１（火・祝）
１４:００～１６:００

③ふれあいひろば
（折り紙）

３／２５㈯
１４:００～１５:００

④バサラカビッグ・バ
ンドによるミュージッ
クコンサート

３／２６㈰
１４:００～１５:００

⑤とんとん相撲（紙相
撲）をつくってあそぼ
う あいくる春場所

３／２８㈫
１３:３０～１５:３０

⑥人形劇団やじろべ
え公演

３／２９㈬
１４:００～１５:００

⑦しゃぼん玉あそび
３／３０㈭
１４:００～、１４:３０～

（各回３０分）
⑧グリーンタッチ（花
の手入れなど）

４／１㈯
１３:３０～１４:３０

⑨みんなであそぼう
（ドッヂビー）

４／１㈯
１４:３０～、１５:０５～

（各回２５分）
⑩コマを楽しもう ４／２㈰

１１:００～１５:００
⑪おもちゃ病院 ４／１６㈰

１０:００～１４:００
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊
びを実施。詳細はホームページで確認を。

今宿野外活動センター
〒819-0163 西区今宿上ノ原217-２
a806-3114 f806-3115
o午前９時～午後６時半（４月～９月）、
午前９時～午後4時半（10月～3月）
x月曜日（祝休日のときは翌平日）

ファミリーキャンプ教室
　ロープの結び方や火おこしなど、キャ
ンプの基礎知識を学びます。昼食はカー
トンドッグ（まきやコンロを使わずに牛
乳パックを燃料にして作るホットドッグ）
を作ります。d４月１６日㈰午前１０時半～
午後１時半t家族c８組（抽選）y大人１,
５００円、３～１８歳５００円、２歳以下無料n０
歳～小学生（無料。申込時に予約を）e

電話か往復はがきで、３月１５日～２２日（消
印有効）に同センターへ。ホームページ
でも受け付けます。当選者にのみ通知。

西部３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒819-0162 西区今宿青木1043-２　a8８２-３１９０ f8８２-４５80
o午前10時～午後５時 x月曜日（祝休日のときは翌平日）

４月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人y①１,０００円②８００
円③④５００円⑤～⑨無料e①～④はが
きかファクス、メール（m seibuplaza２@
f-kankyo.or.jp）、来所で、
３月①②２２日③④２３日

（いずれも必着）までに
同施設へ。当選者にの
み通知。⑤～⑨電話か
ファクス、メール、来所
で、⑤希望日の３日前ま
で⑥～⑨随時受け付
け。

内容・日時 定員
①初心者向け やさしいパッチ
ワーク教室　
４／４～５／３０の火曜日
１３:００～１６:００

（５／２を除く。連続講座）

８人
（抽選）

②衣類のリフォーム教室　
４／５～５／３１の水曜日
１３:００～１６:００

（５／３を除く。連続講座）

８人
（抽選）

③着物から一重の作務衣（さむ
え）上下作り　
４／６～２７の木曜日
１３:００～１６:００（連続講座）

８人
（抽選）

④古布でかぶとの押し絵作り　
４／８～２２の土曜日（連続講座）

８人
（抽選）

⑤ハーブ入り リサイクルせっ
けん作り　
水曜日１０:３０～１１:３０

各５人
（先着）

⑥牛乳パックで紙すき体験　
毎日１０:３０～１５:３０の３０分程度 ―
⑦はぎれ（布・革）で作るスト
ラップ　
毎日１０:３０～１５:３０の３０分程度

―

⑧牛乳パックで風車　
毎日１０:３０～１５:３０の３０分程度 ―
⑨ロール芯でペン立て　
毎日１０:３０～１５:３０の３０分程度 ―

園芸教室
　一緒に育てると良い影響を与え合う
植物を使って、プランターで減農薬野菜
作りを楽しみます。d４月２３日㈰午前１０
時～正午c８組（抽選。１組２人まで）y１
組１,５００円e往復はがきに応募事項と同
伴者の有無を書
いて、３月１５日～
３１日（必着）に同
農園へ。来所で
も受け付けます

（往復はがきを
持参してくださ
い）。

今津リフレッシュ農園
〒819-0165 西区今津5685
a806-2565 f806-2570
o午前７時～午後７時（４月～９月）、
午前8時～午後6時（10月～3月）
x月曜日（祝休日のときは翌平日）

③の作品 過去の同教室

過去の同イベント

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５（2023）年３月15日 情報BOX7 施設の情報
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