
　 火～土曜10：00～20：00、
　 日曜・祝日10：00～19：00

http://www.hakataza.co.jp

http://www.papio.jp/be_room

https://fukuoka-civichall.jp

毎月最終月曜日（祝日の場合は翌平日）、12/28～1/3

〒813-0044　東区千早 4-21-45

（なみきスクエア内）

東図書館・早良南図書館は、毎月最終月
曜日（祝日のときは翌平日）、12/28～1/3、
図書特別整理期間（不定）　

1/4

674-3982 674-3973

674-3981 674-3972

高 市内居住者の65歳以上で年齢が確認できる身分証明書等を提示された方（シルバー手帳も可）※料金表示のないものは無料。

9：00～21：00（ホールは 22：00まで）

毎月最終月曜（祝日の場合は翌平日）、
12/28～1/3

■ともてらす早良（早良南地域交流センター）
〒814-0176　早良区四箇田団地 9-1
☎812-3312　 400-0086

パピオ・ビールーム

千早音楽・演劇練習場（なみきスクエア内）
〒813-0044　東区千早 4-21-45　
674-3981 ○F 674-3972　    9:00～22:30
毎月最終月曜日（休日のときは翌平日）、12/28～1/3
直接お問い合わせください。

22：00

競技場（その他トレーニング室等を含む）

※4月～10月は7：00～9：00（土・日・祝日のみ）
早朝利用可能

※7/21～8/31は無休

・野球場

高

博多駅地区土地区画整理記念会館（図書室）

高

高

高

　市営の体育館、野球場、テニスコート、球
技場、田園スポーツ広場などの利用案内、申
し込みは「福岡市公共施設案内・予約シス
テム（コミネット）」をご利用ください。
　コミネットに利用登録することで、施設窓
口に行かなくてもインターネットや専用街頭
端末などから、施設の抽選申し込み、予約申
し込みなどができます。

http://www.yumerohashi.com

http://www.namiki-sq.jp

http://pomplazahall.jp

（図書室のみ第３火曜休室）

P.42

福岡市総合体育館

　市総合図書館では、アジアのフィルムアーカ
イヴとして、アジア映画や郷土福岡に関係する
貴重な映画を収集・保存し、これら収集した
貴重なフィルムを中心に、原則毎週水曜から
日曜に映像ホール・シネラで上映を行っていま
す。
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■総合西市民プール

4～9月は 6：00～9：00、10～3月は7：00～
9：00の早朝利用可能

4～9月の日曜、祝日は 6：00～8：00の早朝
利用可能

▶野球場、ベスト電器スタジアム　 612-7070

木曜（祝日の場合は翌平日）、月末（木・
土・日の場合はその前の平日）※令和 4年 8月26日まで改修工事のため休館

令和 4年 8月上旬（予定）まで休館

10：00～18：00（東図書館・早良南図書館
は、9：00～20：00）本の貸出

　福岡都市圏17 市町内にお住まいか、福岡
市内に通勤・通学している人が対象。図書館
にある「図書貸出登録申込書」に必要事項
を記入のうえ、運転免許証など本人・住所が
確認できるものと一緒に登録カウンターにお
出しください。図書館の本は、総合図書館
ホームページから予約することができます。 
　 https://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/ 

本の返却
　総合図書館、市内11分館、アミカス、（公財）
博多駅地区土地区画整理記念会館、ふくふくプ
ラザ、県立図書館の各図書館（室）、市科学館4
階サイエンスナビカウンターで返却できます。市
地下鉄博多駅・別府駅のお客様サービスセン
ター（定期券うりば）、市役所１階情報プラザ、早
良区入部出張所、木の葉モール橋本、九州がん
センター、アイランドシティセンターマークスゲー
トに設置している「図書返却ポスト」や、市地下
鉄西新駅構内「ハートフルショップmomo」、西
鉄薬院駅ビル1階「ときめきショップ（令和4年
秋頃まで休業）」でも返却できます。図書館が閉
まっている時間は、図書館に設置している「図書
返却ポスト」もご利用ください。
　※相互貸借制度を利用して借りた本や大型
絵本、ＣＤ、ＤＶＤ等については、福岡市内の図
書館（県立及びふくふくプラザ、福岡市科学館
は除く）のカウンターでの返却をお願いします。

電子図書館
　インターネットを通じてパソコンやタブレッ
ト、スマートフォン等から電子書籍を無料で借
りて読むことができます。 
　 https://www.d-library.jp/fukuoka/

　 716-7373
　システムの登録・利用申請に関すること
下記の各体育館（総合体育館を除く）

※市民体育館にトレーニング室および弓道場
はありません。

834-8463

　12/29～1/3

男女共同参画推進センター（アミカス）
〒815-0083　南区高宮3-3-1　
526-3755 ○F 526-3766　    
9：30～21：30（日曜・祝日は17：00まで）

400-0690 400-0691
■早良南図書館（ともてらす早良内）



　 火～土曜10：00～20：00、
　 日曜・祝日10：00～19：00
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https://fukuoka-civichall.jp
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▶自然観察センター　　871-2112
　9：00～16：30
　月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3

福岡市科学館
〒810-0044 中央区六本松 4-2-1
　 731-2525 ○F 731-2530
開館時間9：30～21：30
基本展示室 9：30～18：00（夏休み期間中
は19：00まで） 
火曜（祝日の場合は翌平日）、12/28～1/1 
（春・夏・冬休み及びＧＷ期間中は毎日開館） 
基本展示室・ドームシアター（各施設で下
記の料金が必要）
一般 510円（460円）、高校生 310円（280
円）、小中生 200円（180円）、未就学児無
料※（　）内は30人以上の団体料金　介
護者１名無料
※ドームシアターのスペシャル番組等は料
金が異なります。 
　ドームシアターの投映時間や料金など
の詳細はホームページでご確認下さい。
　www.fukuokacity-kagakukan.jp/

150円（100円）、中学生以下無料※（ ）内は
20人以上の団体料金　　　介護者1名無料

882-5144（西体育館）

812-0301（早良体育館）

福岡市観光情報サイトよかなび
https://yokanavi.com/

http://faam.city.fukuoka.lg.jp

https://www.fukuoka-art-museum.jp/

http://museum.city.fukuoka.jp/

保健環境学習室 まもるーむ福岡
〒810-0065　中央区地行浜 2-1-34 1階
831-0669 ○F 831-0726　
10：00～17：00
月曜、火曜（祝日の場合は翌平日）、
12/28～1/4
無料

等

高

高

高

障

高

高

一般 600円、高校生 300円、中学生以下
無料、団体（30人以上）大人480円、高
校生 240円　　　

野球場・多目的グランド

介護者 1名無料

9：30～17：30　入館は閉館30分前まで
（夏期延長あり）
月曜（祝日の場合は翌平日）、12/28～1/4

9：30～19：00
〒811-1353　南区柏原7-571-1
565-5114　  565-3754
9:00～17:00

▶園芸相談コーナー 　  566-3987
10：00～12：00、13：00～16：00
月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/1
有料

★

〒813-0017　福岡市東区香椎照葉4-1
661-5980　  672-6925

▶体験学習施設　　9:00～17:00
火曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3
一般100円、小中生 50円、未就学児は無料
有料

野外活動施設等

中央児童会館あいくる
〒810-0021　中央区今泉1-19-22天神クラス6階
　 741-3551 ○F 741-3541
9：00～21：00（ただし子どもプラザ及び一
時預かり室・児童体育室は18：00まで）
月曜（祝日の場合は翌日）、月末日（日、祝
日の場合は翌日）、12/28～１/3
無料（ただし一時預かり室及び附属設備
の利用は有料）

福岡市下水道博物館
〒812-0038　博多区　園町8-3
　 262-5027 ○F 262-5047
10：00～19：00
第 3水曜、12/28～１/3
無料
https：//www.city.fukuoka.lg.jp/
doro-gesuido/somu/hp/pon.html

月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3
※7/21～8/31は無休

711-4841 733-5583
農林水産局政策企画課

12/31、1/1、

高

高

高

高

　 503-5484
　 9：00～17：00　入館は16：30まで
月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3
無料

※募集期間や利用料金など、詳しくは市
ホームページをご覧になるか、お問い合わ
せください。

直接お問い合わせください。

金隈遺跡甕棺展示館

コレクション展示室：一般200円（150円）、
高大生150円（100円）、中学生以下無料※
（ ）内は20人以上の団体料金
　　 介護者１名無料

※（ ）内は 20人以上の
団体料金

672-0301（東体育館）

■博多駅総合案内所

9：30～19：30、ギャラリー9：30～18：00
いずれも金・土曜は 20：00まで
※ギャラリーの入室は閉室 30分前まで

12～3月は月曜（祝日の場合は翌日）、
12/29～1/3

　 9：00～17：00　入園・入館は16：30まで

720

10：00～18：00（7、8月は9：00～18：00）
入館は17：30まで
第４月曜（祝日の場合は翌平日）
12/29～12/31
展示棟のみ有料：一般 200円（150円）、
小中生無料※（）内は 20人以上の団体料
金 高

☆印のある施設では、地下鉄1日乗車券やファミ
ちかきっぷでの割引・特典があります。⇨P.79

一般 200 円（160 円）、小中生 100 円
（80 円）、未就学児は無料※（）内は 30
人以上の団体料金

無料

6071

★

★

★

★

★

★

★

801-1463

★

★

一般100円（80円）、小中生 50円（40円）、
未就学児は無料※（）内は 30 人以上の団
体料金

大人（15歳以上）450円、中学生以下無料
※団体割引あり

付添者１名無料

《4～9月》9：30～18：00  《10～3月》9：00～17：00

有料  《4～10月》7：00～20：00  《11～3月》8：00～19：00

　市には市が開設する今津リフレッシュ農
園・立花寺緑地リフレッシュ農園のほか、耕
作体験ができる、さまざまな種類の市民農
園があります。

https://www.welcome-fukuoka.or.jp/

　福岡市内の観光施設、宿泊施設、交通機
関をご案内しています。市内のみならず、九
州一円の各種観光パンフレットも豊富に用
意しています。営業中は英語・中国語・韓国
語での対応が可能。

8：00～19：00

文化財・遺跡・歴史施設等

9：30～17：30（7～10月の金・土曜は20：00
まで）　入館は閉館30分前まで

 はかた伝統工芸館
〒814-0001　早良区百道浜 3-1-1　市博物館 2階
☎ 409-5450 ○F 409-5460
9：30～17：30　入館は閉館 30分前まで
（夏期延長あり）
月曜（祝日の場合は翌平日、変更あり）
無料
http://hakata-dentou-kougeikan.jp/

《4、9月》6：00～19：00  《5月～8月》6：00～20：00
《10月》6：00～18：00  《11、1～3月》7：00～18：00
《12月》7：00～17：00  
火曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～１/3

入園料金一般 200円、小中生100円、
　　 介護者半額  ※10名以上団体割引あり
有料
高

▶売店・テイクアウト　 10：00～17：00

〒812-0055　東区東浜 2-8

〒812-0021　博多区築港本町14-1
▶ポートタワー　☎○F 291-0573
▶ミュージアム　☎282-5811
10：00～17：00（入場は閉館 20分前まで）
水曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～１/3
無料

福岡市埋蔵文化財センター

アイランドシティ中央公園

※「動物サポーター」「植物園一人一花友
の会会員」は無料。
※地下鉄薬院大通駅（動植物園口）・桜坂
駅発行の乗車証明書の提出で団体割引
料金

高

一般100円（80円）、小中生 50円（40円）、
未就学児は無料※（）内は 30 人以上の団
体料金

※7：00～9：00（土・日・祝日のみ）早朝利用可能



▶自然観察センター　　871-2112
　9：00～16：30
　月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3

福岡市科学館
〒810-0044 中央区六本松 4-2-1
　 731-2525 ○F 731-2530
開館時間9：30～21：30
基本展示室 9：30～18：00（夏休み期間中
は19：00まで） 
火曜（祝日の場合は翌平日）、12/28～1/1 
（春・夏・冬休み及びＧＷ期間中は毎日開館） 
基本展示室・ドームシアター（各施設で下
記の料金が必要）
一般 510円（460円）、高校生 310円（280
円）、小中生 200円（180円）、未就学児無
料※（　）内は30人以上の団体料金　介
護者１名無料
※ドームシアターのスペシャル番組等は料
金が異なります。 
　ドームシアターの投映時間や料金など
の詳細はホームページでご確認下さい。
　www.fukuokacity-kagakukan.jp/

150円（100円）、中学生以下無料※（ ）内は
20人以上の団体料金　　　介護者1名無料

882-5144（西体育館）

812-0301（早良体育館）

福岡市観光情報サイトよかなび
https://yokanavi.com/

http://faam.city.fukuoka.lg.jp

https://www.fukuoka-art-museum.jp/

http://museum.city.fukuoka.jp/

保健環境学習室 まもるーむ福岡
〒810-0065　中央区地行浜 2-1-34 1階
831-0669 ○F 831-0726　
10：00～17：00
月曜、火曜（祝日の場合は翌平日）、
12/28～1/4
無料

等

高

高

高

障

高

高

一般 600円、高校生 300円、中学生以下
無料、団体（30人以上）大人480円、高
校生 240円　　　

野球場・多目的グランド

介護者 1名無料

9：30～17：30　入館は閉館30分前まで
（夏期延長あり）
月曜（祝日の場合は翌平日）、12/28～1/4

9：30～19：00
〒811-1353　南区柏原7-571-1
565-5114　  565-3754
9:00～17:00

▶園芸相談コーナー 　  566-3987
10：00～12：00、13：00～16：00
月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/1
有料

★

〒813-0017　福岡市東区香椎照葉4-1
661-5980　  672-6925

▶体験学習施設　　9:00～17:00
火曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3
一般100円、小中生 50円、未就学児は無料
有料

野外活動施設等

中央児童会館あいくる
〒810-0021　中央区今泉1-19-22天神クラス6階
　 741-3551 ○F 741-3541
9：00～21：00（ただし子どもプラザ及び一
時預かり室・児童体育室は18：00まで）
月曜（祝日の場合は翌日）、月末日（日、祝
日の場合は翌日）、12/28～１/3
無料（ただし一時預かり室及び附属設備
の利用は有料）

福岡市下水道博物館
〒812-0038　博多区　園町8-3
　 262-5027 ○F 262-5047
10：00～19：00
第 3水曜、12/28～１/3
無料
https：//www.city.fukuoka.lg.jp/
doro-gesuido/somu/hp/pon.html

月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3
※7/21～8/31は無休

711-4841 733-5583
農林水産局政策企画課

12/31、1/1、

高

高

高

高

　 503-5484
　 9：00～17：00　入館は16：30まで
月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3
無料

※募集期間や利用料金など、詳しくは市
ホームページをご覧になるか、お問い合わ
せください。

直接お問い合わせください。

金隈遺跡甕棺展示館

コレクション展示室：一般200円（150円）、
高大生150円（100円）、中学生以下無料※
（ ）内は20人以上の団体料金
　　 介護者１名無料

※（ ）内は 20人以上の
団体料金

672-0301（東体育館）

■博多駅総合案内所

9：30～19：30、ギャラリー9：30～18：00
いずれも金・土曜は 20：00まで
※ギャラリーの入室は閉室 30分前まで

12～3月は月曜（祝日の場合は翌日）、
12/29～1/3

　 9：00～17：00　入園・入館は16：30まで

720

10：00～18：00（7、8月は9：00～18：00）
入館は17：30まで
第４月曜（祝日の場合は翌平日）
12/29～12/31
展示棟のみ有料：一般 200円（150円）、
小中生無料※（）内は 20人以上の団体料
金 高

☆印のある施設では、地下鉄1日乗車券やファミ
ちかきっぷでの割引・特典があります。⇨P.79

一般 200 円（160 円）、小中生 100 円
（80 円）、未就学児は無料※（）内は 30
人以上の団体料金

無料

6071

★

★

★

★

★

★

★

801-1463

★

★

一般100円（80円）、小中生 50円（40円）、
未就学児は無料※（）内は 30 人以上の団
体料金

大人（15歳以上）450円、中学生以下無料
※団体割引あり

付添者１名無料

《4～9月》9：30～18：00  《10～3月》9：00～17：00

有料  《4～10月》7：00～20：00  《11～3月》8：00～19：00

　市には市が開設する今津リフレッシュ農
園・立花寺緑地リフレッシュ農園のほか、耕
作体験ができる、さまざまな種類の市民農
園があります。

https://www.welcome-fukuoka.or.jp/

　福岡市内の観光施設、宿泊施設、交通機
関をご案内しています。市内のみならず、九
州一円の各種観光パンフレットも豊富に用
意しています。営業中は英語・中国語・韓国
語での対応が可能。

8：00～19：00

文化財・遺跡・歴史施設等

9：30～17：30（7～10月の金・土曜は20：00
まで）　入館は閉館30分前まで

 はかた伝統工芸館
〒814-0001　早良区百道浜 3-1-1　市博物館 2階
☎ 409-5450 ○F 409-5460
9：30～17：30　入館は閉館 30分前まで
（夏期延長あり）
月曜（祝日の場合は翌平日、変更あり）
無料
http://hakata-dentou-kougeikan.jp/

《4、9月》6：00～19：00  《5月～8月》6：00～20：00
《10月》6：00～18：00  《11、1～3月》7：00～18：00
《12月》7：00～17：00  
火曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～１/3

入園料金一般 200円、小中生100円、
　　 介護者半額  ※10名以上団体割引あり
有料
高

▶売店・テイクアウト　 10：00～17：00

〒812-0055　東区東浜 2-8

〒812-0021　博多区築港本町14-1
▶ポートタワー　☎○F 291-0573
▶ミュージアム　☎282-5811
10：00～17：00（入場は閉館 20分前まで）
水曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～１/3
無料

福岡市埋蔵文化財センター

アイランドシティ中央公園

※「動物サポーター」「植物園一人一花友
の会会員」は無料。
※地下鉄薬院大通駅（動植物園口）・桜坂
駅発行の乗車証明書の提出で団体割引
料金

高

一般100円（80円）、小中生 50円（40円）、
未就学児は無料※（）内は 30 人以上の団
体料金

※7：00～9：00（土・日・祝日のみ）早朝利用可能



障がい者関係施設

土・日曜（研修室を除く）、祝日、12/29～1/3

国史跡吉武高木遺跡やよいの風公園
〒819-0036　西区吉武
711-4666（文化財活用課）
9：00～17：00　　年中無休　　無料

平尾山荘
〒810-0014　中央区平尾5-2-28
531-6866
9：00～17：00　　年中無休　　無料

（平日16：30～と日曜は受取のみ）

17：00

市赤煉瓦文化館

福岡空港案内所（国内線）

福岡空港案内所（国際線）

9：00～22：00
最終月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3

　運転免許証の住所変更などの記載
事項変更は、新しい住所地を管轄する
警察署あるいは試験場で手続きを行い
ます。変更に伴う手数料は無料です。

土曜、祝休日　年末年始

431-1441

　パスポートの申請場所は、県の各パ
スポートセンターです。市役所内では
申請できません。一般旅券発給申請用
紙は、福岡県パスポートセンター・各区
役所市民課・各出張所・各証明サービ
スコーナーにあります。

姪浜駅長事務室
天神駅長事務室
博多駅長事務室
貝塚駅長事務室
橋本駅長事務室
天神南駅長事務室

5

　「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略で、「誰一人取り残さない持続可能な社会」を実現するために、
2015年の国連サミットで採択された、2030年を期限とする17の国際目標です。

　福岡市は、多くの市民の皆さんとともに「福岡市総合計画」を策定しました。経済的な成長と、安全・安心で質の高い暮らしのバラン
スが取れた、コンパクトで持続可能な都市づくりを進めることにより、SDGｓの達成に取り組んでいます。
　市民の皆さんも身近な取り組みを進めていきましょう。

マリンメッセ福岡B館
〒812-0031　博多区沖浜町 2-1
☎262-5111 ○F 262-4701

272-3952

885-1022
中央ふ頭クルーズセンター

☎ 260-3384  ○F 291-9012

☎ 0570-04-1717  　 9：00～17：30

☎ 0570-00-1010  　 8：00～20：00

〒812-0031　博多区沖浜町 7-1
マリンメッセ福岡A館

福岡都市高速情報　☎050-3369-6680
九州地方・福岡情報　☎050-3369-6640
九州地方高速情報　☎050-3369-6771

　 10：00～17：00、第1火曜12：00～19：00

　 812-3710
9：00～17：00　入館は16：30まで
月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3
無料

野方遺跡住居跡展示館
12/29～1/3

Twitter
@Fukuoka2022jp

Instagram
@Fukuoka2022

シーライ シャーニー

〈大会公式マスコット〉

Facebook
@fina.Fukuoka2022

SDGs（エスディージーズ）を知っていますか？
SDGsとは

コラム

　2023 年（令和 5 年）7 月、22 年ぶりに世界水泳が福岡で開催されます。今大会は、
福岡市の特徴であるコンパクトな都市構造を生かし、大会環境はコンパクトながら大会
価値の最大化の実現に向け、特設プール等を活用し、コンパクトなエリアに競技会場や
ファンゾーン等を集約することで、選手の移動負担の軽減、大会全体の盛り上げ、効率
的な大会運営を行います。
　トップアスリートの活躍が間近で見られることで、人々に夢や希望を与えることはも
ちろん、大会コンセプトである「WATER MEETS THE FUTURE」のもと、選手や水泳ファ
ンをこえて、より多くの人々に気づきを与え、明るく健康的な未来に向けた行動を促し
ていきます。
［大会日程］
FINA世界水泳選手権福岡大会　
　2023年7月14日（金）～7月30日（日）
FINA世界マスターズ水泳選手権九州大会　
　2023年8月2日（水）～8月11日（金）

世界水泳が2023年7月に福岡で開幕！

〈大会公式SNS〉

コラム




