
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。

※曜日・時間帯によって、休日加算、時間外加算、深夜加算があります。医療機関によっては、診療時に保険が利かない費用（特定療養費等）が掛かる場合がありますので、各医療機関に問い合わせを。

夜間・休日急患診療	 ☎471-0099		ω415-3113

市海づり公園「レディース釣りマッチ」
　１日の総重量の部（2㌔以上）、チヌの部（₃₀㌢以上）、ヒラメの部（₃₀㌢以
上）、アジの部（₂₅㌢以上）、ボラの部（₅₀㌢以上）、その他の部（₃₀㌢以上）で魚の
大きさを競います。部門ごとの優勝者には賞品あり。Σ８月１日㈪～₁₀月₃₁
日㈪の平日（９・₁₀月の火曜は休園）♥￡市海づり公園（西区小田）α₈₀₉-₂₆₆₆
ω₈₀₉-₂₆₆₉◎高校生～₆₄歳の女性＄釣台料金₁︐₀₀₀円（水曜は₅₀₀円）θ不要

はかた伝統工芸館の講座・教室
　①「匠（たくみ）と語る夕べ」。講師は養蚕農家の大内田明子氏と博多織手機

（てばた）技能修士の荒木希代氏。講師と共に食事をする時間もあります。②
「博多張子（はりこ）体験教室」。張子の絵付け体験。③「博多おきあげ体験教
室」。博多織を使った博多おきあげの小物作りなど。④「博多人形体験教室」。
博多人形の絵付け体験。Σ８月①６日㈯午後７時～９時②₁₈日㈭～₂₀日㈯午
後１時半～３時③₂₁日㈰午前₁₀時～正午、午後１時～３時④₂₂日㈪、₂₃日㈫
午後１時半～３時♥￡はかた伝統工芸館（博多区上川端町）α₄₀₉-₅₄₅₀ω₄₀₉-
₅₄₆₀◎①不問②③④小学生（保護者同伴）ψ①₁₂人②③④各回₁₀組＄①₃︐₀₀₀
円（弁当付き）②₇₀₀円③④₁︐₀₀₀円θ電話かファクス、メール、来所で７月₁₅
日から①７月₃₀日②③④８月９日までに同館へ。当選者のみ８月₁₁日までに
通知。

赤煉瓦（れんが）夜話 66夜「私の銀幕史～満映から戦後九
州の映画ビジネスまで～」

講座
教室
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　講師は九州シネマ・エンタープライズ社長の緒方用光氏。Σ午後６
時半～８時♥市文学館（市赤煉瓦文化館 中央区天神１）￡市総合図書
館文学・文書課α₈₅₂-₀₆₀₆ω₈₅₂-₀₆₀₉ψ先着₇₀人＄無料θ不要（立ち
見不可。当日午後６時から入場整理券を配布）

　薬物使用をやめたい（やめ続けたい）人を対象とした、薬物を使わな
い生活を続けていくための講座。時間など詳細は問い合わせを。Σ７
月₂₂日～９月₂₃日の第２・４金曜日♥あいれふ（中央区舞鶴２）￡精神保
健福祉センター依存症・ひきこもり専門電話相談窓口α₇₃₇-₈₈₂₉（火・
木曜日午前₁₀時～午後１時）ω₇₃₇-₈₈₂₇ψ₁₀人程度＄無料θ電話で同
センターへ。

　キッチンカーによる飲食物の販売や、音楽ライブなど。宿泊なしでも
楽しめます。詳細はホームページ（「福岡マチキャンプ」で検索）で確認
を。Σ７月₂₃日㈯午後１時～₁₀時ごろ、₂₄日㈰午前７時半ごろ～午後５時
ごろ♥舞鶴公園（中央区城内）￡フクオカマチキャンプパーティー事務
局α₇₅₁-₂₄₆₆ω₇₅₁-₈₀₉₅（平日午前₁₀時～午後５時）＄入場無料θ不
要

催し FUKUOKA MACHI CAMP PARTY（フクオカマチキャ
ンプパーティー） in Maizuru Park

催し 薬物依存症者回復支援プログラム

催し 食育イベント おうちでも実践できる「適塩」＆「健口チェッ 
ク」体験ひろば

催し 福岡共同公文書館 企画展「戦争と人々の暮らし～残され
た公文書と戦時資料～」

催し GO！FUKUOKA 魅力発信！ 海の日ポートフェスタと
博多港開港記念ナイトクルーズ
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18
●祝 　①「港へおいでよ！海の日ポートフェスタ」。ス

テージでのキッズショー、市消防音楽隊の演奏、
アイドルグループの音楽ライブなど②「博多港開
港記念ナイトクルーズ」。市営渡船｢きんいん３｣
で博多湾を一周｡Σ①７月₁₈日㈷午前９時半～午
後４時②８月４日㈭午後７時半～８時半♥①中央ふ頭イベントバース（博
多区沖浜町 マリンメッセ福岡横）、ベイサイドプレイス博多（博多区築
港本町）②集合はベイサイドプレイス博多(博多区築港本町)￡博多港
振興協会α₂₇₁-₁₃₇₈ω₂₈₂－₄₇₅₇ψ①なし②₁₅₀人＄無料θ①不要②
往復はがき(〒₈₁₂-₀₀₃₁博多区沖浜町₁₂-１)に代表者の応募事項と参加
者全員（１通５人まで）の氏名･年齢を書いて７月₂₁日(必着)までに同協
会へ｡７月₂₈日ごろまでに通知｡

　簡単なだしの取り方と試飲、料理に含まれる塩分と同量の塩の展示、
「お口の健康づくり」に関するミニ講話（午前₁₁時～、午後１時半～、各
₃₀分程度）など。食事・歯科相談コーナーもあります。Σ７月₁₉日㈫午前
₁₁時～午後３時半、₂₀日㈬午前９時半～午後３時半♥市役所1階多目的
スペース￡健康増進課α₇₁₁-₄₃₇₄ω₇₃₃-₅₅₃₅＄無料θ不要

　同館所蔵の歴史公文書の中から、戦時中の社会情勢や人々の生活
に関する記録、写真パネル等を展示。Σ７月₂₀日㈬～９月₂₅日㈰午前９
時～午後５時（毎週月曜、祝日、９月₂₀日は休館）♥￡福岡共同公文書館

（筑紫野市上古賀１）α₉₁₉-₆₁₆₆ω₉₁₉-₆₁₆₈＄無料θ不要
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県救急医療情報センターは、
24時間無休で病院を紹介しています。

急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
☎847-1099
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・祝日
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・小児科の受け付けについて、待ち人数などの診療
状況がホームページ（「福岡市急患診療センター」で検索）で
確認できます。

歯科急患診療所
　日・祝日の急患診療を歯科急患診療所（中央区大名一丁目
県歯科医師会館内☎・ω７５２−０６４８）で午前９時〜午後４時半
に行います。

小児救急医療電話相談
☎	#8000	または	661-0771
　子どもの急な病気やけがなどについて、午後７時（土曜日

７月18日（祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 ☎608-0001
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 ☎651-0022
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 ☎831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 ☎841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	 ☎891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-1）	 ☎807-8811
７月24日（日）
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 ☎641-1966
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 ☎641-2761
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 ☎591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 ☎771-6361
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 ☎832-1100
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 ☎881-1331
７月31日（日）
福岡輝栄会病院（東区千早五丁目11-５）	 ☎681-3115
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 ☎632-3333
原三信病院（博多区大博町１-８）	 ☎291-3434
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 ☎831-6031
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 ☎861-2780
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 ☎891-2511

■「福岡市の救急医療」Πhttp://kyu-kyu.city.fukuoka.lg.jp/

＝正午、日・祝日＝午前７時）〜翌朝７時に電話相談を行って
います。

急患診療所（保健福祉センター）
　日・祝日の急患診療を次の各区保健福祉センター（保健
所）内の急患診療所で午前９時〜午後４時半に行います。
【内科・小児科】 【内科】
東区	 ☎651-3835 博多区	 ☎441-0020
南区	 ☎541-3299 城南区	 ☎831-7979

西区	 ☎882-3145
　※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。

外科当番医（７月後半の日・祝日）
７月17日（日）
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 ☎641-1100
原三信病院（博多区大博町１-８）	 ☎291-3434
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	☎721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 ☎565-3531
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 ☎821-4731
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 ☎883-2525

　芝生の上ではだしになり、ソフトサッカーを楽しみます。Σ午前₁₁時
～正午♥￡同公園（西区今津）α₈₀₇-₆₆₂₅ω₈₀₇-₆₆₂₇◎小学１～６年生
ψ先着₃₀人＄無料θ電話で７月₁₅日以降に同公園へ。

催し 今津運動公園「芝生の上でソフトサッカーを楽しもう」

　家族、友人、恋人などを自死（自殺）で亡くした人たちが寄り添い、語
り合う集い。Σ午後１時～４時（受け付けは午後１時～１時₁₅分）♥あ
いれふ８階（中央区舞鶴２）￡精神保健福祉センターα₇₃₇-₁₂₇₅ω₇₃₇-
₈₈₂₇＄₅₀₀円θ不要

催し リメンバー福岡 自死遺族の集い7/
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講座・教室

催 し

募集 催し 講座
教室 講演情報BOX 福岡市政だより
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Ｄ＝日時、開催日、期間　Ｌ＝場所　Ｉ＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ファクス　Ｔ＝対象　Ｃ＝定員　Ｙ＝料金、費用　Ｎ＝託児　Ｅ＝申し込み　Ｍ＝メール
Ｈ＝ホームページ　Ｏ＝開館時間　Ｘ＝休館日　　　　福岡市ホームページ　http://www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索

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
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
● 小中学生は学校名・学年

※往復はがきの場合は、返信用はがきに
返送先を書いてください。

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
●応募多数のときは抽選

申し込み方法
（応募事項）
※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。

※カレンダーの日程は、原則イベント開催日ですが、応募締め切り日などの場合もあります。ご注意ください。



市障がい者スポーツセンター さん・さんプラザの催し
　①「パラプロジェクト（障がい者スポーツ）体験会～障がい別種目、チーム
スポーツ～」。②「中高生スポーツ教室～体操、ボール運動、ゲーム等～」。いず
れも上履き等持参。詳細はホームページ（「さん・さんプラザ」で検索）で確認
するか問い合わせを。Σ８月①10日㈬午前10時～午後３時②16日㈫～19日
㈮、23日㈫～26日㈮午前10時～11時半（連続講座）♥￡同プラザ（南区清水１）
α511-1132ω552-3447◎①障がい者と家族、教育機関関係者など②知的障が
いのある中高生ψ①50人②20人＄無料（傷害保険料別）θ７月15日から同プ
ラザで配布する申込書を郵送かファクス、持参で８月５日（必着）までに同プ
ラザへ。郵送・ファクスは送付後に電話連絡が必要。

講演 ハビタットひろば「ハビタットⅢと日本」 

生きものと私たちのくらしトーク・カフェ　第１回～いろ
んな生きものがおる！博多湾～

講座
教室

ボートレース福岡の教室「ポーセラーツ体験教室」講座
教室

楽水園「浴衣の着付け教室」講座
教室

すこやか健康セミナー「認知症予防けんこう運動教室～認
知症になりにくい生活のすすめ～」

講座
教室

夏休み図書館の達人講座～図書館員が教える調べ方のコ
ツ～

講座
教室

ホームヘルパースキルアップ研修「肢体不自由児・者につ
いて」

講座
教室
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　ふくおかFＵNの大神弘太朗氏を講師に、博多湾と海の生き物など
について学びます。Σ午後１時半～４時♥アミカス（南区高宮３）￡環
境調整課α733-5389ω733-5592ψ30人程度＄無料θファクスかメール
（k-chosei.EB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項（代表者
に◎を明記）を書いて、７月26日までに同課へ。

　白磁器の絵付けを学びます。作品は後日持ち帰れます。Σ午前11時
～午後０時半、午後１時半～３時♥ボートレース福岡（中央区那の津１）
￡開催運営課α771-6061ω732-5405◎女性ψ各12人＄無料（入場料
別）βあり、詳細は問い合わせを。θはがき（〒810-0071中央区那の津１
-７-５）かファクスに応募事項と希望時間を書いて７月19日（必着）までに
同課へ。当選者のみ７月22日までに電話で通知。

Σ午後１時～３時♥￡楽水園（博多区住吉２）α・ω262-6665ψ先着10人
＄1,000円θ電話かファクスで７月15日以降に同園へ。

　健康運動指導士の中川征史郎氏から日常生活で簡単にできる認知
症予防のための運動を学びます。Σ午後１時半～２時半♥アイランド
シティ照葉（東区香椎照葉３）￡アイランドシティ生涯すこやかタウン協
議会セミナー事務局（アジア健康プロモーション内）・松島α080-6459-
9258ω323-1372 ψ先着40人＄無料θ電話かファクスで７月15日以降に
同事務局へ。ホームページ（「アイランドシティ生涯すこやかタウン協議
会」で検索）でも受け付け。

　城内に47あったという櫓をテーマに巡ります。Σ午前10時～正午 
♥集合は福岡城むかし探訪館（中央区城内）￡福岡城・鴻臚館（こうろ
かん）を活（い）かした観光都市戦略事業実行委員会α716-8238ω716-
8254ψ先着20人＄500円（小学生以下無料、保護者同伴）θ電話かファ
クス、メール（staff@fukuokajokorokan.info）に応募事項と人数、希望
日を書いて７月15日以降に同会へ。

　今年10月、20年に１度の国連人間居住会議（ハビタットⅢ）がエクアド
ルのキトで開催されるに当たり、国連ハビタット福岡本部長の深澤良
信氏が同会議の意義や日本から見た都市の課題などについて話しま
す。Σ午後２時～３時♥アクロス福岡３階（中央区天神１）￡同福岡本部
α724-7121ω724-7124ψ先着50人＄無料θ７月15日以降に電話で申し
込むか、またはホームページ（「国連ハビタット福岡本部」で検索）に掲
載する申込書をファクスかメールで同本部へ。

　健康運動指導士・上野誠也氏の解説の下、会話ができる速さでゆっ
くり走ります。Σ午前９時半～11時♥アイランドシティ外周緑地（東区
香椎照葉１）他￡にこにこ健康アイランド事務局α321-0137ω323-1372
＄無料θ初めて参加する人は電話で同事務局へ連絡を。

　夏休みの調べ学習にも役立つ図書館の活用の方法を学びます。Σ
８月３日㈬、５日㈮午前10時半～正午♥￡市総合図書館（早良区百道浜
３）α852-0621ω852-0609◎小学４～６年生ψ各先着30人＄無料θ同
館・各分館で配布する申込書をファクスするか、はがき（〒814-0001早良
区百道浜３-７-１）に応募事項と希望日（第２希望まで可）を書いて７月15
日以降に同館へ。同館のこども図書館カウンターでも受け付け。

　干潟を散策し、カニや貝などの生き物やハマボウの花を観察します。
帽子・飲料を持参、長靴や運動靴で参加を。Σ午後１時～３時♥集合は
和白干潟海の広場（東区和白４）＝西鉄貝塚線唐の原駅下車徒歩５分￡
和白干潟を守る会・山之内α090-8412-2663ω944-1543＄無料θ不要

　肢体不自由児・者の症状の違いと介護の注意点、障がい者の声、車
いすからの移乗・移動用器具の使用方法の演習など。Σ午前９時半～
午後４時♥ふくふくプラザ（中央区荒戸３）￡あいあいセンター障がい
者生活支援相談室α721-1611ω738-3203◎現職のホームヘルパー・
サービス提供責任者などψ先着40人＄無料θ電話かファクス、メール
（aiai-seisi@fc-jigyoudan.org）で７月15日以降に同相談室へ。

　水道水を使ったメニューが楽しめる他、ろ過装置作りや利き水など
の水にまつわる実験や工作、クイズラリーなど。荒天時中止か時間変
更。Σ７月28日㈭～８月１日㈪午前11時～午後６時（最終日は午後９時ま
で）♥JR博多シティつばめの杜（もり）ひろば（博多区博多駅中央街１）
￡水道局総務課α483-3139ω482-1376＄入場無料θ不要

8/

1
●月

老人福祉センター早寿園「夏休み子ども陶芸教室」講座
教室

7/

29
●金 　陶芸講師と一緒にオリジナル小鉢を作ります。Σ７月29日㈮、８月５日

㈮のいずれか１日、午後２時～４時半♥同園陶芸場（早良区百道）￡同
園α804-7750ω804-7751◎市内に住む小学生ψ各日先着16人＄500円
θ電話か来所で７月15日以降に同園（早良区重留７）へ（月曜休園）。

催し FUKUOKA CITY（フクオカ・シティ）水カフェ

催し アイランドシティスロージョギングを楽しむ会

催し 福岡城ストーリーツアー「櫓（やぐら）ものがたり」

催し 夏休みの自由研究にバッチリ！和白干潟の生きものやハ
マボウを見る会

7/

30
●土

園芸講座「ナスの更新せん定とブロッコリー・カリフラ
ワー等の作り方」

講座
教室

手話を学びたい聴覚障がい者の手話教室講座
教室

7/

29
●金

Σ午後１時半～３時半♥￡花畑園芸公園（南区柏原７）α565-5114ω
565-3754ψ先着70人＄無料θ電話で７月23日以降に同公園へ。

　全９回の連続講座。日程など詳細は問い合わせを。Σ７月29日㈮～12
月２日㈮の間、午後７時～８時半♥ふくふくプラザ（中央区荒戸３）他￡
市ろうあ協会α406-3406ω406-3407◎市内に住む18歳以上の聴覚障
がい者ψ12人＄無料（テキスト代別）θ往復はがき（〒810-0062中央区
荒戸３-３-39）に応募事項とファクス番号、職業を書いて７月25日（必着）
までに同協会へ。 

催 し

Ｄ＝日時、開催日、期間　Ｌ＝場所　Ｉ＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ファクス　Ｔ＝対象　Ｃ＝定員　Ｙ＝料金、費用　Ｎ＝託児　Ｅ＝申し込み　Ｍ＝メール
Ｈ＝ホームページ　Ｏ＝開館時間　Ｘ＝休館日　　　　福岡市ホームページ　http://www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索
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松風園の講座・教室
　①華道・草月流②茶道「表千家・中級」③茶道「表千家・盆略点前」④煎茶「藤
蔭（とういん）流・中級」⑤煎茶「藤蔭流・初級」。Σ８月14日㈰①②午前10時～
正午③④午後１時～３時⑤午後３時半～５時半♥￡同園（中央区平尾３）α・
ω524-8264ψ各先着10人＄①②3,000円③④⑤2,000円θ電話で７月15日以
降に同園へ。

催し 九大生×市保健環境研究所コラボ企画「のぞいてみよ
う！生きものたちの夏休み」

催し 謎の地下空間で、ダンスを目撃せよ!

催し 親子ごみ収集ミッドナイトツアー

生ごみ堆肥を使った菜園講座講座
教室

市民感謝デー こどもおさかな料理教室講座
教室夏休み教室「犬となかよくなろう」講座

教室

九州大学未来化学創造センターシンポジウム・市産学連
携交流センターセミナー

講座
教室

段ボールコンポストで生ごみを減らして花や野菜を育てよ
う（全２回講座）

講座
教室

8/

5
●金

8/

4
●木

8/

6
●土 　①「堆肥の熟成度の見方と施肥の仕方」。キャベツの種まきなど②
「段ボールコンポストアフター講座とその他の堆肥作り」。太陽熱を利
用した土壌の消毒と冬野菜の栽培に向けての土作り。Σ８月①６日㈯
午後１時半～３時②18日㈭午前10時～11時40分♥クリーンパーク・東部
敷地内（東区蒲田１）￡循環生活研究所α405-5217ω405-5951◎市内
に住む人ψ各30人程度＄無料θ電話かはがき（〒811-0201東区三苫４-
４-27）、ファクスに応募事項と希望日を書いて①７月30日②８月10日（必
着）までに同研究所へ。

　テーマは、「 忘れられた子ども”のいないまちをめざして～社会のネ
グレクトを許さない～」。北海道大学の松本伊智朗教授による基調講
演など。Σ午後１時半～４時半♥エルガーラホール（中央区天神１）￡
こども家庭課α711-4238ω733-5534ψ先着600人＄無料β６カ月～小
学生、先着30人、無料（７月21日までに要予約）θ電話かファクス、メール
（kodomokatei@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と団体に所属する人
は団体名を書いて同課へ（定員に達するまで申し込み可）。

　アジの海鮮冷や汁を作ります。新鮮な魚介類を購入できる「市民感
謝デー」（午前９時～正午）も開催。詳細はホームページ（「長浜鮮魚市
場」で検索）に掲載。Σ午前10時～午後１時♥鮮魚市場会館（中央区長
浜３）￡鮮魚市場α711-6414ω711-6099◎市内に住む小学３年～中学
生と引率者（小学生は保護者同伴）ψ25人＄１人500円θ電話かメール
（sengyo.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）で７月28日までに同市場へ。

　ごみ収集を見学し、ごみ減量やリサイクルなどについて学びます。Σ
８月５日㈮、10日㈬午後11時～翌日午前３時♥ふくおか環境財団（東区
多の津５）￡同財団総務課α731-2701ω731-2705◎市内に住むか通学
する小学４～６年生と保護者（子ども１人につき保護者１人）ψ６組（１組
２人）＄無料θ電話かはがき（〒810-0071中央区那の津２-10-15）、ファク
ス、メール（post@f-kankyo.or.jp）に参加者全員の応募事項と参加希望
日を書いて、７月25日までに同財団へ。

　植物や昆虫を観察します。集合は同研究所（中央区地行浜２）。Σ８
月６日㈯、20日㈯午前８時半～午後３時半♥粕屋郡新宮町的野地区￡
保健環境管理課α831-0660ω831-0726◎小学３～６年生（保護者同伴）
ψ各先着15人＄50円θ電話かファクス、メール（hokanken.EB@city.
fukuoka.lg.jp）で７月15日以降に同課へ。

　筑後川流域の小学生と海水淡水化施設などの見学や交流会を行い
ます。Σ午前９時15分～午後５時半♥集合・解散は市役所￡福岡都市
圏広域行政事業組合事務局α733-5004ω733-5005◎福岡都市圏に住
む小学５・６年生ψ40人＄無料θはがき（〒810-8620住所不要）かファク
ス、メール（fvgv9840@mb.infoweb.ne.jp）に参加者全員の応募事項を書
いて７月20日（必着）までに同事務局へ。

　プロのドッグトレーナーと一緒に、実践しながら犬の気持ちを学びま
す。犬連れ不可。Σ午後２時～４時♥￡ふくおかどうぶつ相談室（西区
内浜１）α891-1231ω891-1259◎市内に住む小学生と保護者ψ先着20人
（１組４人まで）＄無料θ７月15日午前８時半以降に同相談室へ。

　「ふしぎなプラスチックの科学」をテーマに、「生活にやくだつプラス
チック」「うすいプラスチックのひみつ」などの講演の他、体験実験を実
施。Σ午後１時半～４時半♥￡市産学連携交流センター（西区九大新
町）α・ω806-9877◎市内に住むか通学する小学３年～中学生（小学生
は保護者同伴）ψ30人＄無料θメール（sangaku@arrow.ocn.ne.jp）に
応募事項と小学生は保護者氏名を書いて７月22日までに問い合わせ
先へ。当選者のみ通知。

　①段ボールコンポストを使った生ごみ減量の方法を学びます。②段
ボールコンポストの使い方フォロー講座と、できた堆肥の使い方を菜
園で実践。Σ①８月４日㈭午後２時～４時②９月15日㈭午前９時半～午
後１時♥東区役所（東区箱崎２） ※②は集合後、東区の菜園へバスで移
動。￡東区生活環境課α645-1024ω632-8999◎市内に住む人ψ20人
＄無料θ電話かはがき（〒812-8653住所不要）、ファクスで７月28日（消
印有効）までに同課へ。

催し ありがとう「水」ふれあい交流会

講演 子ども虐待防止市民フォーラム「虐待死ゼロのまちをめざ
して」

今津リフレッシュ農園の催し講座
教室

8/

7
●日 　①「料理教室」。農園で夏野菜などを収穫して、夏野菜カレー等を作

ります。②「ブドウ収穫体験」。生育状況、台風など天候の都合により内
容変更の場合あり。Σ８月①７日㈰午前10時～午後１時②19日㈮～21
日㈰午前９時～午後４時♥￡同農園（西区今津）α806-2565ω806-2570
◎①小学生と保護者②市内に住む人ψ①先着10組（１組４人まで）②
2,200口（１家族３口まで）＄①１人300円②１口300円（ブドウ２房）θ①電
話で②往復はがき（〒819-0165西区今津5685）に応募事項と希望口数を
書いて①７月20日以降に②７月29日（必着）までに同農園へ。

催し「漁船でGo！姪浜」博多湾での漁業体験8/

6
●土 　クルージングと漁業体験。捕れた魚を持ち帰れます。Σ午後３時半～

６時ごろ♥集合は市漁業協同組合姪浜支所駐車場（西区愛宕浜４）￡
同組合α881-4300ω883-1740◎子どもと保護者（小学４年生以上60歳
未満）ψ10人＄１人2,000円（中学生以下1,000円）θ往復はがき（〒819-
0013西区愛宕浜４-49-１）かメール（nogami-k@fukuokashi-gyokyo.com）
に参加者全員の応募事項を書いて７月28日（必着）までに同組合へ。

　今秋ダンス公演を行う東野祥子氏が、市の地下施設でプレイベント
を実施。SNS（エスエヌエス）で感想を発信する観覧モニター募集。
雨天中止。８月５日のダンスワークショップ参加者も別途募集中。詳細
はホームページ（「福岡市文化芸術振興財団」で検索）で確認を。Σ午
後２時～♥山王２号雨水調整池（博多区山王１ 山王公園内）￡同財団
α263-6266ω263-6259◎18歳以上ψ30人（２人１組での参加可）＄無料
θはがき（〒810-0802博多区中洲中島町３-10-６階）かメール（ffac-04@
ffac.or.jp）に代表者の応募事項とメールアドレス、参加者全員の氏名
を書いて７月27日（必着）までに同財団へ（１通１組まで）。

講座・教室

”

●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	 ●小中学生は学校名・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。

※往復はがきの場合は、
返信用はがきに返送先
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
●応募多数のときは抽選

申し込み方法
（応募事項）

募集 催し 講座
教室 講演情報BOX 福岡市政だより
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アクロス・文化学び塾の講座
　①「千家十職（せんけじっしょく）御釡師 京都大西家のかたち」。茶の湯釡
について解説します。②「髙島野十郎作品の秘密」③「うきうき・浮世絵につい
ての基礎講座」。Σ①７月23日㈯②７月30日㈯③８月６日㈯午後２時～３時
半♥アクロス福岡２階（中央区天神１）￡文化観光情報ひろばα725-9100ω
725-9102ψ各先着70人＄500円θ電話で問い合わせ先へ。

雁の巣レクリエーションセンターの講座・教室
　①「BLUE HAWK（ブルー・ホーク） 公園・親子でキャッチボール」。元福岡
ソフトバンクホークスの選手が野球の基本を指導します。②「初心者向けノ
ルディック・ウオーキング教室」。両手にポールを持って歩きます。③「スポー
ツを楽しもう！サマーキャンプ2016 in 雁の巣」。福岡のトップチームの
コーチと共に、サッカー、野球、ラグビー、テニスなどのスポーツを体験。いず
れも詳細は問い合わせを。Σ①７月23日㈯午前９時半～11時ごろ②７月24
日㈰・25日㈪午前９時45分～正午③８月８日㈪午前９時半～９日㈫午後３時
（１泊２日）♥￡同センター（東区奈多）α606-3458ω607-9057◎①５歳～小学
３年生と保護者②不問③小学４～６年生ψ①24組48人②各先着30人③40人
＄①１組400円②無料（ポールのレンタル料別）③3,500円θ①③往復はがき
（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスで①７月18日③８月１日（いずれも
必着）までに同センターへ。ファクスの場合はファクス番号も明記。②当日、
球技場管理棟ロビーで受け付け。

催し 市立福岡西陵高校管弦楽部 第31回定期演奏会

催し GO！FUKUOKA 魅力発信！「完成間近！五ケ山ダム建
設現場バスツアー」

催し みんなで学ぼう製粉工場

催し 自由研究にもおすすめ！親子水道施設見学会（第２回）

催し 市技術研究発表会

子ども考古学教室「銅鏡つくり」講座
教室

高齢者パソコン教室（初心者向け）講座
教室

舞鶴公園のみどりの講座「舞鶴公園のゆたかな自然に親し
もう」

講座
教室

8/

20
●土

8/

9
●火

8/

18
●木

8/

10
●水

8/

8
●月

　銅鏡（どうきょう）の鋳造を体験します。Σ午前10時～正午、午後２
時～４時。いずれも開始30分前から受け付け♥￡埋蔵文化財センター
（博多区井相田２）α571-2921ω571-2825◎小・中学生（小学生は保護
者同伴）ψ各30人＄無料θ往復はがき（〒812-0881博多区井相田２-１
-94）に参加者全員の応募事項と希望の回を書いて７月19日～29日（消
印有効）に同センターへ。

　小麦粉の製造工場を見学します。Σ午後１時20分～４時半♥日本製
粉福岡工場（東区箱崎ふ頭６）、集合・解散は東区保健福祉センター（東
区箱崎２）￡東区衛生課α645-1111ω645-1114◎市内に住む小学４～６
年生と保護者ψ10組20人＄無料θはがき（〒812-8653住所不要）かファ
クスで７月29日（必着）までに同課へ。

　市内に住む人へ安定的に水道水を供給できる
よう建設している、完成間近の五ケ山ダムを見学
します。集合は市水道局（博多区博多駅前１）。Σ
午後１時半～５時ごろ♥五ケ山ダム（筑紫郡那珂
川町五ケ山地内 他）￡水道局総務課α483-3104ω482-1376◎市内に
住む小学４～６年生と保護者ψ親子30人＄無料θ往復はがき（〒812-
0011博多区博多駅前１-28-15）に参加者全員の応募事項と昼間連絡が
可能な電話番号を記入し、８月３日（必着）までに同課へ。

　市技術職員による研究成果の発表と限界集落をよみがえらせたドラ
マ「ナポレオンの村」の主人公実在モデル・高野誠鮮氏による講演「地
域社会の役に立つから役人～ローマ法王にコメを食べさせた男の奮
闘記～」。Σ午後１時10分～５時半♥市役所15階講堂￡技術企画課α
711-4903ω733-5767◎市内に住む18歳以上ψ先着50人＄無料θ電話
かファクスで７月15日以降に同課へ。

　パソコンの基礎操作を学び、ワード（文書作成ソフト）を使って絵入
りはがきなどを作ります。Σ８月20日㈯～28日㈰（22日を除く計８日間）
午前10時～午後０時半♥￡老人福祉センター寿楽園（城南区南片江
２）α・ω861-1123◎市内に住む60歳以上（過去受講者を除く）ψ20人
＄2,500円θ来所で７月15日～８月５日に同園へ。 ※毎週月曜日（月曜
日が祝日の場合は翌火曜日）は休館。 

　市内唯一の高校生フルオーケストラである同部が、市出身の若手
ピアニスト久保山菜摘氏とラフマニノフの「ピアノ協奏曲第２番より」
を共演する他、「剣の舞」や「ローマの松」などを演奏します。Σ午後６時
半～８時半♥福岡シンフォニーホール（中央区天神１ アクロス福岡）￡
同部・黒木α080-1786-8900ω882-8079ψ1,800人＄1,000円、高校生以
下500円（当日はそれぞれ1,500円、800円）θアクロス福岡チケットセン
ターなどでチケット購入を。

　「大濠の季節」の著者・勝瀬志保氏と昆虫などを観察しながら散策し
ます。Σ午前10時～11時半♥￡同公園（中央区城内）α781-2153ω715-
7590ψ20人＄無料θはがき（〒810-0043中央区城内１－４）かファクス、
メール（maiduru@midorimachi.jp）で７月25日（必着）までに同公園へ。

　福岡の中心地・天神を南北に走る地下街の、西欧風の街並みや壁
面、ステンドグラスなど、街づくりへの工夫や隠れた魅力をガイドと一
緒に発見しながら歩きます。Σ午前９時45分～午後０時15分♥集合は
天神地下街１番街北広場イベントスペース（ロッテリア前）￡福岡観光
コンベンションビューローα733-5050ω733-5055◎親子ψ先着15組（１
組２人）＄１組700円（追加は１人500円、小学生以下200円）θファクスか
メール（event-bora@welcome-fukuoka.or.jp）に参加者全員の応募事項
と参加希望日、代表者名を書いて７月19日以降に問い合わせ先へ。

段ボールコンポストの使い方講座講座
教室

　段ボールコンポストを使った生ごみ減量の方法を学びます。Σ午前
10時～正午♥博多区役所（博多区博多駅前２）￡博多区自転車対策・
生活環境課α419-1069ω441-5603◎市内に住む人ψ20人＄無料θは
がき（〒812-8512住所不要）かファクス、メール（seikatsukankyo.HAWO@
city.fukuoka.lg.jp）で７月28日（必着）までに同課へ。

　江川ダム（朝倉市）と乙金浄水場（大野城市）を見学、あまぎ水の文
化村（朝倉市）で昼食（持参）。Σ午前８時40分～午後５時♥集合・解散は
市水道局（博多区博多駅前１）￡水道局総務課α483-3139ω482-1376
◎市内に住む小学生以上と保護者ψ80人＄無料θはがき（〒812-0011
博多区博多駅前１－28－15）かファクス、メール（suidou-kengaku@city.
fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事項と昼間連絡が可能な電話番号、参
加者全員の氏名・年齢を書いて７月21日（必着）までに同課へ（１通５人
まで）。

催し 親子で学ぶ　天神地下街のひみつ！

　野外調理やテントでの宿泊を体験し、自然の中で遊ぶ楽しさを味わ
います。Σ８月20日㈯午前10時～21日㈰午後３時（１泊２日）♥￡同セン
ター（西区今宿上ノ原）α806-3114ω806-3115◎市内に住む小学４～６
年生ψ30人＄5,000円θ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保護者氏名を書いて８月１日（必着）まで
に同センターへ。

催し 今宿野外活動センター わくわくキャンプ

講座・教室

講座・教室
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ひとり親家庭支援センターの講座
♥同センター（中央区大手門２）￡同センターα715-8805ω725-7720、各区子
育て支援課家庭児童相談室◎市内に住む一人親家庭の父母か寡婦（かつて母
子家庭の母）＄無料（一部自己負担あり）βあり。無料θ来所で７月31日まで
に同センターへ（月曜日休館）。

まもるーむ福岡「理科応援教室」
　①「レインボー万華鏡を作ろう」。紙コップと分光シートを使って作りま
す。②「げんごろう・あめんぼ～私たちと生きる水辺の小さないのち～」。水生
昆虫について学びます。 ※８月１日㈪～９月２日㈮は水生昆虫の展示もあ
り。Σ８月①６日㈯午前10時半～11時②27日㈯午前10時半～正午♥￡同施設
（中央区地行浜２）α831-0669ω831-0670◎①小学３年生以下（保護者同伴）②
小学４年生以上ψ各先着25人＄無料θ電話かファクス、メール(mamoroom@
fch.chuo.fukuoka.jp)で７月15日以降に同施設へ。

博多工業高等学校「親子ものづくり教室」
　同高校の生徒が講師となった教室です。♥市役所１階多目的スペース￡同
高校α862-6575ω862-8346◎小学４～６年生の親子ψ各先着10組20人＄１組
100円θ往復はがき（〒814-0155城南区東油山４-20-１）に参加者の応募事項
と希望講座名、保護者氏名を書いて７月15日以降に同高校へ。

内容 日時
ログハウスを作ろう ７／30㈯9:45～11:45
DIY（ディー・アイ・ワイ）、自分でいすを作ろう ７／30㈯12:45～14:15
キーホルダーを作ろう ７／30㈯14:45～16:45
エコバッグにプリントしよう ７／31㈰9:45～11:15
赤外線リモコン・ロボットを作ろう ７／31㈰12:45～14:15
燃料電池自動車を作ろう ７／31㈰14:45～16:15

市民体育館の催し
　①「げんきっず広場２」。子どもたちの身のこなしを良くすることを目的
に、遊びの要素が含まれた運動をします。②「ZUMBA（ズンバ）２」。ラテン系の
音楽に合わせて踊るダンスエクササイズ。初心者も参加できます。Σ①９月
１日～10月20日の木曜日、午前10時15分～11時15分②９月１日～10月27日の
木曜日、午後７時～８時半。いずれも９月22日を除く連続講座。♥￡市民体育
館（博多区東公園）α641-9135ω641-9139◎①３～５歳②18歳以上ψ①15人②
25人＄①4,400円②5,700円θ往復はがき（〒812-0045博多区東公園８-２）に
応募事項と教室名を書いて７月15日～31日（必着）に同体育館へ。来館の場合
は、返信用はがきを持参の上、窓口で申し込みを。

講座・教室

講座名 日時 定員
簿記３級 ９／３～11／５の土曜日 ９:30～15:30 15人
介護初任者研修 ８／24～12／９の水～金曜日 17:50～20:50 12人
調剤事務講座 ９／６～20の火・木曜日 ９:30～15:30 15人
介護福祉士受験対策 ９／25～11／13の日曜日 ９:30～15:30 10人
初めてのパソコン ９／６～９の火～金曜日 ９:30～16:30 10人

ワード・エクセル基礎 ９／15～29の火～金曜日 ９:30～16:30 10人
９／10～10／29の土曜日 ９:30～16:30 10人

エクセル検定対策 ９／７～10／７の水～金曜日 18:15～20:45 10人
ワード検定対策 10／11～26の火・水曜日 ９:30～16:30 10人
パワーポイント講座 10／12～11／２の水～金曜日 18:15～20:45 10人
ホームページ作成 11／２～10の火～金曜日 ９:30～15:30 10人
アプリケーション活用 11／16～24の火～金曜日 ９:30～15:30 10人
　※休講日など詳細は問い合わせを。

福北連携コーナー
宮西達也ワンダーランド展

ヘンテコリンな絵本の仲間たち
　「ティラノサウルス」「おとうさんはウルトラマン」などのシリーズで知ら
れる絵本作家・宮西達也の作品を紹介。Σ７月23日㈯～９月19日㈷午前９時
半～午後６時（入館は午後５時半まで。初日の展示室入場は午前10時半か
ら。月曜日休館、９月19日は開館、翌日休館）♥￡北九州市立文学館（北九州
市小倉北区城内）α093-571-1505ω093-571-1525＄一般500円、中高生200円、
小学生100円、未就学児無料

講座・教室

作品は10月24日㈪～29日㈯に開催さ 
れる「地球市民どんたく2016ポス
ター展」で展示。作品の規格など詳細
はホームページ（「福岡よかトピア国
際交流財団」で検索）で確認を。￡同
財団α733-5630ω733-5635◎市内の
小・中学校、高校に通学する人θ詳細
を確認の上、ホームページからダウン
ロードした応募用紙をポスター裏面
に貼り、必要書類を添えて郵送か持
参で９月15日（消印有効）までに同財
団へ。
明るい選挙啓発ポスターを募集
　「明るい選挙」をテーマにしたポス
ターを募集。【規定】四つ切りか八つ
切り。画材は自由。￡市選挙管理委
員会α711-4682ω733-5790、各区選挙
管理委員会（各区役所内）◎市内の
小学校～高校に通学する人θ作品の
裏に応募事項を書いて９月６日までに
学校がある区の選挙管理委員会へ持
参。
介護保険負担割合証を送付しま
す
　要介護・要支援の認定を受けてい
る人に「介護保険負担割合証」を７月
下旬に送付しますので、平成28年８月
１日からの自己負担割合を確認して
ください。この証は、介護保険のサー
ビスを受ける際に必要ですので、介
護保険被保険者証と一緒にケアマネ
ジャーやサービス事業者に提示して
ください。￡各区福祉・介護保険課
「建築基準法」市内一斉パトロー
ル
　同法の実効性の確保、違反の防止
を目的に建築工事現場の一斉パトロ 
ールを行います。Σ７月20日㈬￡監察
指導課α711-4719ω733-5584

飲用水（貯水槽）の安全性チェック
　マンションなどで、水道水を貯水槽
にためて給水している場合は、貯水槽
の定期的な点検や清掃を行いましょ
う。各区保健福祉センター衛生課、情
報プラザ(市役所１階)で、飲用水の消
毒状態を簡単に色で確認できる「水
質検査キット」を無料配布していま
す。￡生活衛生課α711-4273ω733-
5588
「市拠点文化施設基本計画」（市民
会館の再整備）を策定しました
￡文化施設課α733-5113ω733-5537 
　同計画の策定に当たり募集した市
民意見と併せて公表します。【閲覧・
配布】７月15日㈮～８月15日㈪に同課
（市役所14階）、情報プラザ（同１階）、
各区情報コーナー、各出張所、市民
会館、各音楽・演劇練習場などで。市
ホームページにも掲載。
中学校卒業程度認定試験
　病気など、やむを得ない事情で義
務教育を終えていない人などを対象
に、同試験を10月27日㈭に行います。
願書の受付期間は８月22日～９月９
日。申し込み方法など詳細は問い合
わせを。￡県義務教育課α643-3909
ω643-3912
「国際協力・交流のポスターコン
クール」の作品を募集
　「つながりあう世界と福岡」をテー
マにしたポスターを募集。入賞者の

お知
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●日 　①「ツリーワーカーが教える木登り体験」。木登りのプロから学びま

す。②「輪投げTREE（ツリー）」。輪に入った観葉植物を持ち帰れます。
Σ８月①21日㈰午前10時～午後０時半②28日㈰午後１時半～３時半♥
￡同公園（東区香椎照葉４）α661-5980ω661-8020◎①小学生以上②
不問　※いずれも小学３年生以下は保護者同伴ψ先着①20人②30人
＄①1,000円②500円（ぐりんぐりん入館料別）θ①電話で７月21日以降
に同公園へ。②当日受け付け。

催し アイランドシティ中央公園ぐりんぐりんの催し

九州大学で機械を学ぼう！～水素エネルギー、水の流れ、
ロボット～

講座
教室
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●土 　機械や水素エネルギーについて、楽しみながら学べる体験型教室。

最先端の機械や設備の見学、ペットボトル電池の製作など。Σ午後１時
半～４時半♥九州大学伊都キャンパス（西区元岡）￡新産業振興課α
711-4344ω733-5901◎市内に住む小学５年～中学生（小学生は保護者
同伴）ψ30人（同伴者除く）＄無料θはがき（〒810-8620住所不要）に応
募事項と小学生は保護者氏名を書いて８月５日（必着）までに同課へ。

講座・教室

催 し

●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	 ●小中学生は学校名・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。

※往復はがきの場合は、
返信用はがきに返送先
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
●応募多数のときは抽選

申し込み方法
（応募事項）

募集 催し 講座
教室 講演情報BOX 福岡市政だより
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良＝早良区曙１）、今宿野外活動セン
ター（西区今宿上ノ原）【募集要項の
配布】７月25日～８月19日に市ホーム
ページに掲載【申し込み】募集要項を
確認の上、必要書類を持参で８月１日
～31日（必着）に同課へ。
ホストファミリー登録説明会
　外国人に日本での生活を体験する
機会を提供するボランティア家庭の
登録説明会。Σ８月21日㈰午後２時～
３時♥￡レインボープラザ（中央区
天神１ イムズ８階）α733-2220ω733-
2215◎福岡都市圏に住む日本人家
庭ψ20人θ電話かファクス、メール 
（hostfamily@rainbowfia.or.jp）で８月 
14日までに同プラザへ。
福岡都市高速道路の一部出入り
口で夜間通行止めを実施
　補修工事のため、７月20日㈬～９月 
15日㈭に一部通行止めを実施しま
す。詳細は各料金所の案内看板、都市
高速道路情報板、ホームページ（「福
岡北九州高速道路公社」で検索）な
どで確認を。￡同公社保全課α631-
3304ω643-2070
県海外戦没者慰霊巡拝団員を募集
　下記の地域を巡拝する団員を募
集。参加資格や費用、申し込み方法な
ど詳細は問い合わせを。【行き先・日
程】①中国（浙江省、湖北省、雲南省）
＝10月18日㈫～24日㈪（６泊７日）②
フィリピン北部地域（マニラ、カリラヤ
など）＝来年２月８日㈬～14日㈫（６泊７
日）【定員】各15人【申込期限】①８月26
日②11月18日まで。￡県遺族連合会
☎761-0012ω781-2056
ミルクボランティアを募集
　哺乳が必要な子犬・子猫を一時的
に預かり育てるミルクボランティアを
募集します。登録には、８月６日㈯午後
１時～３時に開催する研修会（講義・
面接）への参加が必要です。詳細は
問い合わせを。￡あにまるぽーとα
691-0131ω691-0132◎市内か近郊に
住む、子犬または子猫の哺乳経験が
あり終日世話ができる人θ電話で問
い合わせ先へ。登録条件の確認後、
申請書などを郵送かファクス、メール
で７月29日（必着）までに問い合わせ
先へ。
熊本地震によるセーフティネット
保証４号の認定
　熊本地震により、福岡県全域がセ 
ーフティネット保証４号（中小企業の
資金繰りを支援する国の保証）の指
定地域になりました。地震の影響を
直接または間接的に受け、経営の安
定に支障を来している事業者（要件
あり）は同保証の認定を受けること
ができ、「経営安定化特別資金（特例
枠）」などへの申し込みが可能です。
熊本地震に関する中小企業者向け無
料相談窓口も設置しています。詳細
はホームページ（「福岡市中小企業サ
ポートセンター）で検索）で確認を。
￡経営支援課α441-2171ω441-3211

博多座「市民檜（ひのき）舞台の
月」利用者を募集
　演劇、日本舞踊、バレエ、ミュージカ
ルなどの発表の場として利用できま
す。Σ来年12月１日㈮～25日㈪午前９ 
時～午後10時半♥博多座（博多区下 
川端町）￡「市民檜舞台の月」公演事務 
局α263-5861ω263-3632◎地元で舞台 
芸術活動をしている団体、個人など＄ 
１日当たり、平日30万円、土日祝日35
万円（付属設備使用料など別）θ７月
15日から市ホームページに掲載、また
は博多座、文化施設課（市役所14階）
で配布する申込書を郵送か持参で９
月９日（消印有効）までに博多座へ。
市観光案内ボランティアを募集
　市の歴史・文化をまち歩きなどで
案内するボランティアを募集。詳細は
申込書で確認を。￡福岡観光コンベ
ンションビューローα733-5050ω733-
5055◎福岡都市圏に住む、観光案内
活動（徒歩でのガイド２時間程度、月４
日以上の活動参加）が可能な18歳以
上ψ30人程度θ７月15日から福岡観
光コンベンションビューロー（中央区
天神１ 福岡ビル４階）、観光産業課（市
役所14階）、情報プラザ（同１階）、各区
情報コーナーなどで配布する申込書
を郵送かファクス、メール、持参で８月
１日（必着）までに問い合わせ先へ。
地域交流センターの指定管理者
を募集
￡公民館支援課α711-4654ω733-559 
5　来年４月から博多南地域交流セン
ター（博多区南本町２）、和白地域交
流センター（東区和白丘１）を管理・運
営する企業、法人などの団体を募集。
【募集要項の配布】７月15日～８月26日
に同課（市役所７階）で。市ホームペー
ジにも掲載【申し込み】募集要項を確
認の上、必要書類を８月12日～26日に
同課へ持参。
「市民文芸」作品を募集
　作品規定など詳細は情報プラザ
（市役所１階）、文化芸術情報館アー
トリエ（博多区下川端町 リバレインセ
ンタービル７階）などで配布する募集
チラシか、ホームページ（「福岡市文
化芸術振興財団」で検索）で確認を。
応募部門と種目は次の通り。▷一般の
部＝短歌、俳句、川柳、詩、エッセイ、小
説（短編・超短編）▷小・中学生の部＝ 
短歌、俳句。￡同財団α263-6265ω263 
-6259◎福岡都市圏に住む人θ部門、
種目、題名（短歌、俳句、川柳は不要）、
応募事項（ペンネームがある場合は
本名と併記）を書いて、作品と一緒に
郵送かファクス、メールで９月７日（消
印有効）までに同財団へ。
マンションの管理規約を診断します
　マンション管理士が、分譲マンショ
ン管理組合の現行規約を国土交通省
が定める標準管理規約と照合するな
どして、適正性を診断します。Σ７月28
日㈭、８月12日㈮、25日㈭、９月８日㈭、
23日㈮、10月13日㈭午後１時～３時♥

自死遺族法律相談
　家族や恋人、友人などを自死（自
殺）で亡くした人とその支援者を対象
に、弁護士が臨床心理士同席の下、相
談に応じます。Σ８月３日㈬午後１時～
４時♥￡天神弁護士センター（中央
区渡辺通５）α738-0073＄無料θ電話
で同センターへ。
行政書士による「暮らしと事業」
無料相談会
　会社設立、建設業許可、相続・遺言
などの相談に応じます。Σ７月28日㈭
午前10時～午後４時♥県行政書士会
館４階（博多区東公園）￡県行政書士
会α641-2501ω641-2503＄無料θ不要
精神保健福祉センター 専門相談
♥￡同センター（中央区舞鶴２）α737 
-8825ω737-8827　同センターで以下
の相談に応じます。【電話相談】①依
存症・ひきこもり専門電話相談②発達
障がい・性同一性障がい専門電話相
談。【相談専用電話番号】α737-8829。
Σ①火・木曜日②第１・３水曜日（いず
れも祝休日を除く）午前10時～午後１
時＄無料【専門医師による面接相談】
アルコール・薬物などの依存症相談、
引きこもり相談。日時など詳細は問
い合わせを。θ上記電話相談（α737-
8829）で事前予約を。
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。Σ月
～金曜日（祝休日、年末年始を除く）
午前10時～午後５時♥￡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２ あいれふ３階）
α716-3344ω716-3394◎市内に住む
おおむね20歳以上の引きこもり本人
や家族など＄無料θ面接による相談
は電話で同ルームに予約を。
無料調停相談会
　金銭問題、交通事故、家庭内の問題 
などの相談に応じます。Σ７月29日㈮ 
午前10時～午後３時♥西市民センター
（西区内浜１）￡福岡家事調停協会α 
510-0416、福岡民事調停協会α781-
3141（内線3893）＄無料θ不要

住宅相談コーナー（市役所３階）￡住
宅計画課α711-4598ω733-5589◎市
内の分譲マンション管理組合の役員
（理事長、理事など）ψ各先着２組合
＄無料θ市ホームページに掲載、ま
たは情報プラザ（市役所１階）、各区情
報コーナーで配布する申込書を７月
15日以降に郵送かファクス、メールで
同課へ。

相談

総合西市民プール長水路（50㍍）
の一般開放
　通常25㍍・２面のメインプールを50
㍍にして開放します。準備のため、午
後３時～５時は閉鎖。Σ７月21日㈭、27
日㈬午後５時～９時♥￡同プール（西
区西の丘１）α885-0124ω885-6016◎ 
同プールが発行するメインプール
（水深3.3㍍）利用カードの持参者。
発行条件は中学生以上で100㍍以上
泳げる人（中学生は保護者同伴での
申し込みが必要）＄一般320円、高校
生160円、中学生110円
井戸水の衛生対策
　井戸水は周辺環境の影響を受け
やすく、急に飲用に適さなくなること
があります。日頃から「色、濁り、味」な
どに異常がないか確認しましょう。ま
た、定期的な設備の点検を行い、１年
に１回以上は水質検査を受けてくだ
さい。水質検査は各区保健福祉セン
ター（保健所）でも有料で依頼を受け
付けています。￡生活衛生課α711-
4273ω733-5588
防犯灯補助金の申請はお早めに
￡道路維持課α711-4488ω733-5591 
　町内会等に対する平成28年度防犯
灯補助金申請は工事費、管理費共に
７月31日で受け付けを終了しますの
で、早めに申請をしてください。詳細
は同課まで問い合わせを。
地域で学習活動を行うグループ
に助成します
　以下の地域グループを募集しま
す。【家庭の教育力パワーアップ事
業】小・中学生の保護者など10人以上
で構成する、家庭教育に関する学習
活動を行うグループ【共生する地域
づくり事業】人権課題の当事者など
10人以上で構成する、人権問題に関
する学習活動を行うグループ【地域
学び場応援事業】小・中学生の保護者
など10人以上で構成する、放課後等
補充学習活動を行うグループ。いず
れも対象期間は８月１日～来年３月31
日、助成金額は対象経費の５分の４以
内で上限額20万円。書類・面接による
選考あり。詳細は市ホームページで
確認するか問い合わせを。￡市地域
の教育力育成・支援協議会事務局（人
権・同和教育課内）α711-4645ω711-
4600θ申請書類を８月12日（必着）ま
でに同事務局へ。
市民局スポーツ振興課所管施設
の指定管理者を募集
￡スポーツ振興課α711-4099ω733-
5595　平成29年４月から次の施設を
管理する企業、法人などの団体を募
集。【施設】各体育館（▷東＝東区香住
ケ丘１▷博多＝博多区山王１▷南＝南
区塩原２▷城南＝城南区別府６▷早良
＝早良区四箇６▷ももち＝早良区百
道２▷西＝西区拾六町１）、各市民プー
ル（▷東＝東区名島２▷博多＝博多区
東那珂１▷中央＝中央区西公園▷南＝
南区三宅３▷城南＝城南区片江１▷早
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内容 日時
①親子ウクレレ教
室Ａ・Ｂ

Ａ=８／３㈬、17㈬、24
㈬ Ｂ=８／６㈯、20㈯、
27㈯10:00～12:00

②廃材を使ったヘッ
ドホン作りＡ・Ｂ

８／５㈮Ａ=10:00～
12:00 Ｂ=14：00～16：00

③「あいくる」のな
つまつり ８／７㈰10:30～16:00

④おしゃれサマー
キャンドル作りＡ・
Ｂ

８／19㈮Ａ=10：30～12：
00 Ｂ=14：00～15：30

⑤木育おもちゃの
ひろば ８／25㈭10:00～12：00

⑥９月からはじま
る幼児体育クラブ
（年中児・年長児）

９／28以降の水曜日▷
年中児＝14：15～▷年長
児＝15：30～（各１時間）

　※以下の詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。
キャンプ場ファミリーオープンデー
　家族等でキャンプ場（テント泊）を
利用できます。Σ８月６日㈯、７日㈰、
11日㈷～17日㈬ψ各日先着８組（１組
５人まで）＄大人1,350円、小中高生
等650円、未就学児無料（食事、備品代
別）θ電話で同施設へ。
ペルセウス座流星群 観望会
Σ８月12日㈮午後７時～13日㈯午前６
時ψ50人＄無料θ往復はがきに参加
者全員の応募事項と生年月日、性別
を書いて８月１日（必着）までに同施設
へ。

　※以下の申し込みは電話で同施設
へ。ホームページでも受け付け。
ロボットスカベンジャー工作教室
　床に転がったピンポン玉を集めて
運ぶスカベンジャー（掃除）ロボットを
作ります。Σ７月23日㈯午前10時～午
後５時◎小学３年～中学生ψ先着15
人＄3,600円
ソーラーバッタ工作教室
Σ７月24日㈰午前10時～10時半、27日
㈬午前９時50分～10時20分◎５歳～
中学生（小学３年生以下は保護者同
伴）ψ各先着20人＄1,100円
ざりがにロボット工作教室
　ザリガニ型のロボットを作り、レー

夏休みこどももおとなも美術館
　道具が入ったリサーチバッグと
ワークシートを使って作品を調査す
る「アート特別調査員」=写真=など、

家族でキャンプファイア
Σ８月20日㈯午後７時～８時◎当日の
施設宿泊者ψ先着30人＄300円（宿泊
料別）θ宿泊予約は電話で同施設へ。
同イベント=写真=参加の有無は20日
正午までに連絡を。

スをします。Σ７月26日㈫午前10時～
午後３時◎小学生～中学１年生（小学
３年生以下は保護者同伴）ψ先着20
人＄1,000円
ロボットテクノロジーを学ぼう　本格
ロボット作成（初級）
　ブロックを組み合わせてロボットを
作成し、プログラミングを学びます。
メモリ容量２GB（ギガ・バイト）以上の
Android（アンドロイド）端末か１GB
以上のiOS（アイオーエス）端末を持
参してください。Σ７月26日㈫、８月16
日㈫午前10時～午後３時◎小学３年
生以上ψ各先着５人＄３万5,000円

さまざまなプログラムを実施します。
Σ７月20日㈬～８月31日㈬午前10時半
～午後３時（随時受け付け）ψ10人程
度（入れ替わり制）＄常設展示観覧料
が必要θ不要
つきなみ講座　「？」から始まる美術鑑
賞～夏休みこどももおとなも美術館よ
り～
　美術に関する知識がなくても、心
配は要りません。鑑賞は、「？」と気にな
る作品に出会うことから始めることが
できます。Σ７月30日㈯午後３時～４時
（午後２時半から受け付け）ψ先着50
人＄無料θ不要

７・８月の事業（一部抜粋）
◎①小学生の親子②小中高生③小中
高生、幼児と保護者④小中高生、５歳
以上の幼児と保護者⑤乳幼児と保護
者⑥▷年中児＝平成23年４月２日～平
成24年４月１日生まれ▷年長児＝平成
22年４月２日～平成23年４月１日生ま
れψ①各20組②④各16人③なし⑤先
着20組程度⑥各30人＄①１組2,000円
②④⑥1,000円③無料⑤200円θ①②
④⑥往復はがきで①②④７月20日⑥
８月26日（必着）までに同会館へ。⑤電
話で８月９日以降に同会館へ。③不要

中央児童会館「あいくる」
〒810－0021 中央区今泉１－19－22　☎741－3551 ω741-3541
Π http://jidoukaikan-aikuru.or.jp/
♣午前９時～午後９時♡月曜（祝休日のときは翌平日）、月末（日曜のときは開館）

市美術館
〒810－0051 中央区大濠公園１－６　☎714－6051 ω714－6145
♣午前９時半～午後５時半、７・８月は日・祝休日を除き午後７時半まで開館（入館
は閉館30分前まで）♡月曜（祝休日のときは翌平日）

背振少年自然の家
〒811－1113 早良区板屋530　☎804－6771 ω804－6772
Π www.fukuoka-shizennoie.jp/ 利用受付時間　午前９時～午後５時

ロボスクエア
〒814－0001 早良区百道浜２－３－２  TNC放送会館２階　☎821－4100 ω821－4110
Π http://robosquare.city.fukuoka.lg.jp/
♣午前９時半～午後６時 ♡第２水曜日（１、７、８、12月は開館）

産休・育休代替嘱託員（就学相談
員）を募集
￡発達教育センターα845-0015ω845 
-0025　同センター（中央区地行浜２）
で、障がいのある児童・生徒および保
護者からの電話相談などに従事する
就学相談員を１人募集。詳細は募集
案内で確認を。書類選考・面接あり。

【資格】臨床心理士の資格を有する
か、社会福祉士と精神保健福祉士の
両資格を有する人【任用期間】10月19
日～来年３月31日（勤務成績により更
新あり。最長で来年12月まで）【募集
案内の配布】同センターで。市ホーム
ページにも掲載【申し込み】募集案内
を確認の上、履歴書と資格登録証明
書の写しを郵送で８月７日（消印有効）
までに同センターへ。
会社を存続させるための事業承継セ
ミナー〜親族承継からM&Aまで〜
　講師は県事業引継ぎ支援センター 
統括責任者の奥山慎次氏。Σ７月27日 

㈬午後２時～４時♥アクロス福岡７階
（中央区天神１）￡経営支援課α441-
2027ω441-3211ψ100人＄無料θホー
ムページ（「福岡市中小企業サポート
センター」で検索）に掲載の申込書を
ファクスかメールで同課へ。
職業訓練９月生を募集
　①構造物溶接科②住宅・設備施工
科③ビル管理技術科④住宅リフォー
ムCAD技術科⑤建設機械科。訓練内
容など詳細は問い合わせを。Σ①②
９月２日㈮～来年２月27日㈪③④⑤９
月２日㈮～来年３月28日㈫♥￡福岡
職業能力開発促進飯塚訓練センター
（飯塚市柏の森）α0948-22-4988ω09 
48-22-4912◎公共職業安定所（ハロー
ワーク）に求職申し込みをしている
人ψ①②各15人③④⑤各５人＄無料
（教科書、作業服代など別）θ来所で
８月12日までに住所地の公共職業安
定所へ。８月19日㈮に筆記・面接選考
あり。

職業訓練協会の講座
♥①②同協会（東区千早５）③市中小
企業サポートセンター（博多区博多駅
前２ 福岡商工会議所ビル２階）￡同協
会α671-6831ω672-2133θ電話で７月
①19日②20日③21日午前９時以降に
同協会へ。

【①ガス溶接技能講習】
Σ９月４日㈰、11日㈰（全２回）午前８時
半～午後５時半ψ先着40人＄8,000円
（テキスト代別）
【②パソコン「仕事に必要なワード＆
エクセル」講習】
Σ９月５日㈪～16日㈮（土・日曜日を除
く）午前10時～午後４時◎パソコン初
心者ψ先着15人＄３万8,000円

しごと
【③パソコン「パワーポイント２日でマ
スター」講習】
Σ９月10日㈯、11日㈰（全２回）午前９
時～午後５時◎簡単な文書作成など
ワードの基本操作ができる人ψ先着
20人＄１万6,000円
第４回 保育士就職支援研修会
　保育実践講座の他、最新の保育事
情も学びます。保育士・保育所支援セ
ンターの求人紹介や就職相談も実
施。Σ８月６日㈯午後１時～３時半♥
ふくふくプラザ（中央区荒戸３）￡指
導監査課α711-4262ω733-5718◎保
育所へ就職を希望する人、平成29年
３月に卒業見込みの学生ψ先着50人
程度＄無料β１～６歳、先着12人、無
料（７月29日までに要予約）θ市ホー
ムページに掲載、または７月11日から
同課（市役所13階）、情報プラザ（同１
階）、各区情報コーナー、各保育所な
どで配布するチラシで詳細を確認の
上、電話かファクス、メールで８月１日
までに同課へ。
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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	 ●小中学生は学校名・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。

※往復はがきの場合は、
返信用はがきに返送先
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
●応募多数のときは抽選

申し込み方法
（応募事項）

しごと 施設の情報



内容 対象年齢 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 35歳以上 600円
④胃内視鏡検査 40歳以上 1,800円

⑤乳がん検診 40～49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑥子宮けいがん検診 20歳以上 400円
⑦大腸がん検診 40歳以上 500円

⑧肺がん・結核検診 40歳以上 500円
喀痰細胞診検査 50歳以上 700円

⑨骨粗しょう症検査 40歳以上 500円
⑩歯周病予防検診 － 1,000円
　※女性医師DAY＝８月７日㈰、21日
㈰、27日㈯、28日㈰は⑥の検診を女性
医師が行います。①②⑤の健（検）診は
全日程女性医師および女性技師です。

アニメーション映画特集
３日㈬ ねずみのよめいり、他（11）展覧会の絵、他（２）

４日㈭ 太陽の王子ホルスの大冒険（11）森は生きている（２）　

５日㈮ おこんじょうるり、他（11）ねずみのよめいり、他（２）

６日㈯ 展覧会の絵、他（11）太陽の王子ホルスの大冒険（２）

７日㈰ 森は生きている（11）おこんじょうるり、他（２）
ベトナム映画特集
10日㈬ 少女と小鳥（11）　再会の約束（２）
11日㈷ 無人の野（11）　ティ・ダオ物語（２）
12日㈮ 射程内の街（11）　とんちんかんなボム（２）
13日㈯ 幸福になりたい（11）　遙かな旅（２）

14日㈰ 祈り（11）　天の網（２）
17日㈬ はるか遠い日（11）　パオの物語（２）

18日㈭ きのう、平和の夢を見た（11）少女と小鳥（２）
19日㈮ ティ・ダオ物語（11）　無人の野（２）

20日㈯ 再会の約束（11）とんちんかんなボム（２）

21日㈰ 射程内の街（11）きのう、平和の夢を見た（２）
24日㈬ 幸福になりたい（11）　遙かな旅（２）
25日㈭ 天の網（11）　パオの物語（２）
26日㈮ 祈り（11）　はるか遠い日（２）
　題名の横のかっこは開始時間。（11）＝午前
11時、（２）＝午後２時。料金など詳細は直接問
い合わせを。

内容・日時 費用
①初心者向き１枚の着物か
らアンサンブルと帽子　８／
４～25の木曜日（連続講座）
13:00～16:00

500円

内容・日時 定員
①親子で藍の生葉たたき染め　
８／３㈬10:00～12:00 10組

②じゃばらカードポーチとピ
エロのブローチ　８／５㈮、
12㈮（連続講座） 13:00～16:00

500円

③パッチワーク教室　８／９
～11／22の原則毎週火曜日
（連続講座） 13:00～16:00

1,500円

④着物で襟付きロングベスト 
　８／19㈮、26㈮（連続講座）
13:00～16:00

500円

⑤親子自然観察会と草木染
め体験　８／20㈯10:00～15: 
30

無料

⑥ハーブ入りリサイクルせっけ
ん作り　水曜日 10:30～11:30 無料

②親子で布ぞうり作り　８／６
㈯10:00～13:00 ５組
③親子でエコそうじ道具を作ろ
う　８／９㈫10:00～12:00 10組
④親子でエコクッキング　夏野
菜たっぷりのカレーで元気モリ
モリ　８／21㈰10:00～13:00

５組

⑤菜園相談会（生ごみリサイク
ル）　８／21㈰13:30～15:00

先着
10人

⑥親子で流木を使った物かけ作
り　８／23㈫10:00～12:00 10組
⑦フリーマーケットの出店　８
／28㈰10:30～13:00

20区
画

⑧おもちゃの病院（子ども向けお
もちゃ）　８／28㈰10:00～14:00

先着
10人

総合図書館映像ホール・シネラ８月上映スケジュール

総合図書館
〒814－0001 早良区百道浜３－７－１　☎852－0600 ω852－0609
♣午前10時～午後８時（日・祝休日は午後７時まで）♡月曜（祝休日のときは翌平日）、月末

女性の人生サポート講座「離婚手続き
とお金」
　財産の分与、慰謝料、年金分割など
の知っておくべき制度や手続きを弁
護士が説明します。離婚に関する法
律や税務の個別相談もあり。Σ８月27
日㈯午後１時半～３時半◎女性ψ先
着40人＄無料β６カ月～就学前、無
料（８月17日までに要予約）θ電話か
ファクス、メールに応募事項と託児希
望者は子どもの氏名・年齢を書いて
アミカスへ。

８月の催し
　一部講座で材料の持参が必要。詳
細は問い合わせを。◎市内に住むか
通勤・通学する人（⑤は小学生と保護
者）ψ①②④15人③12人⑤20組⑥各
日先着10人θ①～⑤はがきかファク
スで①②③７月22日④⑤８月５日（必
着）までに同施設へ。⑥電話かファク
スで７月20日～希望日の３日前に同施
設へ。

クリンパ！元気フェスタ＆リフレッシ 
ュ理科教室
　講演会「海のごみ、どこから来てど
こへいくのか？」やリサイクル工作な
どさまざまなイベントを実施。詳細は
問い合わせを。Σ８月28日㈰午前10時
～午後３時＄入場無料θ不要
８月の催し
　一部講座で材料の持参が必要。詳
細は問い合わせを。◎市内に住む人
（①～④⑥は小学生以下と保護者）
＄無料（⑧は部品代別）

ジュニアマリン体験教室
　ヨットやカヌーなど=写真。Σ８月２
日㈫、３日㈬、４日㈭午前10時～午後４
時◎市内に住む小学３年～中学生ψ
各先着16人＄1,500円θ来所で７月19
日午前10時以降に同施設へ。
ジュニアヨット教室
Σ８月14日㈰午前10時～午後４時◎ 
市内に住む小学
３年～中学生ψ
18人＄1,500円θ 
往復はがきで８
月１日（必着）ま
でに同施設へ（１
人１通）。

夏休み 森の工作教室
　油山の自然素材を使って工作をし 
ます=写真。Σ８月21日㈰午前10時～ 
午後３時◎小学生以上（中学生以下
は保護者同伴）ψ30人＄１人200円＋１ 
作品100円θ往復はがきに参加者全
員の応募事
項を書いて
７月29日（必
着）までに
同施設へ。
ホームペー
ジでも受け
付け。

アサガオ展
　変化アサガオ等約20種を展示。Σ７月
26日㈫～８月31日㈬＄無料（入園料別）
８月の講座・教室
　①園芸講座～バラの手入れと管理
～②親子体験教室～葉脈標本づくり
～。Σ８月①18日㈭②20日㈯午後１時
半～３時半◎①不問②小学生と保護
者ψ①50人②18組＄無料（入園料別）
θ往復はがきかファクスで実施日の２
週間前（必着）までに同園へ。ホーム
ページでも受け付け。

休日＆ナイト健診（総合健診）
Σ①～⑧８月７日㈰、17日㈬、21日㈰、
27日㈯、28日㈰いずれも午前９時～10
時（水曜日は午後６時～７時）⑨８月７
日㈰午前９時～10時⑩８月28日㈰午前
10時～11時◎市内に住む人。①は市
国民健康保険加入者、⑧の喀痰（かく
たん）細胞診検査は、肺がん・結核検
診受診者で喫煙など一定の条件に該
当する人＄一部減免ありβ３カ月～
小学３年生、500円（希望日の４日前ま
でに要予約）θ電話で同センターへ。

男性が学ぶ法律講座「離婚」
　離婚の手続きや法律について弁護
士が説明します。Σ９月７日㈬午後７
時～９時￡アミカス相談室☎526-3788
ω526-3766◎男性ψ先着30人＄無料
β６カ月～就学前、無料（８月27日まで
に要予約）θ電話かファクス、メール
に応募事項と託児希望者は子どもの
氏名・年齢を書いて同相談室へ。

おいでよ絵本ミュージアム
　テーマは「しあわせなじかん」。絵本
約1,000冊と原画の展示の他、期間中
は毎日ワークショップなども開催。Σ
７月26日㈫～８月21日㈰午前10時～午
後６時（入場は午後５時半まで。会期
中無休）￡西日本新聞イベントサー
ビス☎711-5491ω731-5210 ※会期中
は同美術館へ問い合わせを＄一般
1,000円、高大生700円、小・中学生500
円、未就学児無料

アミカス（男女共同参画推進センター）
〒815－0083 南区高宮３－３－１　☎526－3755 ω526－3766
Ω amikas@city.fukuoka.lg.jp Π http://amikas.city.fukuoka.lg.jp/
♣午前９時半～午後９時半（日・祝休日は午後５時まで）
♡毎月第２・最終火曜（祝休日のときは翌平日）

健康づくりサポートセンター （あいれふ4階）
〒810－0073 中央区舞鶴２－５－１　☎７５１－２８０６ ω７５１－２５７２
♣午前９時～午後５時 Π www.kenkou-support.jp/

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　☎882－３１９０ ω882－4580
♣午前10時～午後５時 ♡月曜（祝休日のときは翌平日）

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４－13－42　☎６４２－４６４１ ω６４２－４５９８
♣午前10時～午後５時 ♡月曜（祝休日のときは翌平日）

児童および幼児動物画コンクールの作
品を募集
　園内の動物や風景を描いた作品を
募集。画用紙は園内で無料配布（１人
１枚）【規定】四つ切り画用紙（38㌢×
54㌢）。画材はクレヨン、水彩など。◎
幼児、小学生＄無料θ作品の裏に応
募事項（幼児は所属する施設名・組名
も記入）を書いて郵送か持参で８月31
日（必着）までに同園へ。団体の場合
は作品の裏に代表者の応募事項と団
体名を書いて９月２日（必着）までに同
園へ。

夏休みこども博物館
　実物大の金印のレプリカ（複製品）
=写真=を、当時のように使う体験を
します。Σ８月６日㈯午後１時半～３
時、７日㈰午前10時～正午、午後１時
半～３時
◎小学生
と保護者
＄無料θ
不要

動物園
〒810－0037 中央区南公園１－１ 
☎531－1968 ω531－1996
Π http://zoo.city.fukuoka.lg.jp/
♣午前９時～午後５時（入園は午後４時
半まで）♡月曜（祝休日のときは翌平日）

市博物館
〒814－0001 早良区百道浜３－１－１
☎845－5011 ω845－5019
♣午前９時半～午後５時半、７月22日
～８月27日は日・祝休日を除き午後７
時半まで開館（入館は閉館30分前ま
で）♡月曜（祝休日のときは翌平日）

アジア美術館
〒812－0027 博多区下川端町３－１
リバレインセンタービル７・８階
☎263－1100 ω263－1105
♣午前10時～午後８時（入館は午後７
時半まで）♡水曜（祝休日のときは翌
平日）※７月27日、８月３日、10日、17日
の水曜日は開館します。

市ヨットハーバー
〒819－0001 西区小戸３－58－１
☎882－2151 ω881－2344
♣午前９時半～午後６時（４月～９月） 

油山市民の森・自然観察の森
〒811－1355 南区桧原855－４
☎871－6969 ω871－6909
♣午前９時～午後６時
Π www.shimi-mori.com/

植物園
〒810－0033 中央区小笹５－１－１ 
☎522－3210 ω522－3275
Π http://botanical-garden.city.
fukuoka.lg.jp/♣午前９時～午後５時
（入園は午後４時半まで）♡月曜（祝
休日のときは翌平日）
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