
※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）がか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

市立高等学校合同文化発表会
￡同発表会実行委員会（福翔高校内）α565-1670ω565-1721＄無料θ不要　福
翔・博多工業・福岡女子・福岡西陵４校合同で開催する文化発表会。【ステージ
発表】①管弦楽部や吹奏楽部の演奏。４校合同オーケストラと合唱団による「第
九」の演奏・合唱②ギター・バンド演奏や和太鼓等の演奏、ダンスなど。Σ12月①
23日（金・祝）②24日㈯午後２時から（開場は午後１時半）♥西市民センター（西区
内浜１）【作品展示】授業や部活動（美術部、写真部等）などの作品を展示。Σ来年
１月６日㈮～８日㈰午前10時～午後５時♥市役所１階多目的スペース

市観光案内ボランティア 黒田家ゆかりの地まち歩き
　①福岡藩の藩祖・黒田官兵衛から十代藩主までの墓所を訪ねます。②古地図
を使って城下町福岡の名残をたどりながら天神周辺を歩きます。Σ①12月21日
㈬②来年１月23日㈪午前10時～午後０時半♥集合は①東長寺（博多区御供所
町）②市役所１階ロビー観光案内ボランティアカウンター前￡福岡観光コンベ
ンションビューローα733-5050ω733-5055ψ各先着20人＄500円、小学生以下無
料（保護者同伴）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希望日、代表者名を書いて12月５日午前10時以降に問い合
わせ先へ。

健康づくりサポートセンターの催し
♥①②④⑤同センター（中央区舞鶴２）③大濠公園（中央区）￡同センターα751-
2806ω751-2572θ電話で12月１日～希望日の２日前に同センターへ。

パソコンで作ろう年賀状教室講座
教室

催し 博多っ子杯インドア・アーチェリー大会（観覧案内）

催し わんにゃんよかイベント in ふくおかどうぶつ相談室

催し 東障がい者フレンドホームの催し催し ジャズ イン 福岡城～クリスマススペシャル～

催し 城南障がい者フレンドホーム「ふれあい広場クリスマス
会」

催し 西区男女共同参画フェスティバル

催し 市民総合防災訓練
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　犬の手入れやしつけ相談、犬猫の譲渡相談、犬との触れ合い体験な
ど。犬の同伴可。雨天の場合は内容変更あり。Σ午前10時～午後２時♥
￡ふくおかどうぶつ相談室（西区内浜１）α891-1231ω891-1259＄無料
θ不要

　市域内に大規模地震が発生したという想定で、地震発生時の初動対
応の確認、避難所運営と避難所生活の体験・学習を行います。各防災
関係機関による展示もあり。Σ午前10時～午後０時20分（開場は午前
９時半）♥マリンメッセ福岡（博多区沖浜町）￡防災・危機管理課α711-
4056ω733-5861＄無料θ不要

　人形劇団「ピンコピン」による公演とお楽しみ抽選会。Σ午後２時～３
時半♥￡同ホーム（城南区南片江２）α861-1180ω861-1123◎市内に住
む障がい児・者などψ先着100人程度＄200円θ電話か来所で12月１日
以降に同ホームへ。

　博多工業高校の生徒がパソコンによる年賀状のデザインの仕方を
教えます。Σ12月10日㈯、11日㈰①午前10時～正午②午後１時～４時

（各回開始30分前から受け付け）♥市役所１階多目的スペース￡同高
校α862-6575ω862-8346ψ各日先着①20組②50組＄無料θ不要

　西区男女共同参画推進奨励賞の表彰式、朗読劇「スーパーは地域の
情報網」、女性の雇用や働き方の改革を積極的に進めるふくや代表取
締役社長の川原正孝氏による講演。Σ午後１時半～３時半♥西市民セ
ンター（西区内浜１）￡西区振興課α895-7033ω885-0467ψ先着800人
＄無料β１歳～就学前、無料（希望者は事前に問い合わせを）θ不要

　身体障がいのある人とない人が同じ競技ルールで練習の成果を競
うアーチェリー大会。Σ午前９時半から（受け付けは午前９時から）♥さ
ん・さんプラザ（南区清水１）￡市障がい者スポーツ協会α781-0561ω
781-0565＄無料θ不要

　①クリスマス会（工作・茶話会・お楽しみステージ）②餅つき大会。Σ
12月①11日㈰午後１時～４時②18日㈰午前11時～午後１時♥￡同ホー
ム（東区松島３）α621-8840ω621-8863◎市内に住む障がいがある人や
介助者などψ先着①30人②150人＄①500円②無料θ電話かファクス、
来所で12月１日以降に同ホームへ。

　福岡城跡でジャズコンサートを開催。詳細は問い合わせを。Σ午後
２時～３時♥￡三の丸スクエア（中央区城内）α720-7510ω720-7511Π
http://sannomarusquare.com/ψ先着80人程度（うち、椅子席は先着50人、
要整理券）＄無料θ椅子席の整理券は午後１時半から配布（１人１枚）。

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

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。

　※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（12月前半の日曜日）
12月４日㈰
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
12月11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

歯科急患診療所（中央区大名一丁目）
　日・祝日の急患診療を歯科急患診療所（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
＝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（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・祝日の
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

催 し

催 し

催 し

内容 日時 対象・定員 費用
①楽しくおいしく健康
料理教室 12／10㈯10:00～13:30 先着24人 1,000円（食事付き）

②１日糖尿病教室（食
事療法、運動療法） 12／17㈯９:45～16:00 先着20人 1,000円（食事付き）

③ニコニコペース健康
教室（ウオーキング）

12／17㈯（毎月第３土曜
日開催）14:00～16:00 － 年会費2,000円

（参加体験は無料）
④30歳代のヘルシース
クール（個別健康相談）12／18㈰14:00～16:00 先着10人 無料

⑤やせナイト塾（生活
習慣改善教室）

来年１／５～26の木曜日
（全４回）19:00～21:00　
※初回に体力測定実施。
３カ月後にフォロー教室
開催（無料）

18歳以上で
運動に支障
の な い 人・
先着15人

1,000円

募集 催し 講座
教室 講演福岡市政だより
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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。



博多障がい者フレンドホームの催し
♥￡同ホーム（博多区西月隈５）α586-1360ω586-1397θファクスか来所で申込
用紙を入手の上、各開催日１週間前までに同ホームへ。

ロボスクエアの催し
　以下の催しはいずれも観覧自由。♥￡ロボスクエア（早良区百道浜２）α821-
4100ω821-4110＄無料θ不要

楽水園「モダンクリスマスリース作り教室」講座
教室

つきなみ講座「市美術館の黒田資料」講座
教室

ジュニア・スカッシュ体験教室（初心者向け）講座
教室

今津リフレッシュ農園「しめ縄・門松教
室」

講座
教室

松風園 華道教室「草月流　お正月花」講座
教室

催し 普段は入れない福岡城の建物内部を英語（日本語）で案内12/
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●土

12/
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　しめ縄を使って和と洋を取り入れたクリスマスリースを作ります。
Σ午後１時～３時♥￡同園（博多区住吉２）α・ω262-6665ψ先着10人
＄3,000円θ電話かファクスで12月１日以降に同園へ。

　福岡城跡にある下之橋御門、祈念櫓（やぐら）、多聞（たもん）櫓、（伝）
潮見櫓の内部について英語と日本語で案内します。小学生には福岡
城おもしろマップを、英語での参加者には英語版福岡城マップをプレ
ゼント。Σ12月17日㈯、来年１月28日㈯午後１時半～４時♥集合は鴻臚館

（こうろかん）跡展示館前（中央区城内）￡福岡歴史探訪ガイド事務局・
井上α・ω771-6773◎小学生以上（小学生は保護者同伴）ψ▷英語＝先
着20人▷日本語＝先着40人＄500円、小学生無料θ往復はがき（〒810-
0064中央区地行３-22-13）に参加者全員の応募事項と希望日、英語か日
本語の希望を書いて12月１日以降に同事務局へ。

　国登録有形文化財である箱嶋家住宅で、博多町人文化連盟会員・青
山舟月氏による阮咸（げんかん）の演奏と弾き語りを行います。Σ午後
２時～３時半♥箱嶋家住宅（東区馬出２）￡箱嶋α090-5043-2107ω651-
1062ψ先着30人＄1,000円θ電話で12月１日以降に問い合わせ先へ。

Σ①午前10時～10時50分、午前11時～11時50分②正午～午後１時、午
後１時10分～２時10分♥リバティスカッシュコート（博多区石城町）￡市
スカッシュ協会α282-9336◎市内に住む①小学１～３年生②小学４年
～高校生ψ各６人＄500円θ往復はがき（〒812-0032博多区石城町21-
22 松岡宛て）に応募事項と学校名、学年、保護者氏名を書いて12月13日

（必着）までに同協会へ。

Σ午後１時～４時♥￡同農園（西区今津）α806-2565
ω806-2570ψ先着15組＄１組500円θ12月９日以降

（午前８時45分～午後５時）に電話で同農園へ。

　市美術館（リニューアル休館中）が収蔵する黒田家に関わる美術工
芸品の一部を紹介します。Σ午後３時～４時（受け付けは午後２時半か
ら）♥市博物館（早良区百道浜３）￡市美術館学芸課α714-6051ω714-
6145ψ先着30人＄無料θ不要

　抹茶サービス付き。Σ午前10時～正午♥￡同園（中央区平尾３）α・
ω524-8264ψ先着15人＄3,500円θ電話で12月１日以降に同園へ。

緑のコーディネーターによる体験講座「フラワーアレン
ジメント」

講座
教室

外国人学生が語るふるさとの街と福岡講座
教室

催し 西部運動公園「チャリティー・ベースボールフェスタ」

催し ふくおか海と森ふれあいマルシェ12/
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12/
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●木

12/

16
●金

12/

17
●土

　脇山校区（早良区）の無農薬米を使った餅や「ポン菓子」の無料配布
（各先着300人程度）、市内産農水産物の直売の他、クリスマス・正月の
飾り作りも行います。Σ午前10時～午後３時♥電気ビル共創館みらい
広場（中央区渡辺通２）￡政策企画課α711-4841ω733-5583＄入場無料
θ不要

　クリスマスのフラワーアレンジメントを作ります。Σ午後２時～４時♥
西市民センター（西区内浜１）￡市緑のまちづくり協会みどり課α822-
5832ω822-5848Πwww.midorimachi.jp/ψ20人＄1,500円θはがき（〒814-
0001早良区百道浜２-３-26）かファクスで12月６日（必着）までに同課へ。
ホームページでも受け付け。

　福岡ソフトバンクホークスの選手と一緒に野球の楽しさを体験する
イベント。写真撮影や野球教室、質問コーナーなど。Σ午前10時～午後
１時♥￡同公園（西区飯盛）α811-5625ω811-0549◎小学生（個人）、少
年野球チーム（20人以内）ψ先着100人＄１人1,000円θ電話で12月１日
以降に同公園へ。

　チェコのオストラバ出身で西南学院大学のクリスティーナ・マトウ
シュコワーさんが日本語で話します。Σ午後６時半～８時♥￡福岡よ
かトピア国際交流財団（博多区店屋町 市国際会館４階）α262-1799ω
262-2700ψ先着50人＄500円（外国人学生は無料）θ電話かファクス、
メール（attaka@rainbowfia.or.jp）で12月１日以降に同財団へ。

催し 民話の世界へのいざないシリーズ～絶世の美女八
や ち よ

千代姫
と非業の死を遂げた米

よねいちまる

一丸と母親の悲しい物語～

アンスティチュ・フランセ九州 フランス語冬季講座体験
レッスン

講座
教室

12/

14
●水 Σ12月14日㈬午後７時、17日㈯午後１時、来年１月５日㈭午後２時、７日㈯

午前11時、26日㈭午後２時、27日㈮午後７時、28日㈯午後３時半から（各
１時間）♥￡アンスティチュ・フランセ九州（中央区大名２）α712-0904ω
712-0916＄無料θ電話かメール（kyushu@institutfrancais.jp）に応募事
項と希望日を書いて問い合わせ先へ。

催 し

内容 日時 定員 費用
七草かゆ作り＆新春書き初め 来年１／５㈭10:30～13:00 20人 300円
新春餅つき大会 来年１／21㈯10:30～14:00 30人 400円
節分豆まき＆恵方巻き作り 来年１／29㈰10:30～14:00 20人 500円

催 し

ビデオ『人類宇宙への挑戦』上映会 日時
日本人宇宙飛行士、スペースシャトルで宇宙へ 12／３㈯13：30～14：35
NASA宇宙時代の幕開け 12／28㈬14:00～15:00
アポロの時代 12／28㈬16:00～17:00
人類月に立つ アポロ11号 12／30㈮10:30～11:20
アポロ 困難の克服～月面探査まで 12／30㈮13:00～14:05
困難からの回復～スペースシャトル・ハイライト 12／30㈮14:30～15:40
スペースシャトルのミッション 12／30㈮16:00～17:10

イベント 日時
ロボメカデザインコンペ（ロボットの企画を審査するコン
テスト） 12／10㈯13：15～16：00

ロボカップジュニア福岡ノード大会（19歳以下のロボット
製作者による自律型ロボットのサッカー競技会） 12／18㈰10:45～16:00

YOKAロボまつり バトル大会（二足歩行ロボットが１対１で
戦います）

12／23（金・祝）13:00～16 
:00

しめ縄

●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）
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かなたけの里公園「里の年末祭・ＪＡ金武支店ふれあい
青空市共同開催！」

Σ12月17日㈯午前10時～午後３時♥￡同公園（西区金武）α・ω811-5118θ不要

福岡・アトランタ青少年訪問団員を募集
　ホームステイや学校体験入学などを実施します。助成金あり。詳細は問い合
わせを。Σ来年３月18日㈯～27日㈪♥アメリカ合衆国アトランタ市￡国際交流
課α711-4023ω733-5597◎市内に住むか通学する高校生ψ６人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
書を郵送か持参で12月20日（必着）までに同課へ。選考試験あり。

「福岡市政だよりWEB版」のご案内
　パソコンやスマートフォンを利用してインターネットで市政だよりが読め
ます。市政だよりの記事、情報BOX、各区版等でジャンルを分類。「健康」「しご
と」等のカテゴリごとで検索ができます。また、人気記事や気になる記事のラン
キングも掲載します。「福岡市政だよりWEB版」で検索してください。￡広報課
α711-4016ω732-1358

早良障がい者フレンドホームの教室講座
教室

おはようスケート教室・おはようボウリング教室講座
教室

催し 立花寺緑地リフレッシュ農園「年末感謝祭」

催し タグホイヤー　タグラグビーフェスタ

催し ラグビーワールドカップ開催1,000日前　トップリーグ
観戦先着1,000人無料招待

催し ファミリークリスマス in 福岡

催し 筑前琵琶演奏会～きゃふんとべべん、仙厓和尚と音あそ
び～

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 冬の歌を歌いましょう（懐かしい歌を中心に）

12/

23
●●金・祝

12/

24
●土

12/

22
●木

12/

26
●月

2017
1/

7
●土

12/

25
●日

　豚汁の無料提供（午前11時から、先着200人）や農産物直売コーナー
（野菜や果物等の販売、餅つき実演販売）、じゃんけん大会、輪投げ
大会など。Σ午前10時～午後３時♥￡同農園（博多区立花寺２）α587-
0881ω587-0883＄入場無料θ不要

　福岡のラグビーチームが出場する２試合を観戦できます。Σ午前11
時半から♥レベルファイブスタジアム（博多区東平尾公園２）￡国際ス
ポーツ大会担当α711-4938ω733-5595◎市内に住む人で構成する２～
５人のグループ（１人での申し込み不可）ψ先着1,000人＄無料θはがき

（〒810-8620住所不要）かファクス、メール（kokusai-sports.CAB@city.fu
kuoka.lg.jp）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名を書いて12月１
日～12日（必着）に同課へ。当選者のみチケット引換券を郵送。

　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。

　友泉亭公園園長によるチェロとバイオリンの伴奏で冬の歌やクリス
マスの歌を歌います。Σ午後２時～３時♥￡同公園（城南区友泉亭）α・
ω711-0415ψ先着50人＄無料（入園料別）θ不要

　子育て中の家族向けクリスマスパーティー。赤ちゃんハイハイレー
スや手押し車を使ったカタカタレースなどのステージプログラム、大
抽選会など。Σ午前11時～午後３時半♥みらいホール（中央区渡辺通２ 
電気ビル共創館４階）￡「子づれ DE CHA・CHA・CHA！」編集部α751-8830ω
751-8831Πhttp://chachacha.asia/event/xmas/◎福岡都市圏に住む子
育て中の家族＄１家族1,000円（当日は200円増し）θ電話で問い合わせ
先へ。ホームページでも受け付け。

　ユーモラスな絵で知られる仙厓義梵（せんがいぎぼん）の作品をモ
チーフにした楽曲などを演奏します（解説付き）。未就学児入場不可。
Σ午後１時、４時半から♥アクロス福岡円形ホール（中央区天神１）￡
市文化芸術振興財団α263-6266ω263-6259ψ各100人＄一般1,500円、
ユース（25歳以下）1,000円θ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 ※水曜日、12月26日～来年１月１日は
休館)、チケットぴあなどでチケット販売中。

　①ときめキッズ教室。ケーキ作りやアイススケートなどをします。②
スポーツマスター教室（鉄棒・マット編）。Σ①12月23日（金・祝）、来年１月８
日㈰、２月11日（土・祝）午前10時～午後３時（全３回）②来年１月６日㈮午後１
時半～３時♥￡同ホーム（早良区百道浜１）α847-2761ω847-2763◎市
内に住む①発達障がいのある小学生②障がいのある小学生ψ①５人
②８人＄①実費②無料θ電話か来所で12月１日～10日に同ホームへ。

　小学生～社会人を対象とした、初心者も楽しめるタグラグビー教室
です。チームでの参加も可。Σ午前９時～11時半♥博多の森陸上競技
場 補助グラウンド（博多区東平尾公園２）￡県ラグビーフットボール協
会・結城α090-7166-1729ω715-0585＄無料θはがき（〒810-0073中央区
舞鶴３-７-13）かファクスに代表者の住所・電話番号・メールアドレスと、
参加者全員の氏名・年齢（学年）・性別・生年月日を書いて12月15日（必
着）までに同協会へ。

　①スケート教室②ボウリング教室。Σ12月26日㈪、27日㈫①午前９
時～10時②午前９時～11時（いずれも全２回）♥パピオ（博多区千代１）
￡①パピオアイスアリーナα633-2468ω633-2499②パピオボウルα
633-2500ω633-2498◎①小学生②小中学生ψ①100人②先着50人＄①
2,500円②1,500円θ①はがき（〒812-0044博多区千代１-15-30）に応募事
項と生年月日、性別を書いて12月９日（必着）までに問い合わせ先へ。②
電話で問い合わせ先へ（受け付け中）。

催し 子どもクリスマス会～人形劇と昔遊び体験～

　幼児～小学生向け（幼児は保護者同伴）に、けん玉やおはじきなどの
昔遊びをしながら進んでいく「体験型巨大すごろく」、人形劇、工作など
を実施します。Σ午前11時～午後３時♥￡中央市民センター（中央区
赤坂２）α714-5521ω714-5502＄無料θ不要

催 し

内容 時間 定員 費用

餅つき体験（１人当たり餅３個を食べられます）10:00～ なくなり次第
終了 100円

しめ縄作り教室 10:00～12:00 先着20組程度 300円
里のトラック市（野菜などを販売）

10:00～ なくなり次第
終了 実費餅の販売

飲食・特産品（野菜など）販売コーナー
豚汁の振る舞い 12:00～ 先着200食 無料
門松作り教室 13:00～15:00 先着50組程度 300円

市農山漁村地域活性化セミナー講座
教室

12/

21
●水 　テーマは産直市場。ビジネスの成功事例を学び、地域特性を生かし

た「産直のカタチ」を考えます。終了後に交流会（参加費300円）あり。
Σ午後６時半～９時半♥スタートアップカフェ（中央区今泉１）￡ダイ
スプロジェクトα403-0086ω403-0087ψ50人＄無料θファクスかメール

（info@anaba-na.com）に氏名、電話番号、メールアドレス、団体に所属す
る人は団体名・役職を書いて12月14日までに問い合わせ先へ。

募 集

広報課からの
お知らせ

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

募集 催し 講座
教室 講演福岡市政だより
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アラカン（60歳前後）の人たちが考案したR60倶
く ら ぶ

楽部
の催し

♥①③④あいれふ（中央区舞鶴２）②なみきスクエア（東区千早４）￡R60倶楽部
事務局α401-3456（平日の午前10時～午後５時）ω739-6081θ電話かファクス、
メール（info@r60festa.jp）で同事務局へ（①②は受け付け中、③④は12月１日以
降受け付け）。

花畑園芸公園の講座・教室
♥￡同公園（南区柏原７）α565-5114ω565-3754　【園芸講座】①「キウイフルー
ツ・ブドウのせん定と冬期管理」②「コンニャクの作り方講習」。コンニャクイモ
の栽培方法からコンニャク作りまでを学びます。Σ12月①10日㈯②17日㈯午後
１時半～３時半ψ先着①60人②50人＄①無料②300円θ電話で12月①３日②10
日以降に同公園へ【アートフラワーで作ろう！お正月のしめ縄教室】アートフ
ラワー（布製の造花）でしめ縄を作ります。Σ12月11日㈰午後１時半～３時ψ先
着20人＄1,000円θ電話で12月４日以降に同公園へ。

太田宏介作品展
　自閉症の画家・太田宏介の作品を展示する他、同氏と一緒にクリスマスカー
ドを作るワークショップ（午後１時から）も実施します。Σ11月29日㈫～12月４
日㈰午前10時～午後５時♥NHKギャラリー（中央区六本松１ NHK福岡放送セン
タービル２階）￡アート企画α433-5162ω433-5163＄無料

九電記念体育館「初心者ピラティス教室」講座
教室

高齢者パソコン教室（初心者向け）講座
教室

時短！カンタン！あさごはん！講座
教室

初心者スケート教室講座
教室

適塩料理レッスン講座
教室

キッズサッカー教室講座
教室

福岡ファミリー・サポート・センター会員養成講習会講座
教室

催し パーキンソン病講演会＆樋口了一ポストマンライブ

催し J:COM福岡×NHK福岡プレゼンツ「バレンタイン・クラシッ
クコンサート」

1/

11
●水

2/

14
●火

1/

12
●木

1/

15
●日

1/

14
●土

1/
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●木

1/
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●火

2/
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●●土・祝

Σ来年１月11日～３月15日の水曜日（連続講座）午後１時～２時半♥￡
同体育館（中央区薬院４）α524-3906ω524-3911◎18歳以上（学生を除
く）ψ20人＄6,500円θ往復はがき（〒810-0022中央区薬院４-14-１）で12
月15日（必着）までに同体育館へ。

　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。Σ来年２月14日㈫～22日㈬（20日を除く。連続
講座）午前９時半～正午♥￡老人福祉センター若久園（南区若久６）α
511-7255ω511-7558◎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12月１日～来年１月13日に同園へ。休園日は月曜
日、祝日、12月31日㈯～来年１月３日㈫、１月10日㈫。

　スケートの滑り方の基礎や技術向上のための指導を行います。Σ来
年１月14日～３月25日の土曜日（２月11日を除く。連続講座）午前10時～
11時半♥パピオアイスアリーナ（博多区千代１）￡市スケート連盟・青
木α080-6419-0243ω845-1960◎５歳以上ψ先着80人＄高校生以上１万
3,800円、５歳～中学生１万800円θ往復はがき（〒814-0006早良区百道２
-１-717）に応募事項（学生は学年も記入）と性別、高校生以下は保護者
氏名を書いて12月１日以降に同連盟へ。

Σ来年１月17日～２月７日の火曜日（全４回）午後３時40分～５時♥九電
記念体育館（中央区薬院４）￡わかばスポーツ＆カルチャークラブα
843-3160ω821-4658◎市内に住むか通学・通園する４歳～小学１年生ψ
40人＄4,000円（保険料800円別）θはがき（〒814-0104城南区別府７-７
-32-103）で来年１月10日（必着）までに同クラブへ。

　NHK交響楽団を中心としたメンバーによる子どもも楽しめる室内楽
コンサート。Σ午後４時～５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）￡J:COM福岡αフリーダイヤル0120-999-000ω201-
1110Πwww.myjcom.jp/fukuoka/nhk2017ψ1,400人＄無料θ詳細をホー
ムページで確認するか問い合わせの上、来年１月12日（必着）までに申
し込みを。

　塩分の適量を学び、グループで調理実習をします。Σ午前10時半～
午後１時半♥ふくふくプラザ（中央区荒戸３）￡健康増進課α711-4374
ω733-5535◎市内に住むか通勤・通学する18歳以上ψ25人＄無料β３
カ月～就学前、10人程度、無料θ往復はがき（〒810-8620住所不要）に
応募事項と託児希望者は子どもの氏名・年齢（月齢）・性別を書いて12
月27日（消印有効）までに同課へ（１人１通）。

　▷午前の部（午前９時半～正午。無料）＝個別医療相談会、リハビリ体
操▷午後の部（正午～午後３時半。500円）＝医療講演会と音楽ライブ。
講演会は福岡大学病院 神経内科教授の坪井義夫氏による「パーキン
ソン病の最新の治療」。ライブはパーキンソン病患者であり、音楽活動
を続けている樋口了一氏が出演。♥東市民センター１階（東区千早４）
￡全国パーキンソン病友の会福岡県支部福岡東ブロック・稲富α090-
7534-8080ω409-9348ψ各先着500人（個別医療相談会のみ事前予約。
先着20人）θ個別医療相談会は電話かファクスで12月１日以降に問い
合わせ先へ。

　育児の援助をしたい提供会員と、育児を援助したり（提供）受けたり
（依頼）する両方会員になるための講習会。Σ来年１月19日㈭、24日
㈫、30日㈪午前10時～午後２時半（30日は午後３時まで。全３回）♥ふく
ふくプラザ（中央区荒戸３）￡福岡ファミリー・サポート・センターα736-
1116ω751-1524◎市内に住み、心身共に健康で自宅で安全に子どもを
預かることができる人ψ先着100人＄無料β６カ月～就学前、20人、無料

（来年１月11日までに要予約）θ電話かファクスで12月１日以降に同セ
ンターへ。

催 し

内容 日時 定員 費用
①「年越しそばに間に合う そば打ち教室」（初心者も
参加できます）

12／10㈯
10:00～14:00

先着
30人 1,500円

②「ちゃーりーのマジック教室」（手品を学びます） 12／10㈯
13:30～15:00

先着
15人 2,000円

③「100年家族史ビデオを作ろう 体験入学＆説明会」
（ビデオ制作講座）

12／13㈫
14:00～16:00

先着
15人 無料

④「心も身体（からだ）もランランラン～タッピング
タッチ（指を使って左右交互に軽くタッチするケアの
手法）＆へそヒーリング体験会～」

12／20㈫
10:00～12:00

先着
18人 1,000円

らくらくパソコン教室講座
教室

1/

10
●火 　基礎、中級、インターネット、初級画像処理、お絵かき講座の５講座。

Σ来年１月10日㈫～３月27日㈪ ※１回２時間、日程は講座により異なる
♥地下鉄馬出九大病院前駅構内（東区馬出２）￡シニアネット福岡α・
ω632-0311（月～金曜日の午前９時半～午後３時、土曜日の午後０時40
分～３時）◎20歳以上の初心者、中級者ψ各10人＄１回1,000円（テキス
ト代別）θ詳細を問い合わせの上、電話かファクスに応募事項と希望
講座名・開講曜日を書いて12月22日までに問い合わせ先へ。

1/

26
●木 　簡単で、栄養バランスの取れた朝食を作ります。Σ午前10時半～午

後１時♥ふくふくプラザ（中央区荒戸３）￡健康増進課α711-4374ω
733-5535◎市内に住むか通勤・通学する18歳以上ψ25人＄無料θ往復
はがき（〒810-8620住所不要）に応募事項と受講日を書いて来年１月12日

（消印有効）までに同課へ（１人１通）。

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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「おや？何かおかしい」と感じたら110番！
　年末年始は、市内でさまざまなイベントが開催されます。服
装や持っている荷物が場にそぐわない人、周囲をきょろきょろ
と不自然に見回している人、持ち主や置かれた状況が判明しな
い物など、不審な人・物を見かけた際は、迷わず110番通報して
ください。￡県警警備課危機管理対策室α・ω641-4141（代表）

み】12月１日以降（土・日曜日を除く）
の午前10時～午後４時に同課（早良区
百道浜２）で配布する申請書を12月15
日までに同課へ持参。申請書はホー
ムページにも掲載。
第10次市交通安全計画を策定
￡生活安全課α711-4061ω711-4059　
同計画の策定に当たり募集した意見
と併せて公表します。【閲覧・配布】12
月１日～28日に同課（市役所７階）、情
報公開室（同２階）、情報プラザ（同１
階）、各区情報コーナー、各出張所で。
市ホームページにも掲載。
全国生活のしづらさなどに関す
る調査にご協力を

　厚生労働省の委託で、生活のしづ
らさなどに関する調査を行います。
12月１日から必要に応じて調査員（調
査員証を携行）が国の指定地域の世
帯を訪問します。厚生労働行政の基
礎資料となる重要な調査ですので、
ご協力をお願いします。￡障がい者
在宅支援課α711-4248ω711-4818
海っ子山っ子スクールの転入学
希望者を募集

　「海っ子山っ子スクール」は自然に
恵まれた環境にある小規模校に通学
できる制度です。実施校=下表=で、
来年４月からの転入学希望者を募集
します。￡教育支援課α711-4636ω73 
3-5780◎市内に住み、公共交通機関
を利用して原則60分以内で通学でき、
１年以上通学できる人。他要件ありθ
11月25日から市ホームページに掲載、
または同課（市役所11階）で配布する
申込書を郵送か持参で12月13日（消
印有効）までに同課へ。

総合西市民プール12月度定期点
検日の変更

　同プールは12月27日㈫から年末休
館に入るため、12月19日㈪が定期点
検日となり休館します。￡同プール
α885-0124ω885-6016

介護予防教室実施業務の受託事
業者を募集
￡福祉・介護予防課α733-5346ω733-
5587　【業務内容】高齢者を対象とし
た介護予防教室の実施運営【契約期 
間】来年４月１日～平成30年３月31日
【申し込み】12月１日から市ホームペ 
ージに掲載する募集要項で詳細を確
認の上、必要書類を12月16日～来年１
月16日（必着）に同課へ。　
健康運動指導士派遣業務の受託
事業者を募集
￡福祉・介護予防課α733-5346ω733-
5587　【業務内容】介護予防に取り組
む高齢者団体を支援するため、健康
運動指導士を派遣【契約期間】来年４
月１日～平成30年３月31日【申し込み】
12月１日から市ホームページに掲載
する募集要項で詳細を確認の上、必
要書類を12月16日～来年１月16日（必
着）に同課へ。　
就学困難な小・中学校の入学予
定者に入学準備金を援助します

　経済的な理由により就学が困難な
子どもの保護者に、入学準備金を支
給します。【対象】来年４月に国・県・市
立の小・中学校に入学予定の子ども
がいる世帯で▷生活保護の廃止、停
止を受けたが、なお経済的に困窮して
いる▷市民税が非課税または減免の
適用を受けている▷国民年金または
国民健康保険の保険料の全額減免を
受けている―など。詳細は問い合わ
せを。￡教育支援課α711-4693ω733-
5780、各学校θ来年１月４日～31日に
必要書類を持参で同課、または各学
校へ。
南体育館を再開館します

　大規模改修工事のため休館してい
た同体育館が来年４月１日㈯から開館
します。開館後の体育館利用の予約
受け付けを来年１月１日から公共施設
予約案内システム（コミネット）で開始
します。￡スポーツ振興課α711-4099
ω733-5595、同体育館α552-0301ω55 
2-0302
放送大学平成29年４月入学生を
募集

　同大学は、BSデジタル放送等で授
業を行う国が所管する通信制の大学 
です。幅広い分野の科目を自宅で学
ぶことができます。教養学部（15歳以
上）と大学院（18歳以上）の学生を募
集。￡同大学福岡学習センターα585-
3033（フリーダイヤル0120-864-600）ω 
585-3039Πwww.ouj.ac.jpθ電話やホー 
ムページなどで募集要項を請求の
上、郵送で12月１日～来年３月20日（必
着）に同大学へ。ホームページでも受
け付け。
「博多港ポートガイド」を募集
￡博多港振興協会α271-1378ω282-4 
757　博多港の市民見学会（港見学ツ 
アー）での説明や海・港に親しむ事業 
での業務、博多港のＰＲを行う市民ボ

12月の４日間、地下鉄の運行時
間を延長します

　12月２日㈮、９日㈮、16日㈮、22日㈭
は、通常の終電より30分遅い臨時列
車を運行します。臨時列車の運行によ
り、天神駅での最終列車は筑前前原
行き午前０時43分発、福岡空港行き午
前０時44分発となります。各駅の終電
時間などについては問い合わせを。
￡地下鉄お客様サービスセンターα
734-7800ω 734-7801Π http://subway.
city.fukuoka.lg.jp/
道路清掃業務の公募による見積
もり合わせを実施します
￡収集管理課α711-4346ω733-5592　
【業務内容】市内指定路線の道路清
掃車による清掃と収集したごみの清
掃工場などへの搬入【資格】国か地方 
公共団体が管理する道路で清掃車に 
よる道路清掃業務の履行実績があり、 
一般廃棄物または産業廃棄物収集運
搬業務の履行実績があることなど【申
し込み】12月１日以降の午前９時～
午後５時に同課（市役所13階）で配布
する申請書と必要書類を12月15日ま
でに同課へ持参。申請書は市ホーム
ページにも掲載。
街路清掃業務の公募による見積
もり合わせを実施します
￡収集管理課α711-4346ω733-5592　
【業務内容】市内指定路線の清掃と収
集したごみの清掃工場などへの搬入
【資格】一般廃棄物または産業廃棄物
収集運搬業務の履行実績があること
など【申し込み】12月１日以降の午前
９時～午後５時に同課（市役所13階）
で配布する申請書と必要書類を12月
15日までに同課へ持参。申請書は市
ホームページにも掲載。
街路施設内清掃等業務の公募型
見積もり合わせを実施します
￡市緑のまちづくり協会総務課α822 
-5831ω822-5848Πwww.midorimachi.jp/　
【業務内容】市内指定路線の街路樹
升内と周辺の清掃および収集したご
み の 工 場 へ の 搬 入、彫 刻 清 掃 業 務
【資格】一般廃棄物収集運搬の実績
か産業廃棄物収集運搬の許可およ
び実績を有していることなど【申し込

ランティアを募集。書類選考あり。【資
格】市内または近郊に住む満18歳以
上で、３回程度の研修（平日実施）およ
び年10回程度の港見学ツアー、各種
行事に対応できる人【謝礼】１回4,000
～6,000円【申し込み】履歴書と応募動
機（港へ対する思い、伝えたいことを
800字以内で記入）を郵送（〒812-0031
博多区沖浜町12-１）か持参で12月15日

（必着）までに同協会へ。
アミカスの臨時休館

　給排水管などの改修工事を行うた
め、12月20日㈫～来年１月21日㈯は臨
時休館します。臨時休館中、次の利用
は可能です。【諸室予約受け付け】午
前９時半～午後４時半【電話相談】午
前10時～午後５時（日・祝日は午後４時
半まで）【図書室】図書の返却・予約本
の貸し出しのみ（図書返却口の利用
は休館日を問わず24時間可能）。午前
９時半～午後５時【シティハローワー
クみなみ・就労相談窓口】午前９時半
～午後６時。 ※12月27日㈫～来年１月
３日㈫は年末年始休館。来年１月10日
㈫は通常休館〈図書室は12月27日㈫
～来年１月14日㈯休室〉のため、いず
れも利用不可。￡アミカスα526-3755
ω526-3766
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧
￡経営支援課α441-2027ω441-3211　
縦覧期間中は、市に意見書を提出で
きます。【縦覧期間】来年３月７日㈫ま
で【縦覧場所】同課（博多区博多駅前
２ 福岡商工会議所ビル２階）、県中小
企業振興課（県庁７階）。

12月発行・５年満期の市債の個
人向け販売を中止

　市場金利の低下に伴い、商品性の
維持が困難となったため、平成28年12
月発行・５年満期の市債の個人向け販
売を中止します。￡総務資金課α711- 
4592ω733-5586
犬猫の譲渡受け付け　日曜日開
催

　平日に行っている犬猫の譲渡を月
に１回日曜日にも実施しています。譲
渡前講習会、マッチングあり（講習会
のみの参加可）。詳細は問い合わせ
を。Σ12月11日㈰午前11時、午後１時
から♥￡あにまるぽーと（東区蒲田
５）α691-0131ω
691-0132◎犬 猫
を譲り受けたい
人、将来ペットを
飼うことを考え
ている人ψ各先
着２組θ12月９
日に電話で問い
合わせ先へ。

お知
らせ

県警からの
お知らせ

対象校 学年（来年度）人数

勝馬小（東区）

１年生 ３人
２年生 ３人
３年生 １人
４年生 １人
５年生 ３人

曲渕小（早良区）
１年生 ７人
２年生 ２人
３年生 ２人

能古小（西区） １年生 ５人
能古中（西区） １年生 ７人

名称（所在地） 内容 届け出日
BiVi福岡（中央区渡辺
通四丁目） 変更 ９月20日

（仮称）ドラッグコスモ
ス吉塚店（博多区吉塚
五丁目）

新設 10月７日

福
岡
県
警
マ
ス
コ
ッ
ト

「
ふ
っ
け
い
君
」
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地域保健福祉課相談・支援業務
等嘱託員を募集
￡地域包括ケア推進課α711-4373ω
733-5587　各区保健福祉センター地
域保健福祉課で高齢者の相談・支援
および地域包括支援センターの支
援などの業務に従事。詳細は募集案
内で確認を。【資格】次のいずれかに
該当する人▷社会福祉士の資格を持
つ▷保健師の有資格者または地域ケ
ア・地域保健などの実務経験がある
看護師の有資格者で、かつ介護支援
専門員の資格を持つ▷介護支援専門
員の資格を持ち、実務経験が３年以
上ある【任用期間】来年４月１日～平
成30年３月31日【募集案内・申込書の
配布】11月25日から地域包括ケア推
進課（市役所12階）、情報プラザ（同１
階）、各区地域保健福祉課で。市ホー
ムページにも掲載【申し込み】申込
書と必要書類を郵送で12月１日～15日

（消印有効）に地域包括ケア推進課
へ【１次試験】来年１月15日㈰にあい
れふ（中央区舞鶴２）で。
「生き活き講座」嘱託員を募集
￡福祉・介護予防課α733-5346ω733-
5587　公民館などで開催する高齢者
を対象とした健康づくり・介護予防講
座の運営・実施などに従事。書類選考
あり。詳細は募集案内で確認を。【資
格】普通自動車運転免許（AT車限定
免許を含む）を持ち、基本的なパソコ
ン操作ができる保健師または健康運
動指導士の有資格者【勤務場所】各
区保健福祉センター地域保健福祉課
【任用期間】来年４月１日～平成30年３
月31日【募集案内・申込書の配布】同課

（市役所12階）、情報プラザ（同１階）、
各区地域保健福祉課、各出張所で。市
ホームページにも掲載【申し込み】申
込書と小論文などを郵送か持参で12
月１日～22日（必着）に福祉・介護予防
課へ。
留守家庭子ども会主任支援員
（非常勤嘱託員）を募集
￡放課後こども育成課α711-4662ω
733-5736　市立小学校内に設置する
同会で、入会児童の育成・支援業務に
従事。詳細は募集案内で確認を。【任
用期間】来年４月１日以降～平成30年
３月31日【募集案内・申込書の配布】
12月１日から同課（市役所13階）、情報
プラザ（同１階）、各市民センター、各
区情報コーナーで。郵送での請求は、
封筒の表に「申込書請求」と朱書きし、
120円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サ
イズが入るもの。宛先を明記）を同封
して同課（〒810-8620住所不要）へ【申
し込み】申込書を郵送か持参で12月
15日（必着）までに同課へ【１次試験】
来年１月８日㈰。
市文化芸術振興財団の嘱託職員
を募集
￡同財団α263-6264ω263-6259Πwww.
ffac.or.jp/　詳細は募集案内かホーム
ページで確認を。【資格】パソコン操
作ができ、文化芸術分野で事業企画・

渉外・実施の実務経験が２年以上ある
人。他要件あり【任用期間】来年４月１
日～平成30年３月31日（更新あり）【募
集案内の配布】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)、情報プラザ(市役所
１階)、各区情報コーナーで。ホーム
ページにも掲載【申し込み】応募書類
を郵送で来年１月６日（消印有効）まで
に同財団へ【試験日】来年１月22日㈰。
学校司書・読書相談員を募集
￡学校司書（①小・中学校②高等学校）
＝教 育 支 援 課α711-4636ω733-5780
③読書相談員＝市総合図書館α852-
0618ω852-0609　詳細は募集案内で
確認を。【資格】司書資格を持つ人（今
年度取得見込みも含む）【勤務場所】
①市立小・中学校の図書館②市立高
等学校の図書館③市総合図書館（早
良区百道浜３）・各分館（東図書館を除
く）【任用期間】原則、来年４月１日～平
成30年３月31日（更新あり）【募集案内・
申込書の配布】12月１日から市総合
図書館・各分館、情報プラザ（市役所１
階）、各区情報コーナー、各出張所、ア
ミカス（南区高宮３）で。郵送での請求
は、140円切手を貼った返信用封筒（Ａ
４サイズが入るもの。宛先を明記）を
同封して教育支援課（〒810-8621住所
不要）へ【申し込み】申込書を郵送か持
参で12月５日～15日（消印有効）に教育
支援課へ【１次試験】来年１月８日㈰。
市立病院機構職員（薬剤師・事務
職）を募集
￡市立病院機構法人運営課α692-34 
22ω682-7300Πwww.fcho.jp/　①薬剤師 
②事務職を募集。詳細は募集案内で
確認を。【資格】①昭和56年４月２日以
降に生まれた、薬剤師の有資格者（平
成28年度実施の国家試験で免許取得
見込みの人も可）②ＤＰＣ対象病院での
事務経験が直近10年で３年以上ある人

（平成28年10月31日時点）【採用予定
日】来年４月１日【募集案内・申込書の
配布】同課（東区香椎照葉５）、情報プ
ラザ（市役所１階）、各区情報コーナー
などで。ホームページにも掲載【申し
込み】申込書と返信用封筒を郵送か
持参で12月13日（必着）までに同課へ
【試験日】来年１月14日㈯。
介護保険嘱託員を募集
￡介護福祉課α733-5452ω726-3328　
各区保健福祉センターで、介護保険
の訪問調査、各種相談や介護認定審
査会の補助業務に従事。詳細は募集
案内で確認を。【資格】介護支援専門
員の有資格者（来年４月１日時点で介
護支援専門員の資格を有する介護支
援専門員実務研修受講試験の合格者
も可）【任用期間】来年４月１日～平成
30年３月31日【募集案内・申込書の配
布】同課（市役所12階）、情報プラザ（同
１階）、各区福祉・介護保険課、各出張
所で【申し込み】申込書と受験票はが
きを郵 送で12月１日～28日（ 消 印 有
効）に介護福祉課へ【１次試験】来年１
月15日㈰に天神クリスタルビル（中央
区天神４）で。

日㈰午前９時～午後５時◎ファイナ
ンシャル・プランナー２級受験予定者

（ 実 技 は日 本FP協 会 で の 受 験 者 の
み）ψ先着20人＄学科・実技１万4,000
円、学科のみ8,000円、実技のみ7,000
円
③パソコン「エクセル2010」講習
Σ来年１月15日～２月12日の日曜日

（連続講座）午前９時半～午後４時半
◎簡単な日本語入力、マウス操作が
できる人ψ先着15人＄２万3,000円
④パソコン「エクセルＶＢＡマクロ」講
習
Σ来年１月15日～２月12日の日曜日

（連続講座）午前９時半～午後４時半
◎簡単な名簿作成などエクセルの基
本操作ができる人ψ先着15人＄２万
7,000円
⑤社会保険労務士講習
Σ来年１月22日～６月４日の日曜日（連 
続講座）午前10時～午後４時ψ先着20
人＄９万3,000円
特別支援学校看護師（嘱託員）を
募集
￡発達教育センターα845-0015ω845 
-0025　特別支援学校で児童生徒の医
療的ケア等に従事。書類選考あり。詳
細は募集案内で確認を。【任用期間】
来年４月１日～平成30年３月31日【募集
案内・申込書の配布】同センター（中
央区地行浜２）、各特別支援学校、情
報プラザ（市役所１階）、各区情報コー
ナーで。市ホームページにも掲載【申
し込み】必要書類を郵送で12月９日

（消印有効）までに同センターへ。
市こども総合相談センター嘱託
員を募集
￡こども支援課α832-7100ω832-7830 
　詳細は募集案内か市ホームページ
で確認を。【任用期間】来年４月１日～
平成30年３月31日【募集案内・申込書
の配布】11月29日から同センター（中
央区地行浜２）、情報プラザ（市役所１
階）、各区情報コーナーで【申し込み】
申込書を郵送か持参で12月１日～15日

（必着）に同課へ【１次試験】来年１月
15日㈰に同センターで。

市臨時的任用職員を追加募集
￡市総務事務センターα711-4923ω
733-5885　来年１月１日～３月31日を
任用開始日とする任用期間６カ月以
内 の 一 般 事 務 補 助 職 員を募 集。選
考あり。詳細は募集案内か市ホーム
ページで確認を。【対象】平成28年度
の同募集に初めて申し込む人、既に申
し込みをしているが希望勤務所属を
変更したい人【勤務時間】午前８時45
分～午後５時半（勤務場所により異な
る場合あり）【募集案内・申込書の配
布】11月25日から同センター（市役所
８階）、情報プラザ（同１階）、各区総務
担当課、各区情報コーナー、各出張所
で【申し込み】申込書を郵送で12月１
日～15日（消印有効）に同センターへ。
市嘱託員（知的・精神障がい者対
象）を募集
￡人 事 課α711-4187ω733-5559　 募
集職種は、①図書整理等補助②庁内
古紙回収補助③文書整理等補助④動
物園清掃等補助。詳細は募集案内で
確認を。【任用期間】来年４月１日～平
成30年３月31日（更新あり。２回まで、
最長３年間）【募集案内・申込書の配
布】12月１日から同課（市役所８階）、
情報プラザ（同１階）、各区情報コー
ナー、就労支援センター（中央区長浜
３）などで。市ホームページにも掲載
【申し込み】申込書を郵送で12月22日
（消印有効）までに同課へ【１次試験】
来年１月中にふくふくプラザ（中央区
荒戸３）などで。
ふくおか環境財団の事務職員を
募集

　詳細は募集案内で確認を。【資格】
30歳以下（来年４月１日時点）【採用予
定日】来年４月１日以降【募集案内の
配布】12月１日にホームページに掲
載【申し込み】12月３日午前11時から
ホームページの申し込みフォームで
受け付け（先着200人）【１次試験】来年
１月15日㈰。￡同財団総務課α731-
2701ω731-2705Πhttp://f-kankyo.net/
職業訓練協会の講座
♥①④⑤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）②③同協会（東区千早５）￡
同 協 会α671-6831ω672-2133θ電 話
で12月①②２日③５日④⑤６日午前９
時以降に同協会へ。
①パソコン「アクセス」講習
Σ来年１月14日～２月11日の土曜日

（連続講座）午前９時半～午後４時半
◎エクセルの基本操作ができる人ψ
先着15人＄２万7,000円
②ファイナンシャル・プランナー２級
直前対策講習
Σ来年１月▷学科＝14日㈯▷実技＝15

しごと

募集職種 業務内容
心理相談員 心理査定、心理療法、

カウンセリングなど

総合相談員 電話相談、街頭指導な
ど

児童指導員（昼
間・夜間）

一時保護所における
児童の生活指導

里親対応専門
員

里親への支援・助言指
導など

こども緊急支
援協力員

泣き声通告の受理・調
査、安全確認業者との
連絡調整など

適応指導教室
心理指導員

不登校児童生徒への
指導援助、心理査定、
心理療法など

適応指導教室
補助指導員

不登校児童生徒への
指導補助など

スクー ルソー
シャルワーカー

不登校等の児童生徒
へ教育と福祉の両面か
らの支援
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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



特定個人情報保護評価書につい
ての意見を募集

　マイナンバー制度施行に伴い、①
後期高齢者医療②介護保険③国民健
康保険に関する事務について、特定
個人情報を保有するに当たり作成した

「特定個人情報保護評価書」に変更
が生じたため、改めて意見を募集しま
す。【原案の閲覧・配布】各問い合わせ
先（いずれも市役所12階）、情報公開室

（同２階）、情報プラザ（同１階）、各区
情報コーナー、各出張所で。市ホーム
ページにも掲載【意見書の提出】郵
送・ファクス・メールは12月23日（必着）
まで、持参は12月22日までに各問い
合わせ先へ。￡①医療年金課α711-
4235ω733-5441② 介 護 福 祉 課α733-
5452ω726-3328③国民健康保険課α
711-4242ω733-5441

意見
募集

1-6909ω093-631-6516② 福 岡 職 業 能
力開発促進センター飯塚訓練セン
ター（飯塚市柏の森）α0948-22-4988
ω0948-22-4912◎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ψ①14人②15人＄無料（教科書
代など別）θ来所で①12月16日まで
②12月１日～来年１月12日に住所地の
公共職業安定所へ。来年１月①６日㈮
②19日㈭に筆記選考・面接あり。
クルーズ誘致・調整専門員(英語)
を募集
￡クルーズ課α711-4559ω733-5901　
クルーズ誘致に関する折衝、資料の
翻訳、通訳などに従事する嘱託員を１
人募集。詳細は募集案内で確認を。
【資格】実用英語検定１級かTOEIC900
点以上、または同等のレベルの資格
を有する人。日本語を母国語としな
い場合は、上記の要件に加え、日本語
検定１級か同等のレベルの資格が必
要。他要件あり【任用期間】来年４月１
日～平成30年３月31日（更新あり）【募
集案内の配布】同課（市役所14階）、情
報プラザ(同１階)、各区情報コーナー
で。市ホームページにも掲載【申し込
み】履歴書、資格を確認できる書類、
返信用封筒を郵送で12月28日（必着）
までに同課へ。

は電話で同ルームに予約を。
暮らしと仕事に役立つ無料法律
セミナー＆無料相談会

　司法書士による、空き家問題につ
いての①セミナー②相談会。Σ12月
10日㈯①午後１時～３時②午後３時
～４時♥県立図書館（東区箱崎１）￡
県青年司法書士協議会α651-8337ω
651-8339ψ先着①40人②６組＄無料
θ電話かファクス、メール（sakainoado
resu@gmail.com）で同協議会へ。
行政書士による無料相談会

　成年後見制度の利用、財産管理や
生活・療養看護等の契約、遺言・相続
などの相談に応じます。￡成年後見
センターあい愛サポートα673-6696
ω674-3358＄無料θ不要

認知症地域支援推進員（嘱託員）
を募集
￡地域包括ケア推進課α711-4373ω
733-5587　認知症の人と家族に関わ
る保健・医療・介護・福祉等の関係者
との連絡調整、地域における認知症
支援体制づくりなど、認知症施策に関
する業務に従事。書類・小論文による
選考あり。詳細は募集案内で確認を。
【資格】基本的なパソコンの操作がで
きる、看護師、保健師、社会福祉士、精
神保健福祉士いずれかの有資格者。
他要件あり。【任用期間】来年４月１日
～平成30年３月31日【募集案内・申込
書の配布】12月１日から同課（市役所
12階）、情報プラザ（同１階）、各区保健
福祉センター地域保健福祉課で。市
ホームページにも掲載。郵送での請
求は、封筒の表に「認知症地域支援推
進員申込書請求」と朱書きし、120円切
手を貼った返信用封筒（Ａ４サイズが
入るもの。宛先を明記）を同封して地
域包括ケア推進課（〒810-8620住所不
要）へ【申し込み】申込書と必要書類
を郵送か持参で12月１日～来年１月11
日（必着）に同課へ。
シニアのための介護を学ぶセミ
ナー

　送迎、配膳など介護の基礎を学び
ます。Σ来年１月①26日㈭午前10時～
午後４時②27日㈮午前10時～午後０
時半（全２回）♥①はかた近代ビル（博
多区博多駅東１）②特別養護老人ホー
ムシティケア博多（博多区博多駅前
４）￡県シルバー人材センター連合会
α292-1857ω623-5677◎60歳以上（介
護に関する有資格者以外）ψ先着20
人＄無料θ情報プラザ（市役所１階）
などで配布中の申込書を郵送かファ
クスで同連合会へ。
障がい者自立支援嘱託員を募集
￡障がい者在宅支援課α711-4248ω
711-4818　各区保健福祉センターで、
障がい者がいる世帯への訪問調査、
各種相談や障がい者介護給付費等認
定審査会の補助業務に従事。詳細は
募集案内で確認を。【資格】介護支援
専門員、相談支援専門員、看護師、保
健師、精神保健福祉士、社会福祉士の
いずれかの有資格者（来年４月１日時
点で介護支援専門員の資格を有する
介護支援専門員実務研修受講試験の
合格者も可）【任用期間】来年４月１日
～平成30年３月31日【募集案内・申込
書の配布】同課（市役所12階）、情報プ
ラザ（同１階）、各区福祉・介護保険課、
各出張所で【申し込み】申込書を郵送
で12月28日（消印有効）までに同課へ
【１次試験】来年１月15日㈰にあいれふ
（中央区舞鶴２）で。

職業訓練２月生を募集
　①若年者金属加工技術科②ＣＡＤ／
ＣＡＭ技術科で募集。詳細は問い合わ
せを。Σ①来年２月１日㈬～７月25日
㈫ ② 来年２月２日㈭～７月27日㈭♥
￡①福岡職業能力開発促進センター

（北九州市八幡西区穴生３）α093-64 

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。【専門電話相談】
①依存症・引きこもり②発達障がい・
性同一性障がい【相談専用電話番号】
737-8829。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、引きこもりについての相談。日時
など詳細は問い合わせを。θ相談専
用電話番号（737-8829）で事前予約を。
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室
Σ12月10日㈯午後１時半～４時♥あ
いあいセンター７階（中央区長浜１）￡
日本オストミー協会福岡市支部α・ω
553-2141＄無料θ不要
ずっと一緒に暮らすための犬猫
よろず相談

　犬猫のしつけやトリミングの方法、
健康などの相談の他、飼い主の万が
一に備える「ペット信託」（要予約。12
月１日以降受け付け）にも応じます。
Σ12月18日㈰午後１時～４時♥￡ふく
おかどうぶつ相談室（西区内浜１）α
891-1231ω891-1259◎犬猫を飼ってい
る人、飼う予定の人＄無料θ不要

市障がい者110番 視覚障がい 
ピア相談

　視覚障がいの当事者が相談に応じ
ます。Σ12月21日㈬ 午前９時～正 午
♥ふくふくプラザ４階（中央区荒戸３）
￡市身体障害者福祉協会α・ω738-
0010◎市内に住む視覚障がい者や家
族など＄無料θ不要
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、臨床心理士同席の下、弁護士が
相談に応じます。Σ来年１月11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。
市民相談室 法律相談

　市役所および各区役所の市民相談
室で、弁護士による無料法律相談を
実施しています（市民相談室法律相
談、チケット法律相談のいずれかで１
人年１回）。◎市内に住むか通勤・通学
する人ψ各先着７人＄無料θ電話で
希望日の午前９時以降に各問い合わ
せ先へ。

「人権週間」県内一斉無料電話相
談

　家庭内のもめ事、いじめや差別な
どについて、人権擁護委員と法務局
職員が電話で相談に応じます。【相談
専用電話】フリーダイヤル0120-307-
405。Σ12月３日㈯午前９時～午後５時
￡福岡法務局人権擁護部α832-4311
ω832-4323＄無料
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

相談

日時 場所
12／10㈯
10:00～12:00

糸島市健康福祉センター
あごら２階（糸島市潤１）

12／11㈰
9:30～12:00

ふくふくプラザ６階
（中央区荒戸３）

12／11㈰
13:00～15:00

ＪＲ香椎駅ビル４階
（東区香椎駅前１）

12／14㈬
9:30～12:00

ももちパレス３階
（早良区百道２）

12／18㈰
13:00～16:00

大野城まどかぴあ３階
（大野城市曙町２）

場所・問い合わせ先 実施日
市役所
☎711-4019ω733-5580 月～木曜日

東区役所
☎645-1011ω651-5097 木曜日

博多区役所
☎419-1013ω452-6735 水曜日

中央区役所
☎718-1014ω714-2141 金曜日

南区役所
☎559-5010ω562-3824 火曜日

城南区役所
☎833-4010ω844-1204 金曜日

早良区役所
☎833-4308ω846-2864 月曜日

西区役所
☎895-7008ω885-0467 木曜日

　※時間は午後１時～４時。１人25分。
　※相談日は祝日を除きます。
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②あかちゃんといっ
しょ（お話や触れ合い
遊び）

12／７㈬10:30～
11：30

③わいわいタイム（体
を動かす遊びなど）

12／８㈭10:30～
11：30、14:00～
15：00

④すくすく げんき（赤
ちゃん向けの遊び）

12／14㈬、21㈬
10:30～11：30

⑤じどうかいかんが
やってくる（親子遊び）

12／ 15㈭ 10:00
～12:00

⑥ぎゅーぱっ！（お話
や歌）

12／ 16㈮ 10:30
～11：30、14:00～
15：00

⑦餅つき会 12／ 27㈫ 13:30
～15：30

内容 日時
①にこにこタイム（お
話や歌）

12／６㈫、13㈫、
20㈫10:30～11：
30、14:00～15：00

内容・日時 定員
①ベッドで使える移動介助法

（上下、左右の体の移動）　来
年１／11㈬13:30～15:30

先着
25人

②自助具製作教室（スマート
フォンを腕に取り付けて使用
できる「アームバンド型スマホ
ホルダー」を作ります）　来年１
／14㈯14:00～16:00

先着
10人

③ベッドで使える移動介助法
（寝返り～起き上がり）　来年
１／18㈬13:30～15:30

先着
25人

④体にやさしくリフトで移乗　
来年１／19㈭10:00～12:00

先着
20人

⑤おむつを知って上手に当て
よう　 来 年１／21㈯10:00～
12:00

先着
15人

⑥ベッドで使える移動介助法
（立ち上がり～移乗）　来年１
／25㈬13:30～15:30

先着
25人

⑦歩きやすい杖（つえ）・押し車　
来年１／26㈭10:00～12:00

先着
20人

ナイトピラティス・アフタヌーンヨガ
　①ピラティス②ヨガの初心者向け
教室（連続講座）。Σ①来年１月12日～
３月２日の木曜日、午後７時15分～８時
15分、午後８時半～９時半②来年１月
13日～３月17日の金曜日、午後１時半
～３時◎18歳以上ψ①各25人②25人
＄①4,400円②5,800円θ往復はがき
に応募事項と希望教室、①は希望時
間を書いて12月１日～15日（必着）に
同体育館へ。来所の場合は返信用は
がきを持参。

12月のおはなし会
　絵本の読み聞かせやストーリーテ
リング（お話）、紙芝居など。【クリスマ
ス特別おはなし会】12月18日㈰は時
間帯を変更（午後２時～３時10分）。絵
本の読み聞かせやパネルシアターな
どを実施します。Σ▷幼児向け＝土・
日曜日（12月31日は休館）午後２時半
～３時▷幼児～小学生向け＝日曜日
午後３時15分～３時45分◎小学生以
下と保護者＄無料θ不要

クリスマス会
　バーベキューやゲーム=写真=をし
ます。Σ12月23日（金・祝）午後０時半～２
時半ψ20組（１組４人まで）＄中学生以
上2,160円、小学生1,080円、３歳～就学
前540円、３歳未
満 無 料θ往 復
はがきに参加者 
全員の応募事項 

（学年も記入）を 
書いて12月８日 

（必着）までに同
牧場へ。

博多座　二月花形歌舞伎
Σ来年２月３日㈮～26日㈰￡博多座電
話予約センターα263-5555ω263-3630
＄A席１万4,500円、特B席１万1,000円、B
席9,000円、C席5,000円θ電話で予約す
るか、ホームページからインターネッ
トで購入を。

12月の事業（一部抜粋）
　②の会場は博多体育館（博多区山
王１）、バスタオルなど床に敷くものと
上履きを持参。⑤の会場は中央体育
館（中央区赤坂２）、上履きを持参。◎
①③⑤２歳以上の幼児と保護者②④
まだ一人で歩けない赤ちゃんと保護
者⑥２歳未満の一人で歩ける幼児と
保護者⑦小中高生、乳幼児と保護者
＄無料θ不要

親子しめ縄手作り教室
Σ12月23日（金・祝）午前９時半～午後１
時◎中学生以下とその家族ψ50組
＄１本800円θ往復はがきに参加者全
員の応募事項と希望数を書いて12月
13日（必着）までに同施設へ。ホーム
ページでも受け付け。

新米パパママ応急手当て講習会
　１歳前後の子どもに対する心肺蘇
生法や異物除去法=写真、119番通報
の要領などを学びます。Σ12月11日
㈰午前10時～11時半、午後１時～２時
半◎１歳 前 後
の 子どもや 孫
がいる人、子ど
も が 生 ま れる
予定の人ψ各
先 着10組＄無
料θ電 話 で12
月１日以降に同
センターへ。

12月の展示
　①「博多伝統職の会展」。県特産民
工芸品である博多曲物、博多独楽（こ
ま）、博多鋏（はさみ）、博多張子、マル
ティグラスを展示・販売。②「帯・あそ
び展」。帯生地、端切れをリサイクルし
た小物などを展示・販売。正月飾りな
どもあります。Σ①12月８日㈭～13日
㈫②12月22日㈭～25日㈰午前10時～
午後６時（最終日の展示は午後５時ま
で）＄入場無料

ほかんけん（保健環境研究所）研究者体
験！「虫が教えてくれるふくおかの川」
　同研究所の検査等を体験する講座
です。川の虫を見たり、水質を調べた
りして福岡の川について
学びます。Σ12月18日㈰
午 前10時 半 ～ 正 午◎小
学４年生以上（小学生は
保護者同伴）ψ先着20人
＄無料θ電話かファクス、
メールで12月１日以降に
問い合わせ先へ。

ベジフルキッズクッキング
　リンゴのピザとハンバーグを作りま
す。青果物の販売（午前９時～正午）も
開催。Σ12月17日㈯①午前９時半～11
時②正午～午後１時半◎市内に住む
か通学する小学生（保護者同伴）ψ①
20人②先着20人＄300円θ①はがきか
メ ー ル（brand.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）
で12月７日（必着）までに同施設へ（１人
１通）。ホームページでも受け付け。当
選者にのみ12月８日に通知。②当日午
前11時から同施設センター広場で整
理券を配布。

　※以下の催しは無料（入園料別）。
冬休みドングリ工作体験教室
　クリスマスツリーや動物などを作り
ます。Σ12月23日（金・祝）～28日㈬午前
10時、午後１時から◎５歳～小学生ψ
各回先着20人θ不要
旬の植物ガイド
Σ来年１月14日㈯午後１時半～３時半
ψ50人θ往復はがきかファクスで12
月31日（必着）までに同園へ。ホーム
ページでも受け付け。

博多座
〒812－8615 博多区下川端町２－１
☎２６３−５８５８	ω２６３−３６３０
Πwww.hakataza.co.jp/

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）

中央児童会館「あいくる」
〒810－0021 中央区今泉１－19－22　☎741−3551	ω741−3541
Ω info@jidoukaikan-aikuru.or.jp Πhttp://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（日曜のときは翌平日）

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
Πwww.shimi-mori.com/

市民体育館
〒812－0045 博多区東公園８－２
☎641−9135	ω641−9139
♣午前９時～午後10時（プールは午
後９時まで）♡毎月第３月曜（祝休日
のときは翌平日）

市民防災センター
〒814－0001 早良区百道浜１－３－３
☎８４７−５９９０	ω８４７−５９７０
♣午前９時半～午後５時（入館は午後
４時半まで）♡月曜、毎月最終火曜

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

まもるーむ福岡 （保健環境学習室）
〒810－0065 中央区地行浜２－１－34
保健環境研究所１階　
☎831−0669	ω831−0670
Ωmamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp
♣午前10時～午後５時 ♡月曜・毎月
最終火曜（祝休日のときは翌平日）

もーもーらんど油山牧場
〒811－1353 南区柏原710－2
☎865−7020	ω865−7040
♣午前９時～午後５時（テイクアウト・
売店は午前10時から）♡水曜（祝日の
ときは翌平日）

ベジフルスタジアム
〒813－0019 東区みなと香椎３－１－１－201
☎683−5323	ω683−5328
Π www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/
seika/charm/vegefru_ivent.html
♣電話受付は午前８時～午後４時半
♡日祝日、水曜（不定）

介護実習普及センター （ふくふくプラザ３階）
〒810－0062 中央区荒戸３－３－39　☎731−8100	ω731−5361
Πwww.fukuwel.or.jp/practice/
♣午前10時～午後６時 ♡第３火曜、12月28日～来年１月３日

来年１月の講座・教室
＄①③～⑦無料②300円程度θ電話
かファクス、来所で12月１日以降に同
センターへ。ホームページでも受け
付け。

クリスマスのつどい
　バザー、ステージイベントなどを実
施。Σ12月11日㈰午前10時～午後３時
＄無料θ不要

　※以下の申し込みは12月１日から
同プラザで配布する申込書を郵送か
ファクス、持参で同プラザへ。郵送、
ファクスの場合は送付後に電話連絡

が必要。
子ども運動教室
　軽運動・ダンスなど。Σ来年１月８日
～２月19日の日曜日（連続講座）午前
10時半～11時半◎知的・発達障がい
のある４・５歳児ψ10人＄無料θ申込
書を随時受け付け。
風船バレーボール大会
Σ来年１月21日㈯午前10時～午後５
時♥市民体育館（博多区東公園）◎障
がい者、介助者、健常者を含むチーム

（１チーム12人まで）ψ36チーム＄１
チーム1,000円θ申込書を１月６日（必
着）までに同プラザへ。

さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）
〒815－0031 南区清水１－17－15　☎511−1132	ω552−3447
Πwww.fc-jigyoudan.org/sunsun/s-a-1.html
♣午前９時～午後９時（プールは午前10時～午後８時半）♡月曜（祝休日のときは
翌平日）、12月29日～来年１月４日

はかた伝統工芸館
〒812-0026 博多区上川端町６－１
☎409−545０	ω409−5460
♣午前10時～午後６時（入館は午後５時
半まで）♡水曜（祝休日のときは翌平日）

博物館クイズの答え
　７面のクイズの答えは「友泉亭公園」で
す。￡市博物館α845-5011ω845-5019

昨年の同教室
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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）

施設の情報
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