
かなたけの里公園

　①「里山ハイキング」同公園を出発し、国指定吉武高木遺跡「やよいの風公園」
（西区吉武）などを巡ります。中学生以下は保護者同伴。②「布ぞうり教室」使わな
くなった衣類などを再利用して作ります。d①４月22日㈰午前９時半〜午後１時
②開始月から月２回（第２・３火曜日）で３カ月 午後１時半〜４時半li同公園（西
区金武）a・f811-5118c先着①20人②７人y①500円②3,000円（材料費別）e

電話で同公園へ。①は４月１日午前９時以降受け付け開始。②は３・６・９・12月の15
日以降に翌３カ月分を受け付けます。

催 し

　※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
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 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。

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
a７５２-０６４８）で午前９時〜午後４時半に行います。

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

　※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。

県救急医療情報センターによる病院紹介
a#7119 または 471-0099
f415-3113
　年中無休で24時間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などを行っています。

外科当番医（４月前半の日曜日）
４月１日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26） a641-1100
福岡輝栄会病院（東区千早五丁目11-５） a681-3115

原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
４月８日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
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
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	 a891-1234
４月15日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811

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。
hhttp://kyu-kyu.city.fukuoka.lg.jp/
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●木

2はかた伝統工芸館
「梶原博多人形工房 ちいさないやし展」

　「お地蔵様」などを題材にした博多人形師・梶原正二氏の作品約100
点を展示・販売。d４月５日㈭〜10日㈫午前10時〜午後６時（入館は午
後５時半まで。最終日の展示は午後５時まで）li同館（博多区上川端
町）a409-5450f409-5460y入場無料

4/

8
●日

2福岡フレンドシップフェスティバル

　障がい者施設等で作られた食品や雑貨を販売。地元アーティストの
ステージイベント、飲食物の販売などもあります。d午前10時〜午後
４時l市役所西側ふれあい広場i県中小企業家同友会 青年支部a 

686-1234f686-1230y入場無料e不要
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●火

3 R60倶
く ら ぶ

楽部　オトナ塾

　①「毎日の食生活に牛乳を上手にとりいれよう」牛乳を使った料理、
デザートの試食もあり。②「季節の変わり目  新生活応援 お掃除術講
座」掃除のプロから学びます。d４月①10日㈫②17日㈫午後１時〜２時
l六本松 蔦屋書店（つたやしょてん・中央区六本松４）iアラカンフェ
スタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081c各先着50人y無料e

不要
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●水

2県消防職員意見発表会

　県内の消防本部代表者が火災や救急出動、火災予防業務などで感
じたことや体験を話します。d午後１時〜５時lなみきホール（東区千
早４ なみきスクエア）i消防局総務課a725-6519f791-2535c先着
800人y無料e不要

3今津運動公園　①テニス教室（初級・中級）②バドミン
トン教室（初級・中級）

d①４月11日〜６月13日の水曜日②４月13日〜６月22日の金曜日（いず
れも連続講座。②は５月４日を除く）午前10時〜正午li同公園（西区
今津）a807-6625f807-6627t20歳以上c①初級・中級各20人②25人
y①8,400円②5,400円e電話で４月１日〜①７日②10日に同公園へ。

4/
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●土

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（座学）」

　栽培方法の相談会もあり。d午前10時〜正午li同農園（博多区立
花寺２）a587-0881f587-0883c先着40人y300円e電話で４月１日午
前10時以降に同農園へ。
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●土

3福岡マンション管理組合連合会
「総会の正しい開き方セミナー」

　模擬総会の実演、弁護士の村山博俊氏による講座「マンションを巡
る最近の判例」など。d午後１時15分〜４時半l天神ビル11階（中央区
天神２）i同連合会a752-1555f752-3699tマンション管理組合役員、
区分所有者などc先着180人y無料e電話かファクス、メール（fukuk
an@fukukan.net）で４月１日以降に同連合会へ。空きがあれば当日も
受け付け可。
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●日

3親子 De スカッシュ教室

d４月15日㈰、22日㈰の全２日 午前10時〜、午前11時10分〜、午後０時
20分〜（各１時間）のいずれかlリバティスカッシュコート（博多区石城
町）i市スカッシュ協会a・f282-9336t小学３年生以上と保護者の
ペア（最終日は子ども１人でも参加できます）c各５組y１組1,500円e

電話かメール（info@sq-liberty.jp）に参加者全員の応募事項と希望時
間を書いて４月１日〜７日に同協会へ。来所（リバティスカッシュコート
内）でも受け付けます。空きがあれば当日参加も可。
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●木

3外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　中国の上海出身で九州大学の厳世良（ゲン・セリョウ）さんが日本語
で話します。d午後６時半〜８時li福岡よかトピア国際交流財団（博
多区店屋町 市国際会館）a262-1799f262-2700c先着50人y500円

（外国人学生は無料）e電話かファクス、メール（attaka@rainbowfia.or.
jp）、来所で４月１日以降に同財団へ。

3健康講座「生活習慣病と大人の食育」

　済生会福岡総合病院の医師が生活習慣病について話します。管理
栄養士による食育講座もあり。d午後２時〜３時半li中央市民セン
ター（中央区赤坂２）a714-5521f714-5502c先着45人y無料e電話
かファクス、メール（center@shinko-chuo.jp）、来所で４月１日以降に同
センターへ。

催し 講座
教室

福岡市政だより
2018（平成30）年４月1日 情報BOX15

d＝日時、開催日、期間　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝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　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。



もーもーらんど油山牧場

　①「はるまつり」クイズラリーや羊の毛刈り実演=写真=など。４月８日㈰は消防ポ
ンプ車の展示、消防音楽隊による演奏もあります。天候によっ
て中止の可能性あり。②「手作りソーセージ教室」生ソーセー
ジ（400g）を作り、持ち帰ります。d４月①７日㈯、８日㈰午前９時
〜午後５時②21日㈯午前10時半〜11時半、午前11時半〜午後
０時半li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040c①な
し②各10人y①入場無料（一部イベントは有料）②1,500円
e①不要②往復はがき（〒811-1353南区柏原710-２）に参加者
全員の応募事項と希望時間を書いて４月９日（消印有効）まで
に同牧場へ。

催 し
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●金

2楽水園「健康づくり春まちウオーキング」

　同園（博多区住吉２）を出発して、博多、中洲、天神周辺の名所などを
ガイドと一緒に巡ります。d午前９時半〜11時45分i同園a・f262-
6665c先着20人y500円e電話かファクス、来所で４月１日以降に同園
へ。

3東図書館「多肉植物の寄せ植え教室」

　初心者も参加可。d午前11時〜午後０時半、２時〜３時半li同館
（東区千早４ なみきスクエア１階）a674-3982f674-3973t18歳以上c

各先着20人y1,000円e電話か来所で４月５日以降に同館へ。

3木造住宅の耐震向上セミナー

　市の耐震改修補助制度や木造一戸建て住宅の耐震診断・補強方法
について解説します。木造住宅模型を使った倒
壊実験、非常持ち出し袋等の防災グッズなどが
当たる抽選会もあり。司会はテレビ・ラジオで
活躍中の徳永玲子氏=写真。d午後２時〜５時
l福岡ビル（中央区天神１）i市耐震推進協議
会a724-7744f739-6380c先着150人y無料e

電話かファクスで４月１日以降に同協議会へ。
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●土

2九州ボートショー in 福岡

　小型船舶・ヨットの体験試乗、水上バイク・マリン用品の展示など。d

４月21日㈯、22日㈰午前10時〜午後５時（試乗受け付けは午後４時ま
で）l市ヨットハーバー（西区小戸３）i同実行委員会a512-9815f 

554-1658hwww.marine-festa.comy入場無料e不要

3ベジフルクッキング

　大分県大山町の特産品であるハーブやキノコを使った料理を作り
ます。青果物の販売（午前９時〜正午）もあり。d午前10時半〜午後１
時半liベジフルスタジアム（東区みなと香椎３）a683-5323f683-
5328hwww.city.fukuoka.lg.jp/nosui/seika/charm/vegefru_ivent.html 
t18歳以上c30人y1,000円eはがき（〒813-0019東区みなと香椎３-１
-１-201）かメール（brand.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）で４月７日（必着）ま
でに同施設へ（１人１通）。３月25日以降ホームページでも受け付けま
す。当選者のみ４月９日に通知。

2友泉亭公園「春の着物祭り」

　日本庭園でプロのカメラマンが撮影します。①和装花嫁体験②家族
記念写真。着物レンタル・着付け・ヘアセット付き。d４月①21日㈯②22
日㈰午前10時〜午後３時l同公園（城南区友泉亭）iきものレンタル 
まゆの会a735-1758f735-1759c各先着５組（１組４人まで）y①１人１
万4,800円（同伴の男性も5,000円で花婿体験可）②１人5,000円、１人追
加につき3,500円（いずれも入園料別）e電話で４月１日以降に同会へ。

4/

22
●日

3ジュニアヨット教室

d午前10時〜午後４時li市ヨットハーバー（西区小戸３）a882-2151 
f881-2344hhttps://www.fukuoka-sailing.jp/t市内に住む小学３年〜
中学生c18人y1,500円e来所で４月１日〜９日に同施設へ。ホーム
ページでも受け付けます。

4こうのとりフォーラム〜笑顔あふれる一日に〜

　蔵本ウイメンズクリニック院長の蔵本武志氏他２人の医師による妊
娠・出産に関する講演など。不妊治療や助成制度などについての相談
コーナーもあり。d午前10時半〜午後４時半lレソラＮＴＴ夢天神ホー
ル（中央区天神２）iラ・シゴーニュ事務局a473-5080y無料n３歳〜
小学２年生（無料。先着順。４月20日までに要予約）e不要

4市総合図書館「九州がんセンター講演会」

　同センターの医師が肝臓がんの最新情報について話します。d午
後２時〜３時半l同館（早良区百道浜３）i同館図書サービス課a852-
0632f852-0631c先着80人y無料e同館および分館などで配布する
申込書をファクスか来所で４月１日以降に同館へ。電話でも受け付け
ます。

2雁の巣レクリエーションセンター ①「B
ブ ル ー

LUE H
ホ ー ク

AWK親子で
キャッチボール」②「ガンレク！フェスタ」

　①元福岡ソフトバンクホークス選手が指導します。②野球やサッ
カーなどのスポーツ体験コーナー、キッズダンスステージ、飲食物の
屋台など。福岡ソフトバンクホークス２軍公式戦（有料）を同時開催。２
軍公式戦の詳細は福岡ソフトバンクホークス（a847-1006）へ問い合
わせを。d①午前10時〜11時半②午前10時〜午後４時li同センター

（東区奈多）a606-3458f607-9057hwww.gannosu-rc.comt①５歳〜小
学３年生と保護者（子ども１人につき保護者１人）②不問c①24組②な
しy①１組400円②入場無料e①往復はがき（〒811-0204東区奈多
1302-53）かファクスに参加者全員の応募事項（ファクスの場合は返信
用のファクス番号も記入）を書いて４月10日（必着）までに同センター
へ。ホームページでも受け付けます。②不要
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23
●月

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　「基礎」「中級」「デジカメ」「iPad（アイパッド）」「画像処理」「ホームペー
ジ」「インターネット」「ブログ作成」「ワードでお絵かき」の９講座。d４
月23日㈪〜７月７日㈯ ※日時や期間は講座により異なるliシニア
ネット福岡（中央区大名２）a732-3115（日曜日を除く午前10時〜午後
３時）f753-6465t20歳以上の初心者、中級者c各10人y１回1,000円

（テキスト代別）e電話で詳細を問い合わせの上、申込書をファクスで
４月14日までに問い合わせ先へ。来所でも受け付けます。
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28
●土

3市民防災センター「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などを学びま
す。d午前10時〜11時半、午後１時〜２時半li同センター（早良区百
道浜１）a847-5990f847-5970t１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c先着10組y無料e電話で４月２日以降に同
センターへ。

2福岡グランドクラシックス「レ・ヴァン・フランセ」

　木管アンサンブル「レ・ヴァン・フランセ」による公演。プーランクの「六
重奏曲」などを演奏します。d午後２時からl福岡シンフォニーホール

（中央区天神１ アクロス福岡）iアクロス福岡チケットセンターa725-
9112f725-9102yS席8,500円、A席6,500円e電話で同センターへ。ロー
ソンチケット、チケットぴあでも販売。

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）
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博多・東障がい者フレンドホーム　文化教室作品展

d ▽ 博多障がい者フレンドホーム＝４月９日㈪〜15日㈰ ▽東障がい者フレンド
ホーム＝４月16日㈪〜22日㈰いずれも午前10時〜午後６時（15日、22日は午後４
時まで）lアクロス福岡コミュニケーションエリア（中央区天神１）i障がい者フ
レンドホーム ▽博多a586-1360f586-1397 ▽東a621-8840f621-8863y無料

催 し

介護実習普及センター

li同センター（中央区荒戸３）a731-8100f731-5361hhttp://fukuwel.or.jp/pr
acticey①③〜⑥無料②600円程度e電話かファクス、来所で４月１日以降に同
センターへ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時 定員
①介護疲れを解消するツボ押し ５／１㈫14:00〜16:00 先着40人
②自助具製作教室（ページ押さえと角度調整
が付いた読書台を作ります） ５／12㈯14：00〜16：00 先着10人

③らくらく車いす移乗 ５／19㈯10：00〜12：00 先着15人
④お互いの負担を軽くするリフト移乗 ５／23㈬10：00〜12：00 先着20人
⑤今日から実践　認知症予防 ５／26㈯14：00〜16：00 先着40人
⑥安全な入浴の工夫 ５／30㈬10：00〜12：00 先着20人

講座・教室

4/

29
●●日・祝

2西南杜
もり

の湖畔公園「花市場」

　季節の花苗を販売します。d午前９時半〜午後３時（なくなり次第終
了）li同公園（城南区七隈６）a・f863-7929y入場無料e不要

5/

3
●●木・祝

2市観光案内ボランティアとまち歩き　
どんたくのぼせてよかろうもんコース（お土産付き）

　どんたくのパレードでにぎわう街を、市観光案内ボランティアガイド
と一緒に歩きます。①博多駅〜水上公園（中央区）②市役所〜水上公
園。d５月①３日（木・祝）②４日（金・祝）午前10時〜午後０時半l集合は①博多
駅前広場②市役所１階市民ロビーi福岡観光コンベンションビュー
ローa733-5050f733-5055c各先着20人y500円、小学生以下無料（保
護者同伴）e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代表者名、希望日を書いて４月２日午前10時以
降に問い合わせ先へ。

3フラワーアレンジメント

　「母の日」のプレゼント用に、カーネーションを中心としたフラワーアレ
ンジメントを作ります。小学４年生以下は保護者同伴。d５月①３日（木・祝） 
午後１時〜２時半、２時半〜４時②10日㈭午後５時半〜７時、７時〜８時半
liさざんぴあ博多（博多区南本町２）a502-8570f502-8571c①各
先着15組②各先着８組（いずれも１組１〜２人。１作品まで）y１組1,500
円e電話か来所で４月３日以降に問い合わせ先へ。

5/
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●●金・祝

2どんたくナイトクルーズ

　市営渡船「きんいん」で博多湾を一周します。d午後７時半〜８時半
l集合はベイサイドプレイス博多（博多区築港本町）i博多港振興協
会a271-1378f282-4757c150人y無料e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の氏名・年齢・学
年を書いて４月10日（必着）までに同協会へ（１通５人まで）。

2海っぴゴールデンウイークフェスタ

　フリーマーケットやバザー、福岡ソフトバンクホークス観戦チケットが
もらえるじゃんけん大会（午後２時から）など。小学生以下にはソフトク
リーム無料引換券をプレゼント（数量限定）。５日（土・祝）はチルドレンズ
ミュージアム（段ボール迷路。対象は小学生以下）も実施。詳細は問い
合わせを。雨天中止。d５月４日（金・祝）、５日（土・祝）午前10時〜午後３時l

シーサイドももち海浜公園（早良区百道浜２）i海浜公園管理事務所
a822-8141f822-8147hwww.marizon-kankyo.jpy入場無料（フリーマー
ケット出店料１日1,000円）e不要。フリーマーケット出店希望者は、４月１
日から情報プラザ（市役所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で４月14日正午（必着）までに同事務所へ。ホーム
ページでも受け付けます。

5/
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●木

3 ibbなでしこ塾　基礎から学ぶ「経営」スクール

　専門家等から起業の心得や会社の経理などについて学びます。d５
月10日〜７月19日の隔週木曜日（連続講座）午後６時半〜９時libb fuku
okaビル（中央区天神２）iアイ・ビー・ビーa737-6360f732-9559hwww.
ibb-fukuoka.com/t創業予定か創業間もない人、経営に携わる人など
c先着15人y１万円e電話かファクス、メール（m.asada@hirota-shoji.
com）、来所（ibb fukuokaビル内）で問い合わせ先へ。ホームページでも
受け付けます。

5/
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●金

3初心者登山教室

　登山の知識や技術を学びます（座学・登山）。日程など詳細は問い合
わせを。d５月11日㈮〜６月４日㈪の間（連続講座）午後１時半〜３時半l

ラリーグラス（中央区大名２）他i市山岳協会事務局a712-8909f712-
8942t18歳以上c30人y5,000円eはがき（〒810-0041中央区大名２-２
-46 ラリーグラス内）かファクスで３月25日〜４月16日（必着）に同事務局
へ。

5/
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●土

3スポーツ体験塾「水球教室」
（2021世界水泳選手権応援イベント同時開催）

　県水泳連盟水球委員会の指導者から水球を学びます（午後１時〜３
時）。水球の模擬試合など（午前10時〜午後３時。観覧自由）も同時開
催。詳細は問い合わせを。l総合西市民プール（西区西の丘１）i市ス
ポーツ協会事業課a645-1233f645-1220hwww.sports-fukuokacity.or.jp 
t25m程度泳げる小学生c40人y無料eホームページで４月１日〜14
日に受け付けます。

2西区歴史よかとこ案内人と巡る史跡探訪とウオーキン
グ

　①常楽寺、八雲神社、叶嶽（かのうだけ）神社遥拝所など②永福寺、万
葉歌碑、檀一雄文学碑などを巡ります。d５月①12日㈯午前９時半〜午
後３時②19日㈯午前９時半〜午後４時l集合は①JR今宿駅②能古島
側の渡船場（姪浜発の市営渡船に各自乗船）i西区歴史よかとこ案内
人事務局・徳冨a080-2773-7702f843-7138c①なし②先着50人y①
300円②400円eはがき（〒814-0104城南区別府７-５-33-707）に応募事項
と希望日を書いて①５月８日（必着）まで②４月１日以降に同事務局へ。

3アクロス・文化学び塾

　①「九州の浄土教美術〜特別展『浄土九州』の見どころ〜」市博物館
（早良区百道浜３）で９月15日㈯から開催する特別展の事前講座。②「明
治150年記念特別展『写真発祥地の原風景　長崎』の見どころ」長崎歴
史文化博物館（長崎市立山１）で５月22日㈫から開催する特別展の事前
講座。d５月①12日㈯②26日㈯午後２時〜３時半lアクロス福岡２階（中
央区天神１）i文化観光情報ひろばa725-9100f725-9102c各先着70
人y500円e電話で４月１日以降に問い合わせ先へ。

5/
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●日

2今宿野外活動センター
「今宿八十八夜 茶つみのつどい」

　茶摘み=写真=と製茶を体験します。未成年者のみの参加不可。d

午前10時〜午後３時半li同センター（西
区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115c50
人y500円、未就学児300円e往復はがき

（〒819-0163西区今宿上ノ原217-２）に参加
者全員の応募事項を書いて４月１日〜25日

（必着）に同センターへ。

d＝日時、開催日、期間　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝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　www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索

催し 講座
教室
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救命講習

　講習の種類は、①入門②普通１（大人に対する心肺蘇生法）③普通３（子どもに
対する心肺蘇生法）④上級。AED（自動体外式除細動器）の使い方などを学びま
す（内容は講習の種類によって異なる）。詳細は問い合わせを。i消防局救急課
a791-7151f791-2994hhttp://119.city.fukuoka.lg.jp/koushu/kyumei/t市内に
住むか通勤・通学する人y無料e電話で①②各会場（５月10日分は消防局救急
課、26日分は早良消防署）③④消防局救急課へ。受け付け開始は４月①②１日③
④10日。ホームページでも受け付けます。

実施日 会場 申込先 定員

①

５／３（木・祝）東消防署（東区千早４） 683-0119 先着40人
５／10㈭ 中央消防署（中央区那の津２） 791-7151 先着40人
５／20㈰ 博多消防署（博多区博多駅前４） 475-0119 先着40人
５／23㈬ 南消防署（南区塩原２） 541-0219 先着30人
５／24㈭ 東消防署 683-0119 先着40人

②
５／12㈯ 西消防署（西区今宿東１） 806-0642 先着30人
５／13㈰ 博多消防署 475-0119 先着40人
５／26㈯ 市民防災センター（早良区百道浜１） 821-0245 先着30人

③ ５／25㈮ 博多消防署 791-7151 先着30人
④ ５／29㈫ 博多消防署 791-7151 先着30人
　※時間は①午前10時〜11時半（５月24日は午後７時〜８時半）②③午前10時
〜午後１時④午前９時〜午後５時。
　※応急手当普及員講習および応急手当普及員再講習については消防局救
急課へ問い合わせを。

講座・教室

城南障がい者フレンドホーム

　いずれも連続講座。詳細は問い合わせを。li同ホーム（城南区南片江２）a 

861-1180f861-1123t市内に住む障がいのある人（教室によって他要件あり）y

無料（チャレンジクラブは実費）e電話か来所で４月24日までに同ホームへ。
内容 日時 定員

ストレッチ教室 ５／10〜来年３／14の第２木曜日（10／11を除く）
13:30〜15:00 10人

てづくり教室（工作） ５／12〜来年３／９の第２土曜日（８／11、９／８を
除く）13：30〜15：30 15人

シュタイナーこども絵
画教室

５／12〜来年３／23の第２・４土曜日（８／11、９／８
を除く）15：30〜17：00 10人

音楽療法教室 ５／13〜来年３／24の第２・４日曜日（６／24、９／
９、23、12／23を除く）13:00〜15:00の40分程度 12人

にこにこダンス教室
（こどもダンス）

５／13〜来年３／24の第２・４日曜日（６／24、９／
９、23、12／23を除く）10：30〜11：30 ８人

ヨガ教室 ５／24〜来年３／28の第４木曜日13:30〜14:30 10人
チャレンジクラブ教室

（調理、工作など） ５／26〜来年３／23の第４土曜日10：00〜12：00 10人

講座・教室

早良障がい者フレンドホーム

　いずれも連続講座。詳細は問い合わせを。li同ホーム（早良区百道浜１）a 

847-2761f847-2763t市内に住む障がいのある人（教室によって他要件あり）y 

①⑥〜⑨無料②〜⑤実費e電話かファクス、メール（friend-mwp@fc-jigyoudan.
org)に応募事項と希望教室を書いて４月３日〜13日に同ホームへ。来所でも受け
付けます。

内容 日時 定員
①チャレンジキッズ教室

（縄跳び等の体力づくり
など）

▽A＝５／２〜来年３／20の第１・３水曜日（８
／15、来年１／２を除く） ▽B＝５／９〜来年３
／27の第２・４水曜日いずれも17：00〜18：00

A＝15人
B＝10人

②やさしい絵画教室 ５／９〜来年３／27の第２・４水曜日（８／８、
22を除く）10：00〜12：00 10人

③やさしい書道教室 ５／９〜来年３／27の第２・４水曜日（８／８、
22を除く）14：00〜16：00 10人

④やさしいアート教室（絵
画や創作）

５／12〜来年３／23の第２・４土曜日（８／
11、25、10／13を除く）10：00〜12：00 10人

⑤はじめてのパソコン教
室〜インターネット〜 ５／15〜６／５の火曜日10：00〜12：00 ６人
⑥エンジョイスポーツ教室

（基礎体力づくりなど）
５／19〜来年３／２の第１土曜日（11／３を
除く。５月は第３土曜日）15：00〜16：30 15人

⑦ももちスポーツ教室（個
別・集団での基礎体力づく
りなど）

５／19〜来年３／16の第３土曜日15：00〜
16：30（５月は10：30〜12：00） 15人

⑧軽度知的障がい者パソ
コン教室

５／20〜来年３／17の第３日曜日10：00〜
13：00 ７人

⑨体つくり運動教室（鉄棒
や跳び箱など）

５／25〜来年３／１の第１金曜日（５月は第
４金曜日）17：00〜18：30 10人

講座・教室

まもるーむ福岡（保健環境学習室）

　いずれも小学３年生以下は保護者同伴。liまもるーむ福岡（中央区地行浜
２）a831-0669f831-0670hwww.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/m-room/y無料e①不 
要②③電話かメール（mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で４月１日午前10時
以降に同施設へ。

内容 日時 対象・定員
①カブトガニ観察会（カブトガニが餌を
食べる様子を観察します）

４／８㈰、22㈰15:00〜15:30 
（13:00から受け付け） 各先着25人

②みんなでチャレンジ！「手で持てる水
を作ろう」（塩化カルシウムとアルギン
酸ナトリウムを使って作ります）

４／28㈯10:30〜11:00 先着25人

③ラボで体験「カタツムリの殻の不思
議」（カタツムリの殻を観察し、その生態
について学びます）

５／５（土・祝）10:30〜11:00 小学１〜３年 
生、先着20人

催 し

　１泊２日の宿泊利用申し込みを受け付けます。料金など詳細は問い合わせを。
d７月21日㈯〜８月31日㈮ ※８月４日はロッジの一部とテントの利用不可li同
センター（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115hhttp://imajuku-yagai.jp/c

ロッジ５棟（１棟10〜12人）、テント８張り（１張り８人）e往復はがき（〒819-0163西
区今宿上ノ原217-２）に代表者の応募事項と団体名、利用人数、希望日（１日の
み）、希望施設名、希望数を書いて４月１日〜17日（必着）に同センターへ。抽選
後、空きがあれば４月21日午前９時以降に電話受け付けを開始。

今宿野外活動センター　夏休み期間中の宿泊利用

5/
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●土

2背振少年自然の家　
「はじめての」せふりファミリーキャンプ

　ハイキングや野外調理（キーマカレー）をしたり、写真立てを作ったり
します。d５月19日㈯午前10時〜20日㈰午後３時（１泊２日 ※宿泊は屋内
です）li背振少年自然の家（早良区板屋）a804-6771f804-6772h 

www.fukuoka-shizennoie.jp/sefuri/t市内に住む小中学生と保護者c 

35人y大人6,000円、小中学生4,500円eはがき（〒811-1113早良区板屋
530）かファクス、メール（mail-inquiry@sefuri.fukuoka-shizennoie.jp）に参
加者全員の応募事項と性別を書いて４月１日〜20日（必着）に同施設へ。
ホームページでも受け付けます。

3女性の視点を活
い

かした防災ワークショップ（パパママ編）

　講師は、東日本大震災で被災経験を持つ防災士で『女性の視点を活
かした防災ミニブック』の監修者 アベナオミ氏。d午前11時〜午後１時
lアミカス（南区高宮３）i男女共同参画課a711-4107f733-5785t市
内に住むか通勤する、小学生以下の子どもの保護者c先着40人y無
料n６カ月〜小学３年生（無料。10日前までに要予約）e電話かファクス、
メール（danjokyodo.CAB@city.fukuoka.lg.jp）、来所（市役所７階）で４月１
日以降に同課へ。市ホームページでも受け付けます。

5/

23
●水

3初心者なぎなた教室

d５月23日〜７月25日の水曜日（連続講座）午前９時〜11時l西体育館
（西区拾六町１）i市なぎなた連盟事務局a・f523-6426t18歳以上c 

15人y無料（保険料別）e往復はがき(〒815-0071南区平和１-２-10-501）で
３月25日〜５月10日（必着）に問い合わせ先へ。

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）

情報BOX 福岡市政だより
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博多人形師育成塾

　原型作りから焼成、彩色まで、人形作りの全工程を体験=写真。d６月６日〜来
年３月20日の水曜日（連続講座）午後６時半〜８時半l福
岡商工会議所（博多区博多駅前２）i博多人形商工業
協同組合a291-4114f291-8007t18〜45歳c15人y５
万円e履歴書（写真貼付）、応募動機と彫刻・絵付けな
どの経験の有無を書いたもの（様式不問）を郵送

（〒812-0023博多区奈良屋町10-３-602）か持参で４月30
日（消印有効）までに同組合へ。書類審査・面接あり。

講座・教室

市民体育館

　②〜⑧は連続講座。⑦⑧の「ズンバ」はラテン系の音楽に合わせて踊るダンス
エクササイズです（初心者も参加可）。詳細は問い合わせを。li同体育館（博
多区東公園）a641-9135f641-9139t①②④〜⑧18歳以上③１歳半〜３歳と保
護者のペアe①当日開始30分前から受け付けます。②〜⑧はがき（〒812-0045
博多区東公園８-２）かファクスで②〜⑤４月10日まで⑥⑦⑧４月１日〜15日（いず
れも必着）に同体育館へ。来所でも受け付けます。

内容 日時 定員 費用

①Fトレ（さまざまな世代向け
の筋力トレーニングなど）

４／９㈪〜来年３／29㈮の月・
木曜日（11：15〜12：15）、火・金
曜日（15：00〜16：00） ※祝日、
定期点検日を除く。

各
20人 １回500円

②美ボディピラティス
４／24〜10／２の火曜日（５／
22、７／17、８／14、９／18を除
く）13：00〜14：30

20人 １万4,000円

③はじめての親子 de ヨガ ４／25〜５／30の水曜日（５／
９を除く）11：15〜12：15 10組 １組3,000円

④初心者水泳教室 ４／25〜６／20の水曜日（５／
23を除く ）11：15〜12：15 10人 5,200円

⑤オハヨガ ４／26〜７／５の木曜日（５／
３を除く）10：00〜11：00 20人 7,000円

⑥リラックスヨガ ４／27〜９／14の金曜日（５／
４を除く）19：15〜20：30 20人 １万4,000円

⑦ZUMBA GOLD（ズンバゴー
ルド）

５／２〜９／19の水曜日（８／
15を除く）18：50〜19：50 20人 １万4,000円

⑧ZUMBA（ズンバ） ５／２〜９／19の水曜日（８／
15を除く）20：00〜21：00 20人 １万4,000円

講座・教室

花畑園芸公園

　①「えびね・山野草展示会」②「園芸講座 山野草栽培の楽しみ方」③「園芸講座 
ナス・きゅうり・トマトなどの作り方」④「園芸講座 家庭果樹の消毒について」d４
月①７日㈯、８日㈰②８日㈰③10日㈫④11日㈬①午前９時〜午後５時②③④午後
１時半〜３時半li同公園（南区柏原７）a565-5114f565-3754c①なし②③④
先着50人y無料e①不要②③④電話かファクスで４月②１日③３日④４日以降に
同公園へ。

催 し

今津リフレッシュ農園

li同農園（西区今津）a806-2565f806-2570t①③市内に住む人②不問y①１
組1,000円②入場無料③１口（10株程度）1,000円e①電話で４月８日以降の午前８
時45分〜午後５時に同農園へ。②不要③往復はがき（〒819-0165西区今津5685）に
応募事項と希望口数、希望日を書いて４月14日（必着）までに同農園へ。

内容 日時 定員
①園芸教室（共栄作物について学び、プラ
ンター菜園で手軽に農業体験ができます）４／15㈰10:00〜12:00 先着15組

②花まつり（季節の花苗と野菜苗を紹介・
販売。先着100人に花苗を配布） ４／15㈰10:00〜15:00 －

③サツマイモ植え付け体験（植え付け後、
ツル上げなどの手入れ、収穫作業までを
体験）

５／11㈮〜13㈰の間の１日
9:00〜16:00 ※収穫時期
は10／13㈯〜21㈰

1,000口

催 し

市博物館「ふくおかの塩」

　福岡の人々と塩の関わりについて、発掘調査で出土した資料などから紹介し
ます。d４月３日㈫〜６月３日㈰午前９時半〜午後５時半（入館は午後５時まで）。月
曜休館（祝休日のときは翌平日）li同館（早良区百道浜３）a845-5011f845-
5019y一般200円、高大生150円、中学生以下無料

催 し

福岡都市圏障がい者ボウリング大会

d６月24日㈰午前10時〜午後３時半l博多スターレーン（博多区博多駅東１）i市
障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565hwww.suporeku-fuku.com/t身体障
害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ中学生以上c250人
y1,000円eホームページに掲載、または情報プラザ（市役所１階）、各区福祉・介護
保険課などで配布する申込書を郵送か持参で４月２日〜16日（必着）までに同協会
へ。

催 し

松風園

　①「貝合わせ〜宝尽くし〜」ハマグリに絵付けします。初心者も参加可。②「季
節の室礼（しつらい）とおもてなし〜夏・暑気払い
〜」室礼（季節や人生の節目に部屋を整えること）に
ついて学びます。軽食付き。③「夕ざりの茶会」夕暮
れを楽しむ茶会。弁当付き。d①４月21日㈯午後１時
〜３時②６月２日㈯午前11時〜午後０時45分、午後２
時〜３時45分③６月２日㈯午後５時15分〜７時半li

同園（中央区平尾３）a・f524-8264c①先着10人②
各先着25人③先着15人y①②3,500円③4,000円

（いずれも入園料別）e①電話かファクスで同園
へ。②③電話で４月２日以降に同園へ。

催 し

貝合わせ（絵柄は異なることがあ
ります）

よかドック春得キャンペーン
　４月１日〜６月30日に市国民健康保
険特定健診「よかドック」を受診した人
の中から、抽選で301組（602人）に福
岡ソフトバンクホークス公式戦チケッ
トをプレゼントします（試合日程は選
べません）。当選はチケットの発送を
もって通知。i健康増進課a711-4269 
f733-5535e不要（よかドックは要予
約）
平成30年度「健診ガイド」は４月15日
号市政だよりと同時に配布します

　健診ガイドには各種がん検診など
の日程や実施医療機関を掲載してい
ます。i各区健康課
農業体験農園「百姓園」の利用者
を募集

　農業体験の他、農園で収穫した野菜
等を使ったバーベキューや餅つき大
会などのイベントもあります。詳細は
問い合わせを。d利用決定後〜来年２
月28日㈭l東区勝馬i同園・北本a 

090-9589-5666f603-1167c先着30区
画y１区画年間４万5,000円e電話で４
月１日午前10時以降に問い合わせ先
へ。

お知らせ
専修学校などの修学資金を貸し
付け

　平成29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した人

（指定する対象校・学科に限る）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（返還
が必要）。詳細は問い合わせを。【受付
期間】４月２日〜20日【対象】市内に住
む人（所得要件あり）。連帯保証人が
必要。i地域施策課a711-4253f733- 
5863

市税に関する証明の発行開始日
　平成30年度の税務証明書の発行
開始日は下表の通り。i各区課税課、
納税管理課a711-4490f711-4219

税目 証明書 発行開始日

固定資産税
評価証明 ４／２㈪〜
課税証明（公
課証明）、納
税証明

４／６㈮〜

市県民税
（住民税）

課税証明（所
得証明）、納
税証明

①５／18㈮〜
②６／12㈫〜

非課税証明５／18㈮〜

軽自動車税 車検用納税 
証明 ５／31㈭〜

　※①給与からの引き去り（特別徴収）
のみの人②普通徴収・年金からの引き
去り（特別徴収）の人（①以外の人）。

お知
らせ

d＝日時、開催日、期間　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝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　www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索

催し 講座
教室
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市高齢者利用料減免施設一覧を
配布します

　市内に住む65歳以上を対象に利用
料金の減免を行う施設の一覧を３月29
日から情報プラザ（市役所１階）、各区福
祉・介護保険課で配布。市ホームペー
ジにも掲載。i ▽一覧について＝高齢
福祉課a711-4881f733-5587（３月31日
までは介護福祉課a733-5452f733- 
5587） ※減免率や提示書類等の詳細
は各施設へ。
全国健康福祉祭（ねんりんピック）
の参加選手を募集

　11月３日（土・祝）〜６日㈫に富山県で
開催される同祭に参加する選手を募
集します。種目は①水泳②カローリン
グ③ビーチボール。i同祭参加事業
福岡市実行委員会事務局a713-1340 
f713-0157t市内に住む、昭和34年４
月１日以前に生まれた人c①８人（男
女各４人）②１チーム（４人以内）③男女
各１チーム（登録選手７人以内）e電話
かファクスで問い合わせの上、送付さ
れた申込用紙を郵送かファクスで５月
７日（必着）までに同委員会事務局へ。
産業廃棄物管理票交付等状況報
告書の提出を

i産業廃棄物指導課a711-4303f733- 
5907　平成29年度中に市内で産業廃
棄物管理票（マニフェスト）を交付した
事業者は、同報告書の提出が必要で
す。詳細は市ホームページで確認を。

【提出】郵送（〒810-8620住所不要）か持
参（市役所13階）、市ホームページイン
ターネット手続きサービスで４月１日〜
６月30日（必着）に同課へ。
PCB含有変圧器などの廃電気機器
類は届け出を

i産業廃棄物指導課a711-4303f733- 
5907　平成29年度中に市内でPCB（ポ
リ塩化ビフェニール）を含有する変圧
器、コンデンサー、安定器などの廃電
気機器類を保管していた事業者は届
け出が必要です。詳細は市ホーム
ページで確認を。【提出】郵送（〒810-
8620住所不要）か持参（市役所13階）
で４月１日〜６月30日（必着）に同課
へ。

寄付金配分先を募集（市奉仕銀行）
i市社会福祉協議会総務課a751-11 
21f751-1509hwww.fukuoka-shakyo.or.
jp/　【助成金額】 ▽備品購入＝上限25
万円 ▽新規事業＝上限５万円。対象事
業に関する経費の１割以上は自己負担

【対象】次の全ての要件を満たす団体

▽市内に活動拠点を有し社会福祉分
野に携わる当事者団体など ▽活動実
績が１年以上ある ▽NPO法人または法
人格を持たない団体など ▽構成員お
よび利用者の３分の２以上が福岡都市
圏に住む ▽平成27〜29年度に本事業

の配分を受けておらず、平成28・29年度
に共同募金の配分を受けていない（受
ける予定がない）【申し込み】ホーム
ページに掲載、または同課（中央区荒戸
３）で配布する申込書を５月18日までに
同課へ持参。
平成31年度に設置する街頭防犯カメ
ラの設置費用の一部を助成します

　【対象団体】自治協議会、自治会、町
内会など（１団体４台を限度。複数年
度にわたる申請可）【対象経費】 ▽防
犯カメラ、録画機器装置の購入およ
び設置工事に係る経費 ▽防犯カメラ
の撮影を示す看板設置に係る経費

【補助率】対象経費の75％以内（上限
あり）【申請】調査書に必要書類を添
えて４月２日〜６月29日に問い合わせ
先へ。詳細は市ホームページで確認
するか問い合わせを。i生活安全課
a711-4054f711-4059、各区総務課（中
央区は地域支援課）

子どもの夢応援事業を募集
　子どもたちが企画する夢のある取
り組みに、補助対象経費の３分の２以内

（上限６万円）を助成します。募集期間
は４月２日〜５月31日。詳細は問い合わ
せを。i各区企画振興課（東区・城南
区・早良区は地域支援課）
犬の登録と狂犬病予防注射の実
施

　生後91日齢以上の犬は、生涯１回の
登録と毎年度１回の狂犬病予防注射
が義務付けられています（有料）。【登
録】あにまるぽーと（東区蒲田５）、ふく
おかどうぶつ相談室（西区内浜１）、各
区保健福祉センター（西区を除く）で
随時受け付け【狂犬病予防注射】４〜５
月の土・日曜日に実施する集合注射は
下表の通りです。その他、平成30年度
から一部の動物病院でも集合注射を
実施（午後１時半〜２時半。土・日曜日
もあり）。

日時 会場
４／14㈯、21㈯13：
30〜14：30

南市民プール（南
区三宅３）

４／15㈰、５／13㈰
13：30〜14：30

ふくおかどうぶつ
相談室（西区内浜１）

４／22㈰、５／12㈯
13：30〜14：30

九州広場（市役所
ふれあい広場横）

　※各区ごとの日程・会場（実施病院
含む）などの詳細はホームページ（htt
ps://www.wannyan.city.fukuoka.lg.jp/）
で確認するか、あにまるぽーと（a691- 
0131f691-0132）またはふくおかどう
ぶつ相談室（a891-1231f891-1259）
へ問い合わせを。

ホストファミリー登録説明会

　外国人に日本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。d４月22日㈰午前10時〜11
時li福岡よかトピア国際交流財団

（博多区店屋町 市国際会館）a262-
1744f262-2700t福岡都市圏に住む
日本人家庭c20人e電話かファクス、
メール（hostfamily@rainbowfia.or.jp）で
４月15日までに同財団事業課へ。
「ミニふくおか」の子ども実行委員
会メンバーを募集

　８月21日㈫〜23日㈭開催の「子ども
がつくるまち＜ミニふくおか＞」は、仮
想のまちで子どもが店舗などを運営
し、遊びを通してまちづくりや仕事を
体験するイベントです。同実行委員会
は、まちの仕組みづくりなどを行いま
す。d５〜９月に９回程度活動iミニ
ふくおか事務局（子ども文化コミュニ
ティ内）a552-1540f561-9840t市内
に住むか通学する小学５年〜中学生
c40人e３月26日から市ホームペー
ジに掲載、または放課後こども育成課

（市役所13階）で配布する募集チラシ
を確認してメールで４月20日までに同
事務局へ。

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、
健康管理、飼い主の万が一に備える

「ペット信託」などの相談に応じます。
d４月15日㈰午後１時〜４時liふく
おかどうぶつ相談室（西区内浜１）a 

891-1231f891-1259t犬猫を飼って
いる人、飼う予定の人y無料eペット
信託相談のみ、電話で４月２日〜13日
に同相談室へ。
無期転換ルール緊急相談ダイヤ
ル

i福岡労働局雇用環境・均等部指導
課a411-4894f411-4895　無期転換
ルールとは、有期労働契約が更新さ
れて同一の会社で通算５年を超えた
とき、労働者の申し込みにより期間の
定めのない労働契約に転換できる
ルールです。ルールの対象となる有
期契約労働者や事業主のために相談
ダイヤルを開設しました。詳細はホー
ムページ（http://muki.mhlw.go.jp/）で
確認を。【ナビダイヤル】0570-069276

（祝日を除く月〜金曜日。午前８時半
〜午後５時15分） ※同課（博多区博多
駅東２ 福岡合同庁舎新館４階）でも特
別相談窓口を開設。

相 談

人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d４月７日㈯午後１時半〜４時lふく
ふくプラザ５階（中央区荒戸３）i日本
オストミー協会福岡市支部a・f553-
2141y無料e不要
市障がい者110番 肢体障がい ピ
ア相談

　肢体障がいの当事者が相談に応じ
ます。d４月18日㈬午前９時〜正午lふ
くふくプラザ４階（中央区荒戸３）i市
身体障害者福祉協会a・f738-0010t

市内に住む肢体障がい者や家族など
y無料e不要
高齢者・障がい者のための無料法
律相談会

　成年後見制度や相続・遺言などの
相談に応じます。d①４月19日㈭②５
月17日㈭午前10時〜午後３時l①あ
いあいセンター（中央区長浜１）②あい
れふ（中央区舞鶴２）i高齢者・障害者
安心サポートネットa737-2345（午前９
時〜午後５時）f737-0500y無料e電
話で前日までに問い合わせ先へ。

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。i成年後見セ
ンターあい愛サポートa673-6696f 

674-3358y無料e不要
日時 場所

４／８㈰
9:30〜12:00

ふくふくプラザ４階（中
央区荒戸３）

４／８㈰
13:00〜15:00

なみきスクエア２階（東
区千早４）

４／８㈰
13:00〜16:00

大野城まどかぴあ３階
（大野城市曙町２）

４／11㈬
9:30〜12:00

ももちパレス３階（早
良区百道２）

４／14㈯
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）

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。d４月21日㈯
午前10時〜午後４時l城南市民セン
ター３階（城南区片江５）i県行政書
士会a641-2501f641-2503y無料e

不要

お知
らせ 相談

●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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家庭相談員（嘱託員）を募集
iこども家庭課a711-4238f733-5534 
　各区保健福祉センターで、児童の
養育などの相談、一人親家庭などの
自立支援、女性に関する相談などの
業務に従事。【資格】社会福祉主事と
して２年以上児童福祉事業に従事し
た人、専門の相談機関で児童・婦人・
一人親家庭等相談業務のいずれかに
２年以上従事した人など【任用期間】７
月１日〜来年３月31日（再任用あり）

【募集案内・申込書の配布】４月２日か
ら情報プラザ（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４月19日（消印有効）までに
同課へ。

しごと
　※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。

建築物耐震化促進専門員（嘱託
員）を募集

i建築物安全推進課a711-4580f733- 
5584　建築物の耐震診断、補強設計
の書類審査などに従事。【資格】一級
建築士の有資格者。他要件あり【任用
期間】６月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【募集案内の配布】同課（市役所
４階）、ハローワーク（公共職業安定
所）などで。市ホームページにも掲載

【申し込み】必要書類を郵送か持参で
４月20日（必着）までに同課へ。

裁判所職員採用試験
　①裁判所事務官＝総合職（院卒者・
大卒程度）、一般職（大卒程度）②家庭
裁判所調査官補（院卒者・大卒程度）。

【募集案内の配布】裁判所で。ホーム
ページ（www.courts.go.jp/saiyo/index2. 
html）にも掲載【申込期間】 ▽郵送＝４月
２日〜４日（消印有効） ▽インターネット
＝４月２日午後３時〜10日。i①福岡地
方裁判所事務局人事課a781-3141②
福岡家庭裁判所事務局総務課a510-
0403

福岡北九州高速道路公社正職員
（土木）を募集
i同公社総務課a631-1991f631-3287 
hhttps://www.fk-tosikou.or.jp/　【採
用予定日】７月１日【募集案内・申込書
の配布】４月２日から同公社本社（東区
東浜２）などで。ホームページにも掲
載【申し込み】申込書を郵送か持参で
４月18日（必着）までに同課へ。

市立学校教員を募集
i教職員第１課a711-4612f733-5536 
　来年度採用の教員を募集。詳細は
市ホームページにも掲載。【実施要
項・志願書の配布】情報プラザ（市役
所１階）、各区情報コーナーなどで【申
し込み】志願書を郵送で５月25日（消
印有効）までに同課へ。
「生き活き講座」嘱託員（産休・育
休代替）を募集

i東区地域保健福祉課a645-1088f 

631-2295　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。【資
格】普通自動車運転免許（ＡＴ車限定
免許を含む）を持つ健康運動指導士
の有資格者。他要件あり【勤務場所】
同課（東区箱崎２ 保健福祉センター
内）【任用期間】６月20日〜来年３月31
日（再任用あり）【募集案内・申込書の
配布】福祉・介護予防課（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、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で３
月26日〜４月17日（必着）に問い合わ
せ先へ。

会社合同説明会
d４月16日㈪午後１時〜５時l福岡国
際会議場２階（博多区石城町）i福岡
商工会議所商業・雇用支援グループa 

441-2169f482-1523t大学、短大、高
専、専門学校の来年３月卒業予定者、
求職者y無料e不要
就農を目指す・農業に携わりたい人
を対象とする農業研修生を募集

　農業の基礎知識や栽培技術を学び
ます。詳細は問い合わせを。d５月下
旬〜来年３月の間の20〜60日間lＪＡ
ファーム福岡（西区今宿青木）、希望す
る品目の市内農家i農業振興課a 

711-4852f714-4033t市内で自営就
農を目指す、または農業に携わりたい
20歳以上の市内に住む人。他要件あ
りc ▽ 基礎研修コース＝10人程度 ▽

インターンシップコース＝４人程度y

１万円eはがき（〒810-8620住所不要）
かファクス、メール（n-shinko.AFFB@
city.fukuoka.lg.jp）で４月20日（必着）
までに同課へ。５月10日㈭に応募者を
対象とする説明会・面接会を開催しま
す。

プロフェッショナル人材活用セミ
ナー

　「財務経理からはじめる業務改善」
をテーマに、外部人材を活用した経営
課題の解決方法を紹介。d４月24日
㈫午後２時〜４時l福岡商工会議所

（博多区博多駅前２）i経営支援課a 

441-2027f441-3211t事業の拡大や
人材の採用等の課題を持つ経営者な
どc先着30人y無料eファクス（482-
1523）かメール（fkkeiei@fukunet.or.
jp）で福岡商工会議所経営相談部へ。
３月下旬からホームページ（www.fukun
et.or.jp/event_seminar/）でも受け付
けます。

職業訓練受講生（６月生）を募集
　①構造物溶接科②住宅リフォーム
技術科③電気設備技術科（②③は企
業実習付きコースもあり）で募集。詳
細は問い合わせを。d①６月１日㈮〜
11月27日㈫②③６月１日㈮〜11月28日
㈬午前８時55分〜午後３時55分li 

①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）a 

0948-22-4988f0948-22-4912②③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）a093-641-6909f 

093-631-6516tハローワーク（公共職
業安定所）に求職申し込みをしている
人y無料（教科書、作業服代など別）
n①なし②③あり（食事代等の実費が
必要）e来所で①４月２日〜５月15日②
③４月９日〜５月14日に住所地の公共
職業安定所へ。筆記・面接あり。

職業訓練協会の講座（連続講座）
　詳細は問い合わせを。li同協会

（東区千早５）a671-6831f672-2133c 

先着①40人②③15人④50人e電話で
４月①２日②③３日④４日以降に同協
会へ。
①ガス溶接技能講習　d５月20日㈰、
27日㈰午前８時半〜午後５時半y8,000
円（テキスト代別）
②パソコン「フォトショップエレメン
ツ」講習　d５月27日〜６月10日の日
曜日 午前９時半〜午後４時半t文字
入力、マウス操作ができる人y２万円
③パソコン「ワード中級ＤＴＰ機能によ
るデザイン」講習　d５月27日〜６月
10日の日曜日 午前10時〜午後４時半

（最終日は午後４時まで）tワードの基
本操作ができる人y１万6,000円（テキ
スト代別）
④ケアマネジャー受験対策講習　d

６月１日〜９月21日の金曜日（８月10日
を除く）午後６時半〜９時t受験予定
者y３万円

平成30年度市職員の募集日程
i人事委員会事務局任用課a711-4687f733-5866　募集区分などは変更にな
る場合があります。採用は原則として来年４月１日以降。【募集案内・申込書の配
布】下表の配布開始日（総合パンフレットは配布中）から同課（市役所５階）、情報
プラザ（同１階）、各区情報コーナー、各出張所、県民情報センター（県庁１階）な
どで。市ホームページにも掲載。

募集区分 配布
開始日

受験申し込み 
受付期間

第１次試験
（会場）

最終合格者
発表（予定）

上級

行政事務 行政、福祉、
心理

５月１日
から

（電子申請）
５月１日〜15日

（郵送）
５月１日〜17日

６月24日㈰
（福岡市内と
東京都内）

▽行政事務
（ 行 政 ）＝８
月下旬

▽ 上記以外 
の全区分＝
９月中旬

行政技術
土木、建築、
電気、機械、
造園、衛生管
理A・Bなど

消防吏員A（大学卒業程度）
獣医師、保健師

社会人経験者
行政
社会福祉
建築

５月１日
から

（電子申請）
５月１日〜15日

（郵送）
５月１日〜17日

６月24日㈰
（福岡市内と
東京都内）

11月中旬

中級 行政事務、学校事務

８月２日
から

（電子申請）
８月２日〜15日

（郵送）
８月２日〜17日

９月23日（日・祝）
（福岡市内）

▽ 初級行政 
事務＝11月
中旬

▽ 上記以外 
の全区分＝
12月中旬

初級
行政事務、学校事務

行政技術 土木、建築、
電気、機械

消防吏員B（高校卒業程度）
運輸業務従事者（地下鉄職
員）

身体に障がい
のある人を対
象とする採用
選考

行政事務
学校業務

８月30日
から

（電子申請）
８月30日〜
９月12日

（郵送）
８月30日〜
９月14日

10月14日㈰
（福岡市内） 12月中旬

技能・労務職
※技能・労務職採用選考の実施については、現時
点では未定のため、必要に応じて市ホームページ
などでお知らせします。

　※郵送申し込みの締め切りは、いずれも消印有効。

しごと

d＝日時、開催日、期間　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝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　www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索
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コニカミノルタ“天空”未来プロジェク
ト〜宇宙は人類を元気にする〜
　福岡・東京・茨城の３会場とISS（国際宇
宙ステーション）をつないで、JAXA（宇宙
航空研究開発機構）宇宙飛行士の金井
宣茂氏と交信。直接質問もできます（質
問者は希望者の中から事前に選出）。交
信開始前に、アニメ「宇宙兄弟」の上映や
別会場との中継・交流も行います。d４
月26日㈭午後７時〜10時ごろt小学生
以上（小中学生は保護者同伴）c520人y

無料eホームページ（www.jmcom.co.jp/te
nku/）の申し込みフォームで４月10日まで
受け付けます。金井氏に直接質問したい
人はその内容も書いて、４月５日までに申
し込みを。

STARRY	NIGHT	JAM	①こどもの日スペシャ
ル「恐竜くんと一緒に恐竜の旅に出かけ
よう！」②星空とディスコミュージック
　①恐竜研究家「恐竜くん」がカナダや
モンゴル等の世界の化石産地をプラネ
タリウムで紹介します。②福岡県を拠点
に活動するディスコ・バンド「COLTECO（コ
ルテコ）」によるライブと星空の映像を楽
しめます。d５月①５日（土・祝）午後７時〜７
時50分、８時20分〜９時10分②19日㈯午後
７時〜８時c各回先着220人y①中学生
以上1,000円、小学生以下500円②2,000 
円（いずれも座席を必要とする未就学児
はチケットが必要）e４月①11日②25日
の午後４時以降に市科学館３階チケット
カウンターで販売。

博多座
〒812-8615 博多区下川端町２-１
a２６３-５８５８ f２６３-３６３０
hwww.hakataza.co.jp/

科学館
〒810-0044 中央区六本松４-２-１　a731-2525 f731-2530
hwww.fukuokacity-kagakukan.jp/
o午前９時半〜午後９時半 x火曜（祝休日のときは翌平日）

l①②③⑤同センター④大濠公園（中央区）e電話で希望日の７日前までに同セン
ターへ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時 対象・定員 費用
①１日糖尿病教室（食事療
法、運動療法） ５／12㈯10：00〜15：00 先着20人 1,000円

（食事付き）

②禁煙教室 ５／12㈯10：00〜12：00 先着20人 1,000円

③30歳代のヘルシースクー
ル（個別健康相談） ５／13㈰、27㈰14：00〜16：00 各先着10人 無料

④ニコニコペース健康教室
（ウオーキング）

５／19㈯14：00〜16：00（毎月第
３土曜日開催） ―

年会費2,000 
円（参加体験
は無料）

⑤やせナイト塾（生活習慣
改善教室）

６／７〜28の木曜日（４回）、９／
20㈭にフォロー教室（１回）計５
回１セット 19：00〜（２時間程度）

18歳以上で運動
に支障のない人・
１セット先着15人

１セット
1,000円

健康づくりサポートセンター 
〒810-0073 中央区舞鶴２-５-１ あいれふ内　a7５1-２８０６ f７５１-２５７２
o午前９時〜午後５時 hwww.kenkou-support.jp/

相談名 相談方法 日時 電話

総合相談 電話
面接（要予約）

月〜土曜日 10:00〜17:00

526-3788

日・祝日 10:00〜16:30
第２・４月曜日（祝 
日を除く） 10:00〜20:00

法律相談 面接（要予約） 第１〜４水曜日（祝 
日を除く） 13:00〜16:00

お仕事帰りの法律相談 面接（要予約） 第４月曜日（祝日
を除く） 18:00〜20:00

男性のための相談ホットライン 電話 第１〜３月曜日（祝 
日を除く） 19:00〜21:00 526-1718

ＤＶ（ドメスティック・バイオレ
ンス）相談ダイヤル 電話 水・木曜日 10:00〜16:00 526-6070

アミカス相談室（日常生活でのさまざまな問題についての相談）

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　a526-3755 f526-3766
mamikas@city.fukuoka.lg.jp hhttp://amikas.city.fukuoka.lg.jp/
o午前９時半〜午後９時半（日・祝休日は午後５時まで）
x毎月第２・最終火曜（祝休日のときは翌平日）　※いずれも入園料別。園芸講座・植物

観察会の申し込みは往復はがきかファ
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同園へ。ホーム
ページでも受け付けます。
春の野鳥写真展
d４月17日㈫〜５月６日㈰y無料
春の盆栽と山野草展
　販売もあり。d４月20日㈮〜22日㈰y

入場無料
クレマチス展
　花鉢、切り花を約100品種展示。苗の
販売もあり。d４月28日㈯〜30日（月・休）
y入場無料
園芸講座「春の庭木の管理」
d５月18日㈮午後１時半〜３時半c40人

y無料e４月１日〜５月４日（必着）に同
園へ。
植物観察会「バラ」〜華麗なバラの魅力
を探る〜
d５月19日㈯午後１時半〜３時半c50人
y無料e４月１日〜５月５日（必着）に同
園へ。
園芸講座「ハーブの効用」
　バラの美容液と練り香水を作ります。
ハーブについても学びます。d５月23日
㈬午後１時半〜３時半c30人y1,000円
e４月１日〜５月９日（必着）に同園へ。

植物園
〒810-0033 中央区小笹５-１-１　a522-3210 f522-3275
hhttp://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/
o午前９時〜午後５時（入園は午後４時半まで） x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
a263-1100 f263-1105
o午前10時〜午後８時（入場は午後７時
半まで） x水曜（祝休日のときは翌平日）

４月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①上履きと床に敷くタオル等③上履きを持参。会場は
①早良体育館（早良区四箇６）③博多体育館（博多区山王１）。c①③なし②先着20人

（１人１個）④先着20組y①③無料②100円④200円e①③不要②④電話で４月②１
日④６日以降に同会館へ。

中央児童会館「あいくる」
〒810-0021 中央区今泉１-19-22　a741-3551 f741-3541
minfo@jidoukaikan-aikuru.or.jp hhttp://jidoukaikan-aikuru.or.jp/
o午前９時〜午後９時 x月曜（祝休日のときは翌平日）、月末（日曜のときは翌平日）

内容 日時 対象
①あかちゃんといっしょ（乳幼児の親子遊び） ４／11㈬10：30〜11：30 まだ一人で歩けない

乳幼児
②おもちゃ病院 ４／15㈰10：00〜14：00 幼児〜高校生
③あいくるがやってくる！（親子遊び） ４／25㈬10：00〜12：00 ２歳以上の幼児
④木育おもちゃのひろば ４／25㈬10：00〜12：00 乳幼児
　※その他、乳幼児を対象にした教室を実施。詳細はホームページで確認を。
参加者を募集
　①「６月から始まるクラブ」ヒップホップダンス、コーラス、写真など。②「あいくる
Radio」高校生がラジオで同会館の情報等を発信（毎週日曜日）。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。

施設の情報

生誕60周年記念　くまのパディントン
展
　「くまのパディントン」はイギリスの作
家 マイケル・ボンド氏の児童文学作品
に登場するキャラクターです。絵本等の
原画や書籍、ボンド氏の仕事道具などを
展示。d開催中〜４
月15日㈰ ※最終日
は午後６時まで（入
場は午後５時半ま
で）y一般1,200円、
高大生1,000円、小
中生500円

©P&Co.Ltd.2018

六月博多座大歌舞伎
　松本幸四郎改め二代目松本白鸚（はく
おう）、市川染五郎改め十代目松本幸四
郎襲名披露公演です。d６月２日㈯〜26
日㈫i博多座電話予約センターa263- 
5555f263-3630t小学生以上yＡ席１万
8,000円、特Ｂ席１万5,000円、Ｂ席１万2,000
円、Ｃ席5,000円e４月14日午前10時以降
に電話で予
約を。ホー
ムページで
も購入でき
ます。

撮影：篠山紀信

スケッチ大会
　同施設か、もーもーらんど油山牧場
の風景をスケッチします。絵の具などを
持参（画板・クレヨンは不要）。d４月１日
㈰〜５月５日（土・祝）午前９時〜午後５時

（牧場は水曜日休場）t中学生以下y無
料e不要
　※以下の申し込みは往復はがきで４
月20日（必着）までに同施設へ。ホーム
ページでも受け付けます。中学生以下
は保護者同伴。
春の絵画（スケッチ・はがき絵）教室
d４月30日（月・休）午前10時〜正午、午後
１時半〜３時半c各15人y300円
森の新しい命かんさつハイキング
d５月13日㈰午前10時半〜午後１時c50
人y200円

写真コンテストの作品を募集
　同施設か、もーもーらんど油山牧場（南 
区柏原）で今年撮影した作品を募集。１人
３点以内。未発表に限ります。e４月１日か
らホームページに掲載、同施設、同牧場、
情報プラザ（市役所１階）などで配布する
応募用紙に応募事項と題名、撮影日・場
所を書いて作品の裏に貼り、郵送か持参
で12月10日（必着）までに同施設へ。

油山市民の森・自然観察の森
〒811-1355 南区桧原855-４　a871-6969 f871-6909
o午前９時〜午後６時 hwww.shimi-mori.com/

昨年度の受賞作品

読書活動ボランティア講座「絵本の読
み聞かせコース」
　佐賀女子短期大学地域みらい学科教
授の白根恵子氏による講演や読み聞か
せの実演・実習。詳細は問い合わせを。

d５月23日㈬〜６月29日㈮の間の全４
回、午前10時半〜午後０時半i図書サー
ビス課a852-0623f852-0801t絵本の
読み聞かせ初心者c100人y無料e３月
26日から同館・各分館、情報プラザ（市役
所１階）などで配布する申込書を郵送か
ファクス、来所で同館へ。往復はがきで
申し込む場合は問い合わせを。いずれも
受付期間は４月１日〜27日（必着）。
出版社が教える出版セミナー
　梓書院による本の作り方講座。出版業
界の仕組み、本の出版方法などの他、原
稿の書き方についても説明します。d５
月27日㈰午後１時半〜３時c先着30人y

無料e電話かファクス（832-1588）、メール
（yokatai@tbknet.co.jp）に応募事項と職
業を書いて４月１日以降に同館へ。

総合図書館
〒814-0001 早良区百道浜３-７-１　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（祝休日のときは翌平日）、月末
４月のおはなし会
　絵本の読み聞かせなど。28日㈯は「ぬ
いぐるみといっしょのおはなし会」です。
c各回先着50人程度y無料e不要

対象 開催日 時間
０〜２歳と
保護者 ４／７㈯、21㈯ 14:30〜14：45

幼児
４／７㈯、21㈯ 14:50〜15：10
４／14㈯ 14:30〜15：10
日曜日、４／28㈯ 14:30〜15：00

小学生 日曜日 15：15〜15：45

●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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