
アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん

　小学３年生以下は保護者同伴。③は植え付けから収穫まで行う全３回の催しで
す。li同公園（東区香椎照葉４）a661-5980f661-8020y①300円②無料③500
円（②③は入館料別）e電話で５月①②１日③９日以降に同公園へ。

内容 日時 対象・定員
①スポーツ鬼ごっこ体
験会 ５／19㈯10：00～12：00、13：30～15：30 各先着30人

②メダカの育て方と水
槽工作 ５／27㈰13：30～15：30 ５歳～小学生、

先着20人
③サツマイモを育てよう

（植え付け）
６／９㈯10：00～12：00 ※７月に草取り、
10月に収穫。 先着30人

催 し
①障がい者フレンドホーム合同　スポーツ交流会 
②市障がい児者美術展の作品を募集

　①参加者を３グループに分け、風船リレー、玉入れなどの数種目で競います。
全体ダンスもあり。②絵画・書道・陶芸・写真・手工芸などの作品を募集（１人１作
品）。詳細は問い合わせを。d①６月30日㈯午前10時～午後１時②展示＝10月４日
㈭～９日㈫午前10時～午後８時（最終日は午後６時まで）l①ももち福祉プラザ

（早良区百道浜１）②アジア美術館（博多区下川端町 リバレインセンタービル７
階）i下記の各障がい者フレンドホームt①市内に住む中学生以上の障がい
児・者（必要に応じて介助者同伴）②市内に住むか通勤・通学（所）する障がい児・
者c①先着30組②なしy①１人530円②小中学生無料、高校生以上300円e電話
かファクス、来所で①５月１日以降②７月３日～20日に各障がい者フレンドホーム
へ。 ▽ 東（東区松島３）a621-8840f621-8863 ▽ 博多（博多区西月隈５）a586-
1360f586-1397 ▽南（南区清水１）a541-5858f541-5856 ▽城南（城南区南片江
２）a861-1180f861-1123 ▽ 早良（早良区百道浜１）a847-2761f847-2763 ▽ 西

（西区内浜１）a883-7017f883-7037

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。

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。

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。

外科当番医（５月前半の日・祝日）
５月３日（木・祝）
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	 a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
５月４日（金・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
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
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081

福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
５月５日（土・祝）
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
５月６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
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	 a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
５月13日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
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
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。
hwww.city.fukuoka.lg.jp/kyukyu-shobo/
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●●木・祝

2背振少年自然の家　星空観察会（スターウオッチング）

　天文台で春の星座を観察。天候の影響による実施の有無について
は当日午後５時以降に問い合わせるかホームページで確認を。d午後
７時～８時半li背振少年自然の家（早良区板屋）a804-6771f804-
6772hwww.fukuoka-shizennoie.jp/sefuri/t自家用車などで直接来所
できる人y無料e不要
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●●金・祝

2楽水園
①みどりの感謝デー②楽水庵茶会「唐津焼いろいろ」

　①入園料が無料になります。花苗の配布（先着100人）もあり。②さま
ざまな種類の唐津焼を楽しむ茶会です。抹茶・菓子付き。英語対応可。
d５月①４日（金・祝）午前９時～午後５時②９日㈬午前10時半、11時半、午
後１時、２時から（各45分程度）li同園（博多区住吉２）a・f262-6665 
c①なし②各先着７人y①無料②1,500円e①不要②電話かファクス
に応募事項と希望時間を書いて５月２日以降に同園へ。来所でも受け
付けます。
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●日

2今津運動公園「今津ふれあい市」

　西区の今津・北崎、糸島の特産品を販売します。ポン菓子や綿菓子
の無料配布（各先着50人程度）、飲食物の販売もあり。詳細は問い合
わせを。d午前10時～午後３時li同公園（西区今津）a807-6625f 

807-6627y入場無料e不要
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●土

3不登校セミナー　①「不登校の現状とその基本的理解」
②「子どもの自己肯定感を高める」

　不登校経験者（①当事者②保護者）の体験談発表もあり。d①５月
12日㈯②７月７日㈯午前10時～午後０時半l①中央市民センター（中
央区赤坂２）②城南市民センター（城南区片江５）i不登校よりそい
ネット事務局a283-8815f292-3217t子どもの不登校や行き渋りに悩
む保護者や不登校支援の関係者などc各先着50人y500円e電話か
ファクス、メール（info@futokosien-net.main.jp）に応募事項と希望日を
書いて５月１日以降に同事務局へ。空きがあれば当日も受け付け可。

2福岡タワー「超ウルトラ階段のぼり大会」

　展望室までの577段を上ります。飲み物のサービスや参加賞あり。
雨天中止。d５月12日㈯、13日㈰午前９時半、11時半、午後２時、４時か
らli福岡タワー（早良区百道浜２）a823-0234f822-4656c各回先
着300人y高校生以上500円、65歳以上・小中学生300円、４歳以上100
円eタワー北側広場で当日受け付け。

4市美術館　講演会＆座談会「美術館の過
これまで

去、現
い ま

在、未
これから

来
〜ミュージアムの可能性を考える〜」

　講師は文化人類学者・𠮷田憲司氏。d午後２時～５時lサイエンス
ホール（中央区六本松４ 市科学館６階）i市美術館学芸課a714-6054 
f714-6145c先着260人y無料e不要

催し催し 講座
教室 講演福岡市政だより
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※カレンダーの日付は、イベント開催日（複数日ある場合はその初日）を記載しています。

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

情報BOX
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。



かなたけの里公園

　①19歳以下②③中学生以下は保護者同伴。li同公園（西区金武）a・f811-
5118c①40人②10組③25組（②③は１組５人程度まで）y①無料②１組4,000円（９
月に行うかかし作りは別途１人300円が必要）③１組3,500円e往復はがき（〒819-
0035西区金武1367）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢を書いて５
月16日（消印有効）までに同公園へ。１組１通。

内容 日時
①夜のホタル観賞会 ５／26㈯19：00～21：00

②米づくり体験（田植えから収
穫、脱穀までを体験し、米を持ち
帰ります）

６／２㈯、３㈰および７／７～11／３の土曜日
で月１～２回、9：30～12：00（15：00までの日も
あり。別途草取り３回程度。詳細は問い合わ
せを）

③ムギづくり・うどん打ち体験（収
穫から製粉、うどん打ちまでを体
験。うどんは持ち帰れます）

６／２㈯、９㈯、23㈯、７／28㈯、29㈰9：30～12：
00

催 し

海づり公園 
①「ファミリーアジ釣り大会」②「釣りコン＆Ｂ

バーベキュー
ＢＱ」

　詳細は問い合わせを。d①５月27日㈰午前６時
～10時②６月２日㈯午前10時～午後３時li同公園

（西区小田）a809-2666f809-2669hwww.umizuri.com 
t①小中学生を含む家族（小中学生のみの参加不
可）②20歳以上の独身者c①60人②男女各15人
y①大人200円、小中学生100円（釣り台利用料別）
②3,500円e往復はがき（〒819-0203西区小田池ノ
浦地先）かファクスで５月１日以降に同公園へ（締め
切りは５月①18日②24日。いずれも必着）。ホーム
ページでも受け付けます。①は空きがあれば当日
も受け付け可（料金は各100円増し）。

催 し

海づり公園
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●土

2愛鳥週間バードウオッチング

　①大濠公園②和白海岸でバードウオッチングをします。d５月①12
日㈯②13日㈰午前９時～正午l集合は①大濠公園ボート前乗り場（中
央区）②和白公園（東区和白３ JR・西鉄和白駅東側）i県筑紫保健福
祉環境事務所a513-5611f513-5586y100円e不要

2弘の夕市

　東区志賀島の近海で捕れた新鮮な魚介類などを販売。初回の12日
㈯は、空くじなしの「大漁くじ」を楽しめます（対象は夕市で1,000円以上
購入した人。先着100人。200円）。d５月12日～12月22日の第２・４土曜
日 午後２時から（売り切れ次第終了）l弘漁港（東区弘）i市漁業協同
組合弘支所a603-6611f603-2755y入場無料e不要
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●日

2東図書館「わらべうたあそび＆茶話会」

d午前10時～11時lなみきスクエア（東区千早４）i東図書館a674-
3982f674-3973t０～３歳と保護者c先着10組y無料e電話か来所
で５月２日以降に東図書館（なみきスクエア１階）へ。

3カヌー体験教室

d①５月13日㈰②６月10日㈰③７月８日㈰④８月19日㈰⑤９月９日㈰⑥
10月14日㈰、いずれも午前10時～正午、午後１時～３時l集合は老司
河畔公園（南区老司４）i南区企画振興課a559-5064f562-3824t市
内に住むか通勤・通学する小学４年生以上c各日先着25人y1,000円
e往復はがき（〒811-3115古賀市久保1352-125）に応募事項と希望日
時を書いて福岡市カヌー協会へ。①は受け付け中、②～⑥の受け付け
開始は②５月11日③６月８日④７月20日⑤８月10日⑥９月14日。
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●木

3赤煉
れ ん が

瓦夜話
「現代短歌の窓〜九州・沖縄の歌を中心に〜」

　講師は歌人の桜川冴子氏。d午後６時半～８時l市文学館（市赤煉瓦
文化館 中央区天神１）i市総合図書館文学・文書課a852-0606f852-
0609c50人y無料e電話かファクス、メール（library-bungaku.BES@city. 
fukuoka.lg.jp）で５月10日までに同課へ。

3外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　マダガスカルのアナラマンガ出身で福岡教育大学のオニアリジャ
オナ・マルセラン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）a262-1799 
f262-2700c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５月１日以降に同財団へ。
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3パソコン講座「パソコンでシニアライフを楽しもう！」　
ワード初級編

　キーボードの操作やワードを使った文書作成について学ぶ連続講座
（初心者向け）。最終日は文字と絵が入った「ネームインポエムR」（贈り
たい相手の名前を入れて作る詩）を作成します。d５月18日～６月22日
の金曜日 午後２時～４時li中央市民センター（中央区赤坂２）a 

714-5521f714-5502t文字入力ができる60歳以上で、ワードのプログ
ラムが入ったノートパソコン（タブレット不可）を持参できる人c先着
24人y3,000円e電話かファクスに応募事項とパソコンのOSバージョ
ン（ウィンドウズ10など）を書いて５月１日午前９時以降に同センター
へ。
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2
「博多町家」ふるさと館
①「博多は芸

げいどころ

処　町家舞台」②「浴衣着付け教室」
　①花柳吉楽斗（はなやぎ きちらくと）社中による日本舞踊の披露。
タレント・徳永玲子さんも同社中の一人として出演。日舞の手ほどき、
茶話会もあり。②基本的な浴衣の着方を学びます。d５月①19日㈯午
後５時半～７時②26日㈯午後１時、３時から（各１時間半程度）li同館

（博多区冷泉町）a281-7761f281-7762t①不問②女性c①先着20
人②各先着６人y2,000円（①は飲み物・軽食付き②は浴衣レンタル代
別）e電話で５月５日以降に同館へ。

3立花寺緑地リフレッシュ農園
「家庭でできるパンづくり」

　カレーパン・ブドウパン・ウインナーパンとスープを作ります。d午前
10時～午後１時li同農園（博多区立花寺２）a587-0881f587-0883c

先着20人y500円e電話で５月２日午前10時以降に同農園へ。

3ベジフルクッキング

　旬の野菜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.htmlt18歳以上c24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５月７日（必着）までに同施設へ（１人１通）。４月25日以降ホーム
ページでも受け付けます。当選者のみ５月８日に通知。

5/

20
●日

3西部運動公園「家庭犬のしつけ方教室」

d午前11時～午後２時li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549t 

18歳以上c先着15人y無料e電話で５月１日以降に同公園へ。

2街なかでの自然観察会 〜地衣類編〜

　天神中央公園（中央区天神１）で観察します。集合は市役所１階多目
的スペース。d午前11時～正午i環境調整課a733-5389f733-5592 
c先着20人y無料e電話かファクス、メール（k-chosei.EB@city.fukuo
ka.lg.jp）で５月１日以降に同課へ。

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）
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さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）

l①市民体育館（博多区東公園）②③同プラザ（南区清水１）i同プラザa511-
1132f552-3447hhttp://fc-jigyoudan.org/sunsunt①精神障がいのある人で
構成されたチーム②不問③障がいのある人で構成されたチームy①③有料（詳
細は問い合わせを）②無料（卓球バレー審判の資格申請をする場合は1,000円）
e詳細を問い合わせの上、ファクスか持参で５月１日以降に同プラザへ。ファクス
の場合は送付後に電話連絡が必要。

内容 日時 定員

①福岡バレーボール大会 ６／20㈬9：00～17：00 先着16チーム（１チー
ム12人まで）

②競技別講座（卓球バレーの基
礎知識、指導法について） ６／24㈰9：00～16：00 先着20人

③福岡卓球バレー大会 ６／24㈰9：00～17：00 先着24チーム（１チー
ム12人まで）

催 し

名島運動公園「はじめてテニス教室」

d①５月14日～６月４日の月曜日 午前９時～10時②５月16日～６月６日の水曜日 
午後５時～６時（いずれも全４回）l同公園（東区名島２）i同公園テニススクー
ルa・f681-1278tテニス経験１年未満の①原則18歳以上②４～12歳c各先着
８人y3,240円e電話、メール（najima-park@oftree.co.jp）、来所で５月１日以降に
同スクール（同公園内）へ。

講座・教室

5/

21
●月

3緑のコーディネーターによる体験講座

　バラを使った寄せ植えやハーバリウム（ガラス瓶の中にオイルと花
を入れた飾り物）などを作ります。d午後２時～４時l西市民センター

（西区内浜１）i市緑のまちづくり協会みどり課a822-5832f822-5848 
hwww.midorimachi.jpc20人y2,000円eはがき（〒814-0001早良区百
道浜２-３-26）かファクスで５月８日（必着）までに同課へ。ホームページ
でも受け付けます。

5/

22
●火

3初心者弓道教室（連続講座）

d①５月22日～６月22日の火・金曜日 午後１時半～３時半②６月１日～８
月10日の火・金曜日（７月17日を除く）午後７時～８時半l①城南体育館

（城南区別府６）②早良体育館（早良区四箇６）i市弓道連盟①城南支部・
倉員（くらかず）a・f531-7953②早良支部・深見a090-2087-8817f201-
7714t18歳以上c①25人②20人y①5,000円②6,000円e往復はがき

（①〒810-0033中央区小笹２-11-55 ②〒814-0176早良区四箇田団地47-
405）で５月１日～①15日②20日（必着）に①城南支部②早良支部へ。

5/

25
●金

2NPO等と市の「共働事業提案制度」事業報告会

　「暮らしと松林をつなげる松葉の堆肥づくり」事業など、平成29年度に
終了した４事業の成果報告を行います。詳細は市ホームページで確認
を。d午後１時20分～３時50分lあすみん（中央区今泉１）i市民公益
活動推進課a711-4283f733-5768c先着50人y無料e電話かファク
ス、メール（koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）で５月１日以降に同課へ。

5/

26
●土

3親子 食と農の体験教室「甘夏収穫体験と料理教室」

　東区志賀島での収穫体験後、ベジフルスタジアム（東区みなと香椎
３）で甘夏を使った料理を作ります。集合・解散は市役所。d午前８時45
分～午後３時15分i政策企画課a711-4841f733-5583t小学３～６年
生と保護者（市内に住むか通勤する人）c10組y１組（２人）1,500円 ※
３人以上での参加は大人１人1,000円、子ども１人500円を追加eはがき

（〒810-8620住所不要）かファクス、メール（seisakukikaku.AFFB@city.fu
kuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項を書いて５月15日（必着）までに
同課へ。

5/

27
●日

2高齢者認知症予防検査「ファイブ・コグ」

　脳の機能（記憶、注意、言語、視空間認知、思考）の検査です。後日行
われる結果説明会では認知症予防のためのアドバイスが受けられま
す。d午後２時～３時半li老人福祉センター長生園（博多区千代１）
a641-0903f641-0907t市内に住む60歳以上c先着50人y500円e

電話かファクス、来所で５月１日以降に同園へ。

5/

27
●日

2雁の巣レクリエーションセンター「アビスパ福岡親子
サッカー教室＆イモ苗植え付け収穫体験（全３回）」

　①アビスパ福岡による親子サッカー教室とサツマイモの植え付け
②食育講座と除草作業③サツマイモの収穫を行います。d①５月27
日㈰午前９時～正午②７月８日㈰③10月14日㈰ ※②③の開催は午前
中、詳細は５月27日に案内li同センター（東区奈多）a606-3458f 

607-9057hwww.gannosu-rc.comt５歳～小学３年生と保護者のペア
c50組y１組1,000円（全３回分）e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を書いて５月16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。

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５月１日以降に同
センターへ。

4市民講演会
「ひきこもり長期化打開のために家族ができる事」

　講師は、引きこもり者の家族向けプログラムの開発等の研究を国
際的に行っている精神科医の加藤隆弘氏。d午後２時～４時半lあい
れふ（中央区舞鶴２）i精神保健福祉センターa737-8825f737-8827 
hwww.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seishinhoken/life/seishinhoken-
center/index.htmlc先着120人y無料eファクスかメール（seishinhok
en.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）で５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。

5/

31
●木

3減塩料理教室

　塩分の適量を学び、グループで調理実習をします。d①５月31日㈭
②６月７日㈭午前10時半～午後１時半 ※２回とも同じ内容l①あいれ
ふ（中央区舞鶴２）②ふくふくプラザ（中央区荒戸３）i健康増進課a 

711-4374f733-5535t市内に住むか通勤・通学する18歳以上c各25
人y無料n①なし②３カ月～就学前。無料e往復はがきに応募事項と
希望日、託児希望者は子どもの氏名、年齢（月齢）、性別を書いて５月
①17日②24日（必着）までに同課（〒810-8620住所不要）へ（１人１通）。

6/

3
●日

2松風園「長唄三味線のひととき」

　長唄杵屋流 弥佶派（きねやりゅう やきちは）三代目家元の杵屋弥
佶氏の演奏とトーク。d午後２時～３時半li同園（中央区平尾３）a・
f524-8264c先着35人y1,500円（入園料別）e電話かファクスで５月
２日以降に同園へ。

2博多のおいしゃんと歩こう「追い山笠コース探訪」

　博多の歴史や山笠についての話を聞きながら、追い山笠コースを
歩きます。d午前９時～11時半l集合は冷泉公園（博多区上川端町）
i博多の風・中川原a090-3329-8560f263-7188hhttp://hakatanoka
ze.jpc150人y1,000円、中学生以下無料eはがき（〒812-0027博多区
下川端町８-16-302）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢を
書いて５月18日（必着）までに問い合わせ先へ。ホームページでも受け
付けます。

催し

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 講演福岡市政だより
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花畑園芸公園　園芸講座

　①「夏果実の摘果管理とブドウ結実対策」②「初夏の寄せ植え教室」③「さつき
盆栽の花後のせん定」d５月①12日㈯②19日㈯③20日㈰午後１時半～３時半li

同公園（南区柏原７）a565-5114f565-3754c①③先着50人②先着15人y①③無
料②2,000円e電話かファクスで５月①５日②12日③13日以降に同公園へ。

講座・教室

シニア女性の「スポーツダンス健康教室」

　初心者向けの連続講座。詳細は問い合わせを。i日本スポーツダンス協会a・f 

524-3120tおおむね60歳以上の女性c各クラス15人y無料eはがき（〒815-0071
南区平和２-５-17-202）に応募事項と希望会場・日時（第２希望まで記入）を書いて５月
１日～25日（必着）に同協会へ。

会場 クラス・日時

アミカス（南区高宮３）
A＝６／４～25の月曜日 13:30～14:30
B＝６／４～25の月曜日 14:45～15:45
C＝６／７～28の木曜日 13:30～14:30

さざんぴあ博多（博多区南
本町２）

A＝６／５～26の火曜日 10：00～11：30
B＝６／７～28の木曜日 10：00～11：30

パピオビールーム（博多区千
代１）

A=６／５～26の火曜日 13：00～14：00
B=６／８～29の金曜日 13：00～14：00

ゆめアール大橋（南区大橋１）
A＝６／６～27の水曜日（６／20を除く）10：15～11：15
B=６／６～27の水曜日（６／20を除く）14：15～15：15

講座・教室

市総合図書館「５月のおはなし会」

　絵本の読み聞かせ=写真=やストーリーテリング（お話）
など。６日㈰は「こどもの日特別おはなし会」＝パネルに絵
を貼ったり外したりしながら行うパネルシアターなど（幼
児～小学生向け。午後１時半～３時半。先着120人程度）。
d ▽０～２歳と保護者向け＝５月５日（土・祝）、19日㈯午後２
時半～２時45分 ▽幼児向け＝土・日曜日（６日を除く）、５日

（土・祝）・19日㈯は午後２時50分～３時10分、12日㈯・26日㈯は午後２時半～３時10
分、13日㈰・20日㈰・27日㈰は午後２時半～３時 ▽小学生向け＝日曜日（６日を除
く）午後３時15分～３時45分li同図書館（早良区百道浜３）a852-0600f852-
0609c各回先着50人程度y無料e不要

催 し

6/

3
●日

3葛西聖司の歌舞伎入門

　元NHKアナウンサー（古典芸能解説者）の葛西聖司氏による入門講
座。博多座で開催される「六月博多座大歌舞伎」の見どころも紹介。未
就学児は入場不可。d午後１時半～３時lアジア美術館あじびホール

（博多区下川端町 リバレインセンタービル８階）i市文化芸術振興財
団a263-6265f263-6259c先着100人y1,500円（当日は500円増し。前
売り券完売の場合は当日券なし）eチケットぴあ、ローソンチケットで
４月27日以降に販売。

3要約筆記者養成講習会

　手書き・パソコンの２コース。詳細は問い合わせを。d６月３日～11
月25日の日曜日（６月24日、８月５日、12日、９月２日、10月21日、11月４日
を除く連続講座）午前10時～午後３時lふくふくプラザ（中央区荒戸
３）i市聴覚障がい者情報センターa718-1724f718-1710t講習会修
了後に市の登録要約筆記者として要約筆記の活動が可能な人（パソ
コンコースはタッチタイピングができる人）c各コース先着20人y無
料（テキスト代別）e往復はがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）に応
募事項と希望コースを書いて５月18日（必着）までに同センターへ。

6/

4
●月

3ももち体育館　子どもバドミントン教室

d６月４日～９月３日の月曜日（６月18日、７月16日、８月13日、20日を除
く連続講座）午後４時45分～５時45分li同体育館（早良区百道２）a 

851-4550f851-5551t小学３～６年生の初心者c15人y6,000円e往
復はがき（〒814-0006早良区百道２-３-15）か来所で５月１日から15日午
後８時までに同体育館へ。来所の場合は返信用はがきを持参。

6/

5
●火

4夢ふくおかネットワーク　総会・講演会

　講師はサンアクアTOTO取締役 製造部部長の小袋泰宏氏。障がい者
雇用のポイント、障がいの特性に合わせて作業を改善した事例を紹介
します。d午後２時～４時lふくふくプラザ（中央区荒戸３）i発達教
育センターa845-0015f845-0025t障がい者雇用に関心のある企業・
事業所担当者、小中高生（特別支援学校等含む）の保護者などc先着
200人y無料e電話かファクス、メール（yume_network@city.fukuoka.lg.
jp）、来所で５月１日以降に同センター（中央区地行浜２）へ。

3①西部療育センター「ためになるボランティア講座」
②西障がい者フレンドホーム「初心者のためのタブレット教室」

　①身体障がい、発達障がい、コミュニケーション障がいなどの特徴
や障がいのある人への対応について学びます。同センターと同ホーム

（いずれも西区内浜１）の見学、車いす体験などもあり。②アンドロイド
タブレットを使い、アプリなどを楽しみます。d①６月５日㈫午前10時半
～午後３時②６月７日～28日の木曜日（全４回）午後２時～４時i①同セ
ンターa883-7161f883-7163②同ホームa883-7017f883-7037t①
市内に住む人②市内に住む障がいのある人（アンドロイドタブレットを
持参できる人）c①20人②５人y無料e電話かはがき（〒819-0005西
区内浜１-５-54）、ファクス、来所で５月１日～①18日②16日（必着）に①同
センター②同ホームへ。

6/

5
●火

3東障がい者フレンドホーム「パソコン教室」

　ワード・エクセル・インターネットについて初歩から学びます。d６月
５日～26日の火曜日（全４回）午前10時半～正午li同ホーム（東区松
島３）a621-8840f621-8863t市内に住む障がいのある人c５人y無
料e電話かファクス、メール（higashi.f02@c-fukushin.jp）、来所で５月１
日～15日に同ホームへ。

6/

13
●水

3シニア対象　音楽でボランティアパワーアップ講座

　地域や高齢者福祉施設でのボランティア活動に役立つ、音楽療法
を活用したプログラムを学びます。d６月13日㈬、27日㈬、７月11日㈬
午前10時～正午（全３回）l中央市民センター（中央区赤坂２）i中央
区生涯学習推進課a718-1069f714-2141t市内に住むか通勤するお
おむね60歳以上（前年度受講者を除く）c20人y無料eはがき（〒810-
8622住所不要）かメール（csgkouza@city.fukuoka.lg.jp）で５月28日（必
着）までに同課へ。

6/

16
●土

2追いかけるボールはひとつじゃない！こどもスポーツ
フェスタ

　アビスパ福岡や福岡ソフトバンクホークスなど、スポーツチームの
選手やコーチと一緒にいろいろなボールを使って遊びます。d午後１
時～５時l市民体育館（博多区東公園）i市スポーツ協会事業課a 

645-1233f645-1220hwww.sports-fukuokacity.or.jpt小学１～４年生c 

150人y500円eホームページで５月１日～25日に受け付けます。

6/

30
●土

2市民総合スポーツ大会「テニス　団体戦トーナメント
（男子・女子）」

　一般の部男女、50歳以上男女、60歳以上男女の区分で行うダブル
スの大会。詳細はホームページで確認を。d６月30日㈯、７月１日㈰午
前９時～午後５時l博多の森テニス競技場（博多区東平尾公園１）i

市テニス協会事務局a735-7615f735-7616hwww.fukuokacity-tennis.
com/c先着順（区分ごとにチーム数は異なる）y１チーム１万5,000円
e詳細を確認の上、ファクスかメール（mtakenaka0423@kuc.biglobe.ne
.jp）に代表者の応募事項、参加者全員の氏名などを書いて５月１日以
降に同事務局へ。

催し催し 講座
教室 講演

●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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アクロス福岡のコンサート

l福岡シンフォニーホール（中央区天神１ アクロス福岡）i①福岡ホストライオン
ズクラブ・副島a070-3133-8399f865-3865②③アクロス福岡チケットセンターa 

725-9112f725-9102e①電話かファクスで問い合わせ先へ。ホームページ（http://
fukuoka-hostlionsclub.org/）でも受け付けます。②③電話で同センターへ。チ
ケットぴあ、ローソンチケットでも販売。

公演名・日時 内容 費用
①九州北部豪雨災害支
援チャリティー「ミネハ
ハコンサート」　５／12
㈯18：00～20：00

収益金の一部はライオンズクラブ国
際協会を通じて九州北部豪雨災害支
援のために寄付します。

4,000円（当日
は500円増し）、
学生券2,000円

②福岡グランドクラシッ
クス「ザ・キングズ・シン
ガーズ」　５／26㈯14：00
～

結成50周年を迎えるボーカルグルー
プが、ルネサンス期の宗教音楽、ビー
トルズのヒット曲、日本の唱歌などを
披露します。

S席6,000円、A
席4,000円（ 学
生券2,000円）

③福岡グランドクラシッ
クス「ストラディヴァリウ
ス　サミット・コンサー
ト」　５／27㈰14：00～

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
のメンバーが弦楽器最高峰といわれ
るストラディバリウスでドボルザークの

「弦楽のためのセレナーデ」などを演
奏します。

S席9,000円、A
席 7,000円、B
席5,000円（ 学
生券2,500円）

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
acticey①600円程度②500円③～⑧無料e電話かファクス、来所で５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自助具製作教室（指先の力が弱くなったとき
にも使える台付き爪切りを作ります） ６／９㈯14：00～16：00 10人
②テーマ別料理教室「おいしくカロリー制限食」６／12㈫10:00～13:00 30人
③ベッドの上でらくらく移動 ６／16㈯10：00～12：00 15人
④介護上手はコミュニケーション上手 ６／18㈪14：00～16：00 40人
⑤おむつを知って上手に当てよう ６／20㈬10：00～12：00 20人
⑥生活に活（い）かすカラーセラピー ６／25㈪14：00～16：00 40人
⑦生活を助ける「自助具」 ６／27㈬10：00～12：00 20人
⑧すぐに役立つ介護講座 ６／30㈯10：00～16：00 25人
　※いずれも先着順。

講座・教室

救命講習

　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）。②は大人に対する心肺蘇生法、③は子どもに対する心肺蘇生法に
ついて。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①③④消防局救急課②各会場（６月８日の中央消防署分は消防局救急
課）へ。受け付け開始は５月①②１日③④８日。ホームページでも受け付けます。
種類 実施日 会場 申込先 定員（先着）

①入門 ６／13㈬ 中央消防署（中央区那の津２） a791-7151 40人

②普通１

６／５㈫ 市民防災センター（早良区百道浜１）a821-0245 30人
６／８㈮ 中央消防署 a791-7151 40人
６／８㈮ 西消防署（西区今宿東１） a806-0642 30人
６／９㈯ 南消防署（南区塩原２） a541-0219 30人
６／13㈬ 東消防署（東区千早１） a683-0119 40人
６／16㈯ 博多消防署（博多区博多駅前４） a475-0119 40人
６／18㈪ 市民防災センター a821-0245 30人
６／24㈰ 東消防署 a683-0119 40人
６／27㈬ 博多消防署 a475-0119 40人

③普通３６／11㈪ 博多消防署 a791-7151 30人

④上級 ６／７㈭ 博多消防署 a791-7151 30人
６／12㈫ 博多消防署 a791-7151 30人

　※①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

市民体育館

　①「シルバー体操」ストレッチやトレーニングなど、さまざまなエクササイズを
行います。②「万が一に備えよう！着衣水泳体験！」d①来年３月15日までの金曜
日（５月４日、11月23日、12月28日、来年１月４日を除く）午前10時～11時②５月20日
㈰午後２時～４時li同体育館（博多区東公園）a641-9135f641-9139t①65歳
以上②小学生以上c①各20人②50人y①１回300円②500円e①当日午前９時
～９時45分に受け付けます。②はがき（〒812-0045博多区東公園８-２）かファクス、
来所で５月１日～15日（必着）に同体育館へ。

催 し

博多座「船乗り込み」

　「六月博多座大歌舞伎」に出演する松本白鸚（はくおう）さん、松本幸四郎さん
らが、ご当地到着を船に乗ってお披露目する船乗り込みに参加できます。d５月
30日㈬午後１時～２時40分l博多川（キャナルシティ博多での式典後、清流公園
～博多リバレインの川下り）i船乗り込み市民乗船係a263-5874f263-3632c 

20人y無料e乗船希望者は、はがき（〒812-8615博多区下川端町２-１）で５月１日
～10日（必着）に同係へ（１人１通）。当選者のみ通知。

催 し

博多ガイドの会　①「着物 de まち歩き〜楽水園と住吉コー
ス〜」②「着物大歓迎　船乗り込み応援隊ツアー」

　①着物姿で、博多区の寺社の散策や酒屋での飲み比べ体験をします。洋服で
の参加も可。②「六月博多座大歌舞伎」の出演者らがご当地到着を船に乗ってお
披露目する「船乗り込み」を観覧します。観覧後、博多座周辺の店舗でケーキセッ
トをいただきます。d５月①23日㈬、24日㈭午後１時半～３時半②30日㈬午後１時
～３時l集合は①JR博多駅博多口②櫛田神社（博多区上川端町）i博多区企画
振興課a419-1012f434-0053t①20歳以上②16歳以上c①各先着12人②先着
30人y①1,800円②1,000円（ケーキセット付き） ※いずれも着物レンタル・着付
けが可能（別途2,000円）e電話で５月１日午前９時以降に同課へ。

催 し

平成30年度市食品衛生監視指導
計画を策定しました

i食品安全推進課a711-4277f733-
5588　【閲覧・配布】来年３月31日まで
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衛生課
で。市ホームページにも掲載。

NPO活動推進補助事業を募集
i市民公益活動推進課a711-4283f 

733-5768　詳細は市ホームページで
確認するか、問い合わせを。【対象】市
内のNPO法人が行う公益的な事業【申
し込み】市ホームページに掲載する
必要書類をダウンロードして、４月26
日～５月18日に同課へ持参。
市総合図書館運営審議会委員を
募集

i同図書館運営課a852-0619f852-
0609　総合図書館の運営に関する事
項を調査審議する委員を２人募集し
ます。【任期】７月９日から２年間【資
格】市内に住む人で、原則として年２
回開催される運営審議会に出席で

お知らせ
き、国または地方公共団体の議員・職
員（臨時的任用職員・嘱託職員を除
く）以外の人【報酬】運営審議会出席
につき報酬あり【申し込み】５月１日か
ら同図書館（早良区百道浜３）・分館、
各区情報コーナーなどで配布する応
募用紙に作文（テーマあり、800字程
度）を添えて、郵送か持参で５月20日

（必着）までに同課へ。書類選考あり。

新しい水洗化区域のお知らせ
　４月27日から次の区域の一部が新
しく水洗化（下水処理）区域になりまし
た。【東区】下原二丁目、香椎照葉六
丁目、みなと香椎三丁目、土井二丁
目、多の津二丁目【南区】老司三丁目、
大池二丁目【城南区】梅林二丁目【早
良区】梅林七丁目、大字脇山、内野八
丁目【西区】周船寺一丁目、今津。水
洗化区域になった各家庭では次のよ
うに改修してください。 ▽くみ取り便
所は３年以内に水洗便所に改造する

（貸付制度あり） ▽風呂、台所などの
雑排水は６カ月以内に排水設備を設
置し下水管（汚水管）に流す ▽排除方
式が分流式になっている区域の汚水
は汚水管へ、雨水は側溝か雨水管に
流れるように接続する。i下水道事業
調整課a711-4428f733-5533、貸付制
度は下水道管理課a711-4534f733- 
5596

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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市民農園「今津・ゆみひこ農園」の
利用者を募集

d６月１日㈮～来年５月31日㈮l西区
今津i同農園・西原a090-1519-9463 
f891-8080c先着29区画y１区画年間
１万円（別途保証金１万円）e電話で５月
１日午前10時以降に問い合わせ先へ。

職業訓練協会の講座（連続講座）
　詳細は問い合わせを。l①②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）③同
協会（東区千早５）④アミカス（南区高
宮３）i同協会a671-6831f672-2133 
c先着①25人②50人③15人④20人
n①②③なし④６カ月～小学３年生

（無料。要予約）e電話で５月①②２日
③④７日以降に同協会へ。
①社会保険労務士直前対策講習　d

６月17日～８月５日の日曜日 午前10時
～午後４時t社会保険労務士受験予
定者y３万6,000円
②商業・工業簿記２級講習　d６月19
日～10月30日の火・金曜日（８月14日
を除く）午後６時半～９時t簿記３級
程度の知識がある人y２万9,000円
③パソコン「イラストレーター」講習
　d６月24日～７月15日の日曜日 午
前９時半～午後４時半t簡単な日本
語入力、マウス操作ができる人y２万
4,000円
④パソコン「パワーポイント３日間で
マスター」講習　d６月24日～７月８
日の日曜日 午前10時～午後４時（最
終日は午後３時まで）tワードの基本
操作ができる人y１万6,000円

職業訓練受講生（７月生）を募集
　①ものづくりＣＡＤ科ＮＣコース②
ビル管理技術科③建設機械科④住宅
リフォームＣＡＤ技術科⑤ビジネス
ワーク科⑥ＣＡＤ／ＣＡＭ科⑦ビル設
備サービス科⑧機械加工技術科（⑧
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。d①～⑤７
月３日㈫～12月21日㈮⑥⑦⑧７月３日
㈫～12月26日㈬午前８時55分～午後３
時55分li①～⑤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）a0948-22-4988f0948-22- 
4912⑥⑦⑧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）a 

093-641-6909f093-631-6516t公共
職業安定所（ハローワーク）に求職申
請をしている人y無料（教科書、作業
服代など別）n①～⑤なし⑥⑦⑧あり

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。

（食事代等の実費が必要）e来所で①
～⑤５月１日～６月13日⑥⑦⑧５月８日
～６月13日に住所地の公共職業安定
所へ。筆記・面接あり。
博多区自転車対策・生活環境課事
務嘱託員を募集

i博多区自転車対策・生活環境課a 

419-1068f441-5603　 窓 口・電 話 相
談、資料作成などの業務に従事。【任
用期間】６月１日～来年３月31日（再任
用あり）【募集案内・申込書の配布】５
月１日から同課（博多区役所３階）、博
多区情報コーナー（同２階）、情報プラ
ザ（市役所１階）で。市ホームページに
も掲載【申し込み】申込書を郵送か持
参で５月14日（必着）までに同課へ。
母子訪問指導に従事する助産師
または保健師を募集

　東・博多・南区保健福祉センター健康
課に勤務。【資格】病院勤務などの実務
経験を３年以上有する助産師か保健
師【申し込み】電話で詳細を確認の上、
履歴書と資格の免許証の写しを郵送
か持参でこども発達支援課へ。iこど
も発達支援課a711-4178f733-5534、
希望する区の健康課 ▽東区a645-107 
7f651-3844 ▽博多区a419-1095f 

441-0057 ▽南区a559-5119f541-9914
子ども家庭支援員の登録者を募
集

iこども家庭課a711-4238f733-5534 
　子育てに不安を感じている家庭を
訪問し（１家庭に週１～２回、１回２時
間）、育児相談や指導、簡単な家事の
援助を行う支援員を募集。【登録期
間】10月１日～再来年９月30日【資格】
市内に住み、保育士、保健師、助産師、
看護師、社会福祉士、児童指導員など
の資格を持つ人。他要件あり【募集案
内・申込書の配布】５月１日から同課

（市役所13階）、各区地域保健福祉課・
子育て支援課、えがお館（中央区地行
浜２）で。市ホームページにも掲載【申
し込み】登録申込書、レポート（テーマ
あり、800字以上）、履歴書、資格者証
の写しを郵送で６月30日（消印有効）
までにこども家庭課へ。
子育て女性のための出張就業相
談

i県子育て女性就職支援センター
a735-6150f712-0497　県内５カ所
で、就職を希望する子育て中の女性の
就業相談に応じます（無料）。【市内相
談会場】県立図書館（東区箱崎１）＝第３
木曜日 午前10時～正午。 ※託児や
市外会場については問い合わせを【申
し込み】相談希望日の２日前の午前中
までに同センターへ電話予約を。

児童扶養手当・特別児童扶養手当
額が改定されました

i各区子育て支援課　一人親家庭の
父や母、養育者などに支給される「児
童扶養手当」と身体または精神に障
がいのある児童を監護・養育する父
や母、養育者に支給される「特別児童
扶養手当」の支給額が、平成30年４月
分から改定されました（改定分最初の
定例支払いは８月）。改定後の手当の
月額は下表の通りです。

【児童扶養手当】①児童１人目②児童
２人目③児童３人目以降（１人につき）

改定前 改定後

①
全部支給４万2,290円 ４万2,500円

一部支給 9,980円～
４万2,280円

１万30円～
４万2,490円

②
全部支給 9,990円 １万40円

一部支給 5,000円～
9,980円

5,020円～
１万30円

③
全部支給 5,990円 6,020円

一部支給 3,000円～
5,980円

3,010円～
6,010円

【特別児童扶養手当】
改定前 改定後

１級 ５万1,450円 ５万1,700円
２級 ３万4,270円 ３万4,430円

市民体育館を臨時休館します
　大規模修理およびプールの水の入
れ替えのため、５月22日㈫は同体育館

（博多区東公園）を休館します。プー
ルは23日㈬まで休み。i同体育館a 

641-9135f641-9139

博多体育館を休館します
　改修工事のため、８月１日㈬～来年
４月末（予定）は同体育館（博多区山王
１）を休館します。iスポーツ振興課a 

711-4099f733-5595
体育館開館時間の延長等の本格
実施

　試行実施していた市民体育館およ
び各区体育館の開館時間延長、競技
場専用利用の時間区分変更を本格実
施します。※試行実施していなかった
ももち体育館は10月１日㈪から変更。
ももち体育館では10月利用分（７月抽
選分）以降、市公共施設案内・予約シ
ステム（コミネット）で専用利用の予約
ができます。iスポーツ振興課a711-
4099f733-5595

県戦没者追悼式
d８月15日㈬午前11時50分～午後０
時50分l県立福岡武道館（中央区大
濠１）i保健福祉局総務課a711-4493 
f733-5587t本県出身の戦没者およ
び一般戦災死没者の遺族（三親等以
内の親族を優先）で市内に住む人y

無料e電話で６月７日までに同課へ。

全国戦没者追悼式

　旅費の一部を補助します（差額は自
己負担）。詳細は問い合わせを。d８月
14日㈫～15日㈬（１泊２日）l日本武
道館（東京都千代田区北の丸公園）i

保健福祉局総務課a711-4493f733- 
5587t次の全てに該当する市内に住
む人 ▽戦没者および一般戦災死没者
の遺族（三親等以内の親族を優先） ▽

過去に参加したことがない ▽２日間
の行程に耐えられる体力を有する ▽

団体行動ができるe電話で詳細を確
認の上、申込書を６月１日までに同課
へ。
県海外戦没者慰霊巡拝団員を募
集

　中国東北部地域（ハルビン、長春、
大連など）を巡拝する団員を募集。参
加資格や費用など詳細は問い合わせ
を。d７月20日㈮～26日㈭（６泊７日）i

県遺族連合会a761-0012f781-2056 
c15人e５月31日まで。
「家族向けひきこもり教育支援プロ
グラム開発研究」家族モニター募集

　九州大学病院が開発する、引きこも
り者に社会復帰を促す対処法を実践
的に学ぶ講習会および効果検証プロ
グラムに参加する家族を募集します。
参加には登録が必要。詳細は問い合
わせを。d７月６日㈮、20日㈮、８月３日
㈮いずれも午後（全３回）l同病院（東
区馬出３）i精神保健福祉センターa 

737-8825f737-8827t市内に住み、引
きこもり者と同居する保護者などc25
人y無料eメール（hiki@npsych.med.
kyushu-u.ac.jp）で５月７日から６月15日
午後５時までに同病院へ。
松くい虫防除の薬剤を散布しま
す

　海岸線の松林を松くい虫の被害か
ら守るため、５月中旬～下旬（土・日曜
日、雨天日、強風日を除く）に次の地区
の海岸で薬剤の地上散布を行いま
す。 ▽東区＝勝馬、西戸崎、奈多、三苫

▽西区＝生の松原、今津、西浦。関係
地区の皆さんには、自治会やチラシな
どを通じて日程や注意事項をお知ら
せします。i森林・林政課a711-4846 
f733-5583

分流化区域指定のお知らせ
　４月27日から次の区域の一部が分
流化区域に指定されました。【博多
区】博多駅中央街、住吉二丁目。移転
などをする際は、分流式の排水設備
を設置し、汚水は汚水管へ、雨水は側
溝か雨水管に流す必要があります。
詳細は市ホームページで確認を。i

下水道事業調整課a711-4428f733- 
5533、助成制度は中部下水道課a711- 
4698f711-4466

お知
らせ しごと

●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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保育士就職支援研修会

　保育実践講座や求人紹介、就職相
談会などを実施。d５月31日㈭午後１
時～３時半lふくふくプラザ（中央区
荒戸３）i指導監査課a711-4262f 

733-5718t保育所に就職を希望する
人、平成31年３月に卒業見込みの学
生c先着50人y無料n６カ月～小学
３年生（無料。５月17日までに要予約）
e５月１日以降市ホームページに掲
載、または同課（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（園）などで配布する申込書を
ファクス、メールで同課へ。電話でも
受け付けます。

境界問題無料相談会
　近隣との境界に関する問題、土地・
建物に関する測量や登記などについ

相 談

て、土地家屋調査士が相談に応じま
す。d５月16日㈬午後１時～４時（受け
付けは午後３時半まで）li県土地家
屋調査士会（中央区舞鶴３ ライフピ
ア舞鶴２階）a741-5780f731-5202y

無料e不要

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。d５月12日㈯
午前10時～午後４時lコミセンわじろ
２階（東区和白丘１）i県行政書士会
a641-2501f641-2503y無料e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。
d５月20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５月１日～18日
に同相談室へ。

市職員（上級・消防吏員Ａ・社会人経験者など）を募集

封筒（Ａ４サイズが入る大きさ。宛先を
明記）を同封して同課（〒810-8620住所
不要）へ【申し込み】電子申請か郵送

（重複申し込み不可）。電子申請の場
合、市インターネット手続きサービス
から５月１日午前９時～15日午後５時（受
信有効）に申請を。郵送の場合、申込書
を特定記録または簡易書留で５月１日
～17日（消印有効）に同課へ。社会人経
験者は職務経歴書の提出が必要。

i人事委員会事務局任用課 a711-
4687f733-5866　募集区分などは下
表の通り。【募集案内・申込書の配布】５
月１日から同課（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、福岡市東京事務所、県民情報セン
ター（県庁１階）で。市ホームページに
も掲載。郵便での請求は、封筒の表に

「上級等請求」または「社会人請求」と
朱書きし、140円切手を貼った返信用

保健師 昭和63年４月２日以降に生まれ、保健師の免許を有する人ま
たは平成30年度実施の国家試験で取得見込みの人

社
会
人
経
験
者

行
政

一般 昭和34年４月２日～平成元年４月１日に生まれた人で、民間企
業などにおける職務経験を直近10年中７年以上有する人ＩＣＴ

社会福祉

昭和34年４月２日～平成元年４月１日に生まれた人で、次の全
てに該当する人 ▽社会福祉士、精神保健福祉士または臨床
心理士の資格を有する ▽社会福祉施設、医療機関などで相
談・援助の業務に従事した職務経験を直近８年中５年以上有
する ▽社会福祉士、精神保健福祉士または臨床心理士の登
録後に社会福祉施設、医療機関などで相談・援助の業務に従
事した職務経験を直近８年中３年以上有する

建築

昭和34年４月２日～平成元年４月１日に生まれた人で、次の全
てに該当する人 ▽一級建築士の資格を有する ▽大型建築物
等の構造設計の業務に従事した職務経験を５年以上有する

▽建築関係業務に従事した職務経験を直近８年中５年以上有
する

　※１ 平成９年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
　　ア　大学（短大を除く）を卒業した人または来年３月31日までに卒業見込み
　　　　の人
　　イ　人事委員会がアに掲げる資格と同等の資格があると認める人
特別募集（今年10月１日以降採用予定）

募集区分 主な受験資格＜（１）または（２）に該当する人＞

上
級

行政
事務 行政 （１）昭和63年４月２日～平成８年４月１日に生まれた人

（２）欄外（※２）の通り

行政
技術

土木、建築 （１）昭和63年４月２日～平成８年４月１日に生まれた人
（２）欄外（※２）の通り

文化財専門職

昭和63年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当す
る人

（１）大学（短大を除く）または大学院で考古学を専攻し、
卒業（修了）した人

（２）人事委員会が（１）に掲げる資格と同等の資格がある
と認める人

　※２ 平成８年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
　　ア　大学（短大を除く）を卒業した人
　　イ　人事委員会がアに掲げる資格と同等の資格があると認める人

定期募集（来年４月１日以降採用予定）
募集区分 主な受験資格＜（１）または（２）に該当する人＞

上
級

行
政
事
務

行政 （１）平成元年４月２日～平成９年４月１日に生まれた人
（２）欄外（※１）の通り

福祉
社会福祉主事の被任用資格を有する人または来年３月31日
までに取得見込みの人で、次のいずれかに該当する人

（１）平成元年４月２日～平成９年４月１日に生まれた人
（２）欄外（※１）の通り

心理

平成元年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
（１）大学（短大を除く）または大学院で心理学を専攻し、卒業
（修了）した人または来年３月31日までに卒業（修了）見込み
の人

（２）人事委員会が（１）に掲げる資格と同等の資格があると認
める人

行
政
技
術

土木、建築、
電気、機械、
造 園、衛 生
管理B

（１）平成元年４月２日～平成９年４月１日に生まれた人
（２）欄外（※１）の通り

衛生管理A
食品衛生監視員の被任用資格を有する人または来年３月31
日までに取得見込みの人で、次のいずれかに該当する人

（１）平成元年４月２日～平成９年４月１日に生まれた人
（２）欄外（※１）の通り

消防吏員A
日本国籍を有する人で、次のいずれかに該当する人

（１）平成元年４月２日～平成９年４月１日に生まれた人
（２）欄外（※１）の通り

獣医師 昭和58年４月２日以降に生まれ、獣医師の免許を有する人ま
たは平成30年度実施の国家試験で取得見込みの人

人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d５月26日㈯午後１時半～４時lふく
ふくプラザ６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 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。d５月16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・f738-0010 
t市内に住む視覚障がい者やその家
族などy無料e不要
就学相談会の保護者への事前説
明を行います

　障がいのある子どものための就学
相談会について事前に説明を行いま
す。d５月30日㈬午前10時半～正午、
31日㈭午後２時半～４時、６月１日㈮午
前10時半～正午lふくふくプラザ（中
央区荒戸３）i発達教育センターa 

845-0015f845-0025t来年度の新小

学１年生の保護者c各先着200人y無
料eファクスに電話番号、子どもの氏
名（ふりがな）と所属する園・施設名、
参加人数、希望日を書いて５月１日以
降に同センターへ。

心配ごと相談所
　①民生委員②弁護士③行政書士④
市社会福祉協議会職員が面接で相談
に応じます。lふくふくプラザ（中央
区荒戸３）i同協議会心配ごと相談
所専用a731-5300f751-1509y無料
e電話で事前予約を（受け付けは相
談希望日の１カ月前から）。

内容 日時
①一般相談（日常生活
の悩み等）

第２・４月曜日 
10：00～12：00

②法律相談 第２・４水曜日 
13：00～16：00

③遺言、相続、離婚、成
年後見等に関する相談

第２・４金曜日 
13：00～16：00

④終活相談 第４月曜日 
13：00～16：00

　※祝休日、８月13日～15日、12月28
日～１月３日は休み。

しごと 相談

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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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。

５月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。④は上履きと床に敷くタオルなどを持参、会場は博多
体育館（博多区山王１）。c①～④なし⑤先着20組y①～④無料⑤１組200円e①～
④不要⑤電話で５月８日以降に同施設へ。

i①はアミカス図書室a534-7593f534-7595へt①６カ月～就学前（26日のみ６カ
月～小学３年生）を育てている保護者②再就職を希望する子育て中の女性③女性
y無料n６カ月～就学前（①は26日のみ小学３年生まで可）。無料e電話かファク
ス、メール（①amitosho@city.fukuoka.lg.jp③amikas.soudan@city.fukuoka.lg.jp）に
応募事項と子どもの氏名・年齢（②③は託児希望者のみ記入）、①は希望日（１人１
日）を書いて①同図書室②③アミカスへ。ホームページ、来所でも受け付けます。
申込期間は①４月25日～５月６日②③５月１日以降。②③の託児は10日前までに要
予約。①は当選者のみ郵送で通知。

　※いずれも入園料別。
ハーブまつり
　ハーブ苗の販売やハーブティーの試
飲など。ハーブを使ったネットハンギング
作り（400円、各日先着30人程度）もあり。
d５月12日㈯、13日㈰y入場無料e不要
花と緑のまちかど写真コンテスト入賞
作品展
d５月15日㈫～６月10日㈰y無料
ウチョウランと山野草展
　販売や相談コーナーもあります。d６月
12日㈫～17日㈰y入場無料
園芸講座「梅雨のバラの手入れと管理」
　講師は園芸家の桃﨑皓邦氏。d６月
14日㈭午後１時半～３時半c50人y無

料e往復はがきかファクスに応募事項
と、ファクスの場合はファクス番号も書
いて５月１日～31日（必着）に同園へ。
ホームページでも受け付けます。
園芸講座「ウチョウランを育ててみよ
う」
　講師は東洋ラン栽培家の桑原駿介
氏。東洋ランについての講義後、ウチョ
ウランの苗を鉢植えして育て方を学び
ます。d６月15日㈮午後１時半～３時半
c30人y2,000円e往復はがきかファク
スに応募事項と、ファクスの場合はファ
クス番号も書いて５月１日～６月１日（必
着）に同園へ。ホームページでも受け付
けます。

７月公演　ミュージカル「1789 –バス
ティーユの恋人たち–」
　昼の部・夜の部あり（日によって異な
る）。d７月３日㈫～30日㈪ ※６日㈮、12日
㈭、19日㈭、24日㈫を除くi博多座電話
予約センターa263-5555f263-3630t 

小学生以上yＡ席
１万5,500円、特Ｂ席
１万2,500円、Ｂ席
9,500円、Ｃ席5,000
円e５月12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。

　※以下の催しは中学生以下は保護者
同伴。申し込みはホームページでも受
け付けます。
森の草木染め体験
　ハンカチに模様を付けます。d６月３
日㈰午前10時半～午後２時t小学生以
上c20人y200円（別途１作品につき300
円が必要）e往復はがきで５月11日（必
着）までに同施設へ。
森のおはなし会と梅雨のいきものたん
けんたい
　森で絵本の読み聞かせと生き物探し
をします。d６月10日㈰午後２時～３時半
c30人y200円e往復はがきで５月18日

（必着）までに同施設へ。

　※いずれも無料。小学３年生以下は
保護者同伴。
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。d５月６日㈰、20㈰午後３時～３
時半（当日午後１時から受け付け）c各
先着25人e不要
　※以下の申し込みは電話かメール、来
所で５月１日午前10時以降に同施設へ。
みんなでチャレンジ！「指紋を見つけよ
う」
　ニンヒドリン水溶液とアミノ酸によっ
て起きる発色反応を使って、指紋の検
出実験をします。d５月26日㈯午前10時
半～11時c先着25人

写真コンテストの作品を募集
　昨年７月～今年６月に同園内の動物
や風景を撮影した作品を募集します。カ
ラー・モノクロ、フィルム・デジタルは自
由。サイズは２Ｌ～Ａ４・四つ切り（ワイド
可）。１人３点以内（未発表に限る）。作品
は返却しません。y無料e作品の裏に応
募事項とタイトル、
使用カメラを書いた
紙を貼って、郵送か
持参で５月１日～６
月30日（必着）に同
園へ。

特別講座「神秘的な蛾（が）の世界」
　講師は日本鱗翅（りんし）学会・日本蛾
類学会員の小藤佳紀氏。蛾の生態や蝶
との違いを学びます。福岡で採集され
た標本も見ることができます。d６月９
日㈯午前10時半～正午t小学生以上c

先着30人

宇多源氏アイデンティティー
　福岡藩主 黒田氏のルーツについて、
さまざまな時代の資料を展示。d５月２
日㈬～７月１日㈰y一般200円、高大生
150円、中学生以下無料
モジュラルテ室内楽団　クラシックコ
ンサート
　展示時間終了後の館内でバッハや
モーツァルト、ヘンデルなどの曲を演奏
します。d５月11日㈮午後６時15分～７
時c椅子席は先着100人程度y無料 ※
レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリ
の戦い」展の観覧券が必要（半券可）e

不要

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

博物館
〒814-0001 早良区百道浜３-１-１
a845-5011 f845-5019
o午前９時半～午後５時半（入館は閉
館30分前まで）x月曜（祝休日のとき
は翌平日）

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/

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） ６／９㈯10：00～15：00 先着20人 1,000円

（食事付き）

②30歳代のヘルシースクー
ル（個別健康相談） ６／10㈰、24㈰14：00～16：00 各先着10人 無料

③楽しくおいしく健康料理
教室 ６／16㈯10：00～13：30 先着24人 1,000円

（食事付き）

④ニコニコペース健康教室
（ウオーキング）

６／16㈯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）

７／５～26の木曜日（４回）、10／
18㈭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

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カプラ（フランス生まれの積み木）であそぼ
う！ ５／４（金・祝）10：00～16：00 幼児～高校生

②こどもカーニバル（円盤を使う競技「ドッヂ
ビー」やお絵描きなど） ５／５（土・祝）10：30～15：00 幼児～高校生

③みんなであそぼう（「ドッヂビー」で遊びます）５／13㈰13：30～14：30 小中高生

④あかちゃんといっしょ（乳幼児の親子遊び） ５／16㈬10：30～11：30 まだ一人で歩けな
い乳幼児

⑤木育おもちゃのひろば ５／23㈬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。

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） 
※５月１日㈫・２日㈬は開園。

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）

内容・日時 定員
①託児で安心　アミカスBOOKタイム（託児付きで読書やDVD視聴）　５／24㈭、
25㈮、26㈯10：00～11：50 各15人

②ママのためのお仕事スタートアップ（就職活動に関する不安要素を参加者で
共有した後、解決のヒントを提供します）　６／１㈮10：00～12：00 先着10人
③夫・パートナーとの関係を考えたい人のためのグループワーク「木もれ陽（び）
の会」　６／８～８／17の隔週金曜日13：30～15：30（連続講座） 先着12人

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/

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　
a831-0669 f831-0670
mmamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp hwww.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/m-room 
o午前10時～午後５時 x月曜・毎月最終火曜（祝休日のときは翌平日）

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）

動物園
〒810-0037 中央区南公園１-１
a531-1968 f531-1996
hhttp://zoo.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） 
※５月１日㈫・２日㈬は開園。

Photo by Leslie Kee

サツマニシキ

前回入賞作品

　※以下はドームシアターの「STARRY 
NIGHT JAM（スターリー ナイト ジャム）」
イベント。座席を必要とする未就学児は
チケットが必要です。
星降る夜会〜天の川に思いを馳（は）せ
て〜
　ラジオブースを模した会場に「クロス
FM」ナビゲーターの鶴田弥生さんが出
演。ゲストのRKB毎日放送 龍山康朗アナ
ウンサーから気象や宇宙の話が聞ける
他、星空に関する曲も楽しめます。d６月
２日㈯午後７時～８時半c先着220人y 

1,000円e５月９日午後４時以降に市科学
館３階チケットカウンターで販売。ホーム
ページでも受け付けます。

音楽を聴きながら星空をつくろう〜親
子で楽しむプラネタリウム企画〜
　出演は歌手のfumika（フミカ）、バンド

「ミサンガ」。参加者全員に拍手で光る
LED付きの玩具「クラップライト」を配り、
音楽を聴きながら星空のような空間を
つくる「クラップ・ライト・ドローイング」も
行います。d６月30日㈯午後７時～８時c

先着220人y中学生以上1,500円、小学生
以下500円e５月23日午後４時以降に市
科学館３階チケットカウンターで販売。
ホームページでも受け付けます。

●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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