
　※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。

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。

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。

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。

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。

外科当番医（５月後半の日曜日）
５月20日㈰
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
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
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
５月27日㈰
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
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525

夜間・休日急患診療 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/

福北連携コーナー
若松あじさい祭り

　約７万600株のアジサイが色づく高塔山（北九州市若松区修多羅）をメイン
会場に、若松区内各所でステージイベントやアジサイの挿し木教室などさま
ざまな催しを実施。飲食物等の販売もあり。 ※渋滞対策のため、山頂駐車場
を閉鎖し、高塔山登山道の交通規制（午前９時〜午後５時）を行います。若松渡
場（若松区本町1）と若松競艇場（若松区赤岩町）の臨時駐車場から無料シャト
ルバスを運行。d６月16日㈯〜17日㈰午前10時〜午後４時i若松区役所総務
企画課a093-771-3559f093-751-6274y入場無料e不要

ももち体育館

　全て連続講座。詳細は問い合わせを。li同体育館（早良区百道２）a851-
4550f851-5551t18歳以上c①②④25人③35人e往復はがき（〒814-0006早良
区百道２-３-15）に応募事項と希望教室を書いて５月15日から31日午後８時（必着）
までに同体育館へ。来所でも受け付けます（返信用はがきを持参）。

内容 日時 費用
①バラエティステップ教室

（さまざまなダンスを取り
入れたエアロビクス。踏み
台も使用します）

６／26〜９／11の火曜日（７／17、８／14を
除く）18:50〜19:40 5,200円

②はじめての気功教室 ６／28〜８／30の木曜日9:15〜10:15 4,000円
③ステップアップ気功教室 ６／28〜８／30の木曜日10：30〜12：00 5,600円
④ピラティスdeモテ体！教室 ６／28〜８／30の木曜日19：15〜20：45 6,300円

講座・教室
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18
●金

3自転車教室〜プロのスタントマンによる事故の再現〜

　荒天時は中止。実施の有無については当日午前10時以降に市ホー
ムページで確認するか問い合わせを。d午後３時〜４時lボートレー
ス福岡第４駐車場（中央区那の津１）i生活安全課a711-4061f711-
4059t中学生以上y無料e不要

5/

19
●土

2県景観大会〜ふくおか景観フェスタ〜

　風景の絵画･写真の展示、景観まちづくり等に関する活動発表、景観
クイズラリー、スケッチ教室、花植え体験など。d午前10時〜午後４時
lアクロス福岡円形ホール（中央区天神１）他i県都市計画課a643-
3712f643-3716hwww.pref.fukuoka.lg.jp/contents/h30keikantaikai.
htmly無料e不要

3埋蔵文化財センター　考古学講座

　「人間と動物の関わり〜動物考古学から見る世界〜」と題して、名古
屋大学の新美倫子准教授が解説します。d午後１時半〜３時半（開場
は午後０時半）li同センター（博多区井相田２）a571-2921f571-
2825c先着200人y無料e不要

3市美術館　つきなみ講座「藤田嗣治が愛した布たち」

　画家の藤田嗣治氏と布や衣装との関わりについて話します。d午後
３時〜４時（受け付けは午後２時半から）l市博物館（早良区百道浜３）
i市美術館学芸課a714-6054f714-6145c先着30人y無料e不要

5/

24
●木

3ボートレース福岡「パーソナルカラー･体型分析からト 
ータルに輝くファッション講座」

　参加者に似合うメークや色、服装を提案します。d午後１時〜３時l

ボートレース福岡（中央区那の津１）iアノンセa771-3166f771-3344 
t20歳以上の女性c30人y無料（入場料別）eはがき（〒810-0041中央
区大名２-３-３-903）かファクスに応募事項とファクス番号を書いて５月19
日（必着）までに問い合わせ先へ。当選者のみ５月22日までに通知。
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26
●土

2西区歴史よかとこ案内
「野方エリアの史跡探訪ウオーク」

　野方遺跡、松林飯山生誕記念碑、飯盛神社などを巡ります。d午前９
時半〜午後３時l集合は西鉄バス野方バス停、解散はやよいの風公園

（西区吉武）i西区歴史よかとこ案内人事務局・徳冨a080-2773-7702f 

843-7138y300円eはがき（〒814-0104城南区別府７-５-33-707）に応募事
項と実施日を書いて５月22日（必着）までに同事務局へ。

2楽水園

　①「ガジュマル盆栽作り教室」初心者向け盆栽教室②「落語」内浜落
語会･粗忽家（そこつや）一門が出演。d①５月26日㈯午後１時〜３時②
６月２日㈯午後１時〜２時li同園（博多区住吉２）a・f262-6665c先
着①20人②30人y①2,000円②1,000円e電話で５月16日午前９時以
降に同園へ。
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●日

2アイランドシティスロージョギング®を楽しむ会

　健康運動指導士の解説の下、会話ができる速さでゆっくり走りま
す。d午前９時半〜11時lアイランドシティ外周緑地（東区香椎照葉
１）他iにこにこ健康アイランド事務局a321-0137f323-1372y無料
e初めて参加する人は電話で同事務局へ連絡を。

3さん･さんプラザ（障がい者スポーツセンター）
レベルアップ卓球教室

　レベルに応じた技術指導をします。室内用運動靴が必要。d５月27
日㈰、７月16日（月・祝）、８月11日（土・祝）、10月21日㈰、来年１月27日㈰、２月
17日㈰いずれも午前10時〜正午li同プラザ（南区清水１）a511-
1132f552-3447t障がいのある人c各日先着20人y無料e各開催日
の午前９時半から会場で受け付けます。

催し情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年5月15日 14

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
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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。

催し 講座
教室催し 講座
教室催し 講座
教室



障がい者ランニング教室

　走り方の基本を学びます。詳細は問い合わせを。d６月16日、７月28日、９月１
日、10月27日、11月24日、12月８日、来年１月26日、２月９日（いずれも土曜日。連続
講座）午前９時半〜11時半l平和台陸上競技場（中央区城内）他i市障がい者ス
ポーツ協会a781-0561f781-0565hwww.suporeku-fuku.com/t市内に住むか通
勤・通学する障がいのある中学生以上c40人y500円eホームページに掲載、ま
たは同協会（中央区荒戸３ ふくふくプラザ３階）、さん・さんプラザ（南区清水１）、
情報プラザ（市役所１階）で配布する申込書を郵送かファクス、メール、持参で５
月14日〜28日（必着）に同協会へ。ファクス・メールは送信後に電話連絡が必要。

講座・教室
クルーズ船「ＭＳＣスプレンディダ」船内見学会

　詳細はホームページ（http://port-of-hakata.city.fukuoka.lg.jp）で確認するか
問い合わせを。d６月17日㈰午後１時半〜３時l集合はクルーズセンター（博多
区沖浜町）iクルーズ支援課a282-7239f282-7772t６月17日現在有効のパス
ポートまたは運転免許証、個人のメールアドレスを持つ人（参加者全員）。20歳未
満は20歳以上の同伴が必要c50人（１組４人まで）y無料eファクスかメール（c-
shien.PHB@city.fukuoka.lg.jp)に参加者全員の応募事項とメールアドレスを記入
し、パスポートまたは運転免許証の写しを添えて５月25日までに同課へ。当選者
のみメールで通知。

催 し
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●火

2老人福祉センター長生園「長生園オレンジカフェ」

　認知症の悩みや不安について、楽しく和やかな雰囲気の中で話をし
たり相談したりできます。d午後２時〜３時半li同園（博多区千代１）
a641-0903f641-0907tおおむね50歳以上c先着30人y無料e電話
かファクス、来所で５月15日以降に同園へ。

3城南障がい者フレンドホーム　
①癒やしのアロマ教室②おかし作り教室

　①精油を使って虫よけスプレーを作ります。②ケーキを作ります。
d５月①29日㈫午前10時半〜正午②31日㈭午後１時半〜３時半li

同ホーム（城南区南片江２）a861-1180f861-1123t市内に住む①障が
いのある人と家族②障がいのある人c①８人程度②10人程度y500円
e電話かファクス、来所で５月15日〜①25日②27日に同ホームへ。

6/

1
●金

4ハビタットひろば「スリランカにおける紛争後の再建事
業〜復興のまちに人々が望むこと〜」

　国連人間居住専門官の松尾敬子氏が話します。d午後６時半〜７時
半lアクロス福岡３階（中央区天神１）i国連ハビタット福岡本部a724-
7121f724-7124c先着50人y無料e電話かファクス、メール（habitat.fu
kuoka@un.org)で同本部へ。

2アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん①ホタルカフェ
〜夜のぐりんぐりん散歩〜  ②ハーブせっけんづくり

　①期間中は開館時間を延長します。夜はホタルを観賞することもで
きます。②ハーブの香りや効能について学んだ後、せっけんを作りま
す。いずれも小学３年生以下は保護者同伴。d６月①１日㈮、２日㈯、３
日㈰午前９時〜午後９時②16日㈯午後１時半〜３時li同公園（東区
香椎照葉４）a661-5980f661-8020c①なし②先着30人y①無料②
500円（いずれも入館料別）e①不要②電話で５月16日以降に同公園
へ。
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2
●土

3月隈パークゴルフ場「パークゴルフ初心者教室」

　中学生以下は保護者同伴。d午前９時〜正午li同ゴルフ場（博多
区月隈３）a504-5333f586-5388c先着８人y1,000円e電話かファク
スで５月15日以降に同ゴルフ場へ。

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　①せん定葉や、雑草を使った堆肥の作り方を学びます。２日㈯は下
仁田ネギの本植え、ナスの整枝の仕方など、21日㈭はフラワーネットを
使ったピーマンの育て方についての講座もあり。②段ボールコンポス
トの使い方を学びます。タマネギなどの収穫や、収穫した野菜などを
使った料理教室もあり。d①６月２日㈯午後１時半〜３時、21日㈭午前10
時〜11時40分②６月３日㈰午前10時〜午後１時l①クリーンパーク・東
部敷地内（東区蒲田１）②立花寺１丁目種苗育成施設内（博多区立花寺
１）i循環生活研究所a405-5217f405-5951t①市内に住む人②市内
に住む小学生以下と保護者c各日30人y①無料②300円e電話かは
がき（〒811-0201東区三苫４-４-27）、ファクスに応募事項と希望日を書い
て、実施日の７日前（必着）までに同研究所へ。

6/

2
●土

3もーもーらんど油山牧場　陶芸教室

d午前10時半〜午後０時半li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-
7040t小学生以上c15人y1,000円e往復はがき（〒811-1353南区柏
原710-２）に参加者全員の応募事項を書いて５月22日（必着）までに同
牧場へ。

6/

3
●日

3雁の巣レクリエーションセンター①雁の巣ジュニアテ
ニス教室②ノルディック・ウオーキング教室

　①初心者向け。②２本のポール（ストック）を使った、運動効果の高い
歩き方を学びます。雨天時は中止。d６月①３日㈰午前10時〜正午②４
日〜25日の月曜日 午前10時〜11時半li同センター（東区奈多）a 

606-3458f607-9057hwww.gannosu-rc.comt①５歳〜小学３年生②小学
生以上c①30人②各先着30人y①600円②無料（ポールレンタル代
300円）e①往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスで５月
25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
当日午前９時45分から球技場管理棟で受け付けます。

2「測量の日」記念行事 “あそこまでなんぼ”

　歩いて距離を測るレクリエーション。賞品・参加賞あり。d正午〜午後
２時l天神中央公園（中央区天神１）i市設計測量業協会a751-8246 
f751-2271y無料e不要
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4
●月

2東区、よかまち・よかとこ歩
さ

・歩
ん

・歩
ぽ

　
「香椎宮とその周辺の歴史散策」

　香椎宮、不老水、報恩寺などを巡ります。d午前10時〜午後０時半
l集合は西鉄香椎宮前駅i東区歴史ガイドボランティア連絡会・森永
a080-3958-3430f201-3826c30人y300円e往復はがき（〒812-8653
住所不要）に参加者全員の応募事項を書いて５月22日（必着）までに東
区生涯学習推進課へ。

6/

5
●火

2博多ガイドの会

　①「県庁近辺の散策と博多区唯一の酒蔵巡り」県庁の展望室や十日
恵比須（えびす）神社を巡った後、酒蔵で日本酒の利き酒体験をします。
②「博多の夏は祈りの季節〜戦災地蔵と周辺散策〜」博多区奈良屋地
区に多く建立された戦災地蔵を巡りながら、散策します。d６月①５日
㈫、８日㈮午後１時〜３時②９日㈯午後１時半〜３時半l集合は①県庁１
階ロビー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②小学生以上c①各先着30人②先着20
人y①2,000円②800円e電話で５月15日午前９時以降に同課へ。

6/

6
●水

3ゆうゆうセンター　発達障がいのある人の保護者向け
連続講座「はじめの一歩」

　発達障がいの特性と関わり方の工夫を学ぶ講座。テーマは①発達
障がいって何だろう②暮らしやすくする工夫〜一人ひとりに合わせて
〜③コミュニケーションの工夫。いずれも参加できる日のみの受講
可。詳細はホームページで確認を。d①６月６日㈬②７月13日㈮③８月
29日㈬午前10時〜正午（受け付けは午前９時半から）lふくふくプラザ
１階（中央区荒戸３）i同センターa845-0040f845-0045hwww.fc-jigyou 
dan.org/youyou/y無料e不要

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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マンションについての相談会･セミナー

　①「マンション管理無料相談会」②「分譲マンション建て替え特別相談会」③
「福岡マンション管理基礎セミナー」③は、「マンション管理組合運営の基礎につ
いて」「住宅金融支援機構のマンション管理組合向けの制度」の２講演。d６月30
日㈯①午前10時半〜午後０時20分②午前11時半〜午後０時20分③午後１時〜４
時l中央市民センター（中央区赤坂２）i①③住宅計画課a711-4598f733- 
5589②住宅リフォーム･紛争処理支援センターa0570-016-100t福岡都市圏に
住むマンション管理組合役員などc先着①12組②４組③300人y無料e①②電
話で各問い合わせ先へ。③市ホームページからダウンロードした申込書をファク
スで同課へ。電話、メール（m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp）でも受け付けます。いず
れも５月15日以降に受け付け開始。定員を超えた場合のみ通知。

催 し

友泉亭公園　①「蛍の夕べ」②「夏の俳句コンテスト」

　①蛍についての説明を受けた後に、中庭で蛍を観賞します。②期間中に応募
された俳句作品に対して来園者の投票を受け付けます。詳細は問い合わせを。
d６月①１日㈮午後７時〜８時②１日㈮〜10日㈰午前９時〜午後４時li同公園

（城南区友泉亭）a・f711-0415c①30組（１組３人まで。小学生以下は保護者同
伴）②先着30点（１人１点まで）y無料（入園料別）e①往復はがき（〒814-0122城
南区友泉亭１-46）に参加者全員の応募事項を書いて５月15日〜24日（必着）に同
公園へ。②同公園で直接応募・投票を受け付けます。

催 し

6/

7
●木

3緑のコーディネーターによる体験講座
「多肉植物の寄せ植え」

d午後２時〜４時l早良市民センター（早良区百道２）i市緑のまちづ
くり協会みどり課a822-5832f822-5848hwww.midorimachi.jp/c20人
y1,500円eはがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクスで５月
24日（必着）までに同課へ。ホームページでも受け付けます。

6/

9
●土

3鮮魚市場　①市民感謝デー②こどもおさかな料理教室

　①新鮮な魚介類を販売します。②アジの香草焼きを作ります。d①
午前９時〜正午②午前10時〜午後１時l鮮魚市場会館（中央区長浜
３）i鮮魚市場a711-6414f711-6099hhttp://nagahamafish.jp/t①不
問②市内に住む小学３年〜中学生と引率者c①なし②25人y①入場
無料②１人500円e①不要②電話かメール（sengyo.AFFB@city.fukuo
ka.lg.jp）に引率者の応募事項（日中連絡が可能な電話番号を明記）、参
加者全員の氏名（子どもの名前の横に学年）を書いて５月30日午後４時
半までに同市場へ。当選者のみ通知。

2博多券番の芸
げいぎしゅう

妓衆とお座敷体験

　料亭で季節の料理を味わいながら、博多芸妓の唄と舞を楽しみま
す。小学生以下は保護者同伴。d６月９日㈯、10日㈰、24日㈰正午〜午
後２時l博多い津（゙づ）み（博多区住吉２）i福岡観光コンベンション
ビューローa733-5050f733-5055c各先着40人y１万5,000円eファ
クスかメール（event-fcvb@welcome-fukuoka.or.jp）に参加者全員の応
募事項と参加希望日、代表者名を書いて５月16日午前10時以降に問
い合わせ先へ。

6/

11
●月

2アクロス･ランチタイムコンサート スペシャル版
ヴィオラ･アンサンブル SDA48

　東京フィルハーモニー交響楽団首席の須田祥子氏をはじめとする
ビオラ奏者たちで結成されたSDA48が、ブルッフの「ロマンス」などを
演奏します。d正午から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a725-9112f725-9102y全
席指定1,000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
でも販売中。

6/

12
●火

3早良障がい者フレンドホーム　
はじめてのパソコン教室〜ワード〜

d６月12日〜７月17日の火曜日（連続講座）午前10時〜正午li同ホー 
ム（早良区百道浜１）a847-2761f847-2763t市内に住む肢体・内部障
がいのある18歳以上c６人y実費e電話かファクス、メール（friend-
mwp@fc-jigyoudan.org)、来所で５月15日〜25日に同ホームへ。

6/

13
●水

3定年からはじめるキャリアビジョン･コミュニケーショ 
ン入門ワークショップ（体験型講座）

　今後の就業・社会参加などについて考えます。また、コミュニケー
ション術なども学びます。d午後１時半〜３時半l県立図書館（東区箱
崎１）i県70歳現役応援センターa432-2512f432-2513tおおむね60
歳以上c先着20人y無料e電話かファクスで同センターへ。

6/

13
●水

3ふくおかどうぶつ相談室「プロドッグトレーナーに学ぶ！ 
家庭犬のしつけ方講習会」

　犬の基本的なしつけ方を学びます。d午後２時〜４時li同相談室
（西区内浜１）a891-1231f891-1259t市内に住む犬の飼い主、飼う予
定の人c先着20人（１組２人まで）y無料e電話で５月15日午前８時半
以降に同相談室へ。

6/

14
●木

3産地見学と料理教室

　トマトの生産地を見学後、初夏の野菜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l西区元岡のトマト
の生産地他i政策企画課a711-4841f733-5583t市内に住むか通勤
する18歳以上c20人y1,000円eはがき（〒810-8620住所不要）かファ
クス、メール（seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の
応募事項を書いて５月28日（必着）までに同課へ。

2市観光案内ボランティアとまち歩き①崇福寺山門･黒田家墓所特
別拝観ガイドツアー②海でつながっていた住吉と美野島コース

　①黒田家の菩提寺（ぼだいじ）だった崇福寺の山門内部を見学しま
す。②住吉神社を参拝します。美野島商店街での昼食もあり。d６月①
14日㈭午前10時〜正午②16日㈯午前10時〜午後０時半l集合は①東
公園亀山上皇像前（博多区）②住吉神社（博多区住吉３）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y①500
円、小学生以下無料（山門拝観料別）②1,000円、小学生以下500円 ※
いずれも小学生以下は保護者同伴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５月16日午前10時以降に問い合わせ先へ。

3博多障がい者フレンドホーム｢そば打ち体験教室｣

d午前10時〜午後１時半li同ホーム（博多区西月隈５）a586-1360 
f586-1397t市内在住の障がい者とその家族c13組y１人500円程
度e電話かファクス、来所で５月15日〜６月５日に同ホームへ。

6/

16
●土

2南障がい者フレンドホーム
「世界遺産宗像大社巡り＆道の駅でお買い物」

d午前10時〜午後３時l宗像大社（宗像市田島）他。集合･解散は同ホ 
ーム（南区清水１）i同ホームa541-5858f541-5856t市内に住む障
がいのある人（18歳未満は保護者同伴）c17人y実費e電話かファク
ス、来所で５月31日までに同ホームへ。

3アクロス･文化学び塾

　①「マリー･アントワネットも愛したフランス宮廷の磁器 セーヴル
磁器の魅力」山口県立萩美術館･浦上記念館（山口県萩市平安古町）
で７月24日㈫から開催する特別展「フランス宮廷の磁器セーヴル、創
造の300年」の事前講座。②「細川ガラシャの生涯とそのイメージ展
開」熊本県立美術館（熊本市中央区千葉城町）で８月４日㈯から開催す
る特別展「永青文庫展示室開設10周年記念特別展細川ガラシャ」の事
前講座。d６月①16日㈯②30日㈯午後２時〜３時半lアクロス福岡２階

（中央区天神１）iアクロス福岡文化観光情報ひろばa725-9100f 

725-9102c各先着70人y500円e電話で問い合わせ先へ。

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）
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博多座「市民半額観劇会」

　「1789 -バスティーユの恋人たち-」を半額で観劇できます。d７月３日㈫、４日
㈬、９日㈪、11日㈬、18日㈬午後６時からl博多座（博多区下川端町）i市民半額
会事務局a751-8258（平日午前10時〜午後６時）c各回100人yＡ席7,750円（事
務手数料・振込手数料別）eはがき（〒810-8799福岡中央郵便局留「市民半額
会」）に代表者の応募事項と希望日時（１公演のみ）、参加人数（２人まで）を書いて
５月25日（消印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（５月29日ごろ発送）。

催 し

かなたけの里公園

li同公園（西区金武）a・f811-5118hhttp://kanatakenosato.jp/　※①のジャ
ガイモ・タマネギ収穫体験と②は１口＝ジャガイモ２株、タマネギ３株。１組２口ま
で。【①田植え祭り】内容は下表の通り。d５月26日㈯午前10時〜午後４時e田植
え体験とジャガイモ・タマネギ収穫体験は要事前申し込み。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、ジャガイ
モ・タマネギ収穫体験は希望口数を書いて５月19日（消印有効）までに同公園へ。
ジャガイモ・タマネギ収穫体験は来所でも受け付けます。

内容 時間 定員 費用
田植え体験 10:00〜11：30 20組 無料
ジャガイモ・タマネギ収穫体
験

10:00〜12：00、14:00
〜16：00 各100口 1口500円

里山クラフト教室（木のマグ
ネットなどを作ります）

10:00〜12:00、13:00
〜15:00 各先着30人程度 100円〜

400円
里の青空市（地域の特産品、
弁当などを販売） 10:00〜15:00 無くなり次第終了 実費
花苗販売
豚汁の振る舞い 12:00〜 先着300食 無料
　【②ジャガイモ・タマネギ収穫体験（６月〜）】６月下旬・７月上旬からは夏野菜の
収穫体験も開始（生育時期によって開始時期が前後する可能性あり）。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。d６月１日㈮から作物が無くなるまで
毎日。午前10時〜11時、午後２時〜３時y１口500円e不要

催 し

花畑園芸公園

li同公園（南区柏原７）a565-5114f565-3754　【さつき盆栽展示会】約60点
の盆栽を見ることができます。d５月18日㈮〜20日㈰午前９時〜午後４時半y無
料【園芸講座】①「夏野菜の生育診断と肥料・消毒について」②「ウメの加工とウメ
の収穫作業体験」梅干しなどの作り方を学びます。収穫したウメは持ち帰りでき
ます（１人１kg程度）。③「夏を迎える庭木の手入れ」庭木のせん定や病害虫防除
について学びます。d①５月24日㈭②６月５日㈫③６月７日㈭午後１時半〜３時半
c各先着50人y①③無料②600円e電話かファクスで５月①17日②29日③31日
以降に同公園へ。【花畑キッズファーム　親子タマネギ収穫体験】１組当たり20
個持ち帰りできます。d６月３日㈰、10日㈰午前10時半〜11時t５歳〜小学生と
保護者c各先着30組（１組５人まで）y１組800円e電話かファクスに参加者全員
の応募事項と希望日を書いて５月20日以降に同公園へ。

催 し

まもるーむ福岡（保健環境学習室）

　小学３年生以下は保護者同伴。詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。liまもるーむ福岡（中央区地行浜２）a831-0669f831-0670hwww.city.fuku
oka.lg.jp/kankyo/m-room/t①小学１〜３年生②不問③小学４〜６年生c①先着20
人②各先着25人③先着25人y無料e①③電話かメール（mamoroom@fch.chuo.fuk
uoka.jp）、来所で５月15日午前10時以降に同施設へ。②当日午後１時から受け付け
ます。

内容 日時
①ラボで体験「砂糖の実験！べっこうあめを作ってみよう」６／２㈯10:30〜11:00
②ミラクルラボ体験教室（色やにおい、水質チェックの実
験。開催日ごとに内容が異なります）

６／10㈰、24㈰15:00〜 
15:30

③理科応援教室「日焼けを止めるクリームをつくろう！」 ６／16㈯10:30〜12:00

催 し

市民体育館

li同体育館（博多区東公園）a641-9135f641-9139t18歳以上eはがき（〒812-
0045博多区東公園８-２）かファクス、来所で５月15日〜31日（必着）に同体育館へ。

内容 日時 定員 費用
ワンデーヨガフェスティバル（さま
ざまな流派のヨガを体験できます）

６／10㈰10:30〜12:00、14:00
〜15:30 各80人 1,000円

モーニングピラティス（初心者向
け）

７／２〜８／27の月曜日（７
／16、８／13、20を除く連
続講座）10:00〜11:00

20人 4,200円

はじめての太極拳
７／４〜９／12の水曜日（７
／25、８／15、22を除く連
続講座）11:15〜12:45

20人 4,800円

講座・教室

ひとり親家庭支援センター

li同センター（中央区大手門２）a715-8805f725-7720t市内に住む①②一
人親③配偶者と死別した一人親y無料n小学生まで。無料e電話か来所で５月
15日以降に同センターへ。

内容 日時 定員
①養育費・面会交流セミナー ５／30㈬10:00〜12:00 先着15人
②生活支援講座　子育て講座 ６／９㈯、16㈯13:30〜15:30 各先着15人
③グリーフ・ケア（死別の悲しみに寄
り添う支援）おしゃべり会 ７／29㈰13:30〜15:30 先着10人

講座・教室

松風園「お座敷講座」

　①茶道表千家 中級②華道 草月流③茶道表千家 略盆点前④煎茶 藤蔭（とう
いん）流（1部）⑤煎茶 藤蔭流（２部）d６月10日㈰①②午前10時〜正午③④午後１
時〜３時⑤午後３時半〜５時半li同園（中央区平尾３）a・f524-8264t①平点
前ができるか、同講座の略盆点前を終えた人②不問③ふくささばきができる
か、同講座の初級編を終えた人④⑤初心者c各先着10人y①②3,000円③④⑤
2,000円e電話かファクスで同園へ。

講座・教室

6/
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●土

2航空自衛隊春日基地「休日の基地見学」

　輸送ヘリコプター「ＣＨ-47Ｊ」と練習機「Ｔ-４」の見学など。d午前９時
半〜11時半、午後１時〜３時l春日基地飛行場地区ゲート（博多区東平
尾）i航空自衛隊春日基地広報班a581-4031f574-4686hwww.mod.go.
jp/asdf/kasuga/index.htmlc各45人y無料e往復はがき（〒816-0804春
日市原町３-１-１）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢、人
数、移動手段（車の場合は車種とナンバー）、この催しを知ったきっか
け、希望時間帯を書いて５月14日〜27日（消印有効）に問い合わせ先
へ。

2路線バスで行く日帰り旅！飯盛山･高祖山登山！

　西区の飯盛山から高祖山への登山（縦走）。集合は地下鉄橋本駅。
解散は①JR今宿駅または②地下鉄姪浜駅。集合・解散場所〜各登山
口は路線バス「金武橋本線」や「今宿姪浜線なぎさ号」で移動します

（交通費実費として①460円②560円が必要）。d午前10時〜午後４時
①20分②37分i交通計画課a711-4393f733-5590t６km以上の登山
ができる中学生以上eはがき（〒810-8620住所不要）かメール（kotsu@ 
city.fukuoka.lg.jp）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31日（必着）までに同課へ。当選者のみ通知。

6/

17
●日

3今宿野外活動センター
「プロが教える木工〜カトラリー作り〜」

　天然の無垢素材を使って、カトラリー（スプーン、フォークなど）を作
ります。未成年のみの参加は不可。d午後１時半〜４時li同センター

（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115c20人y１個2,000円（別途１
人100円が必要）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参加者全員の氏名･年齢、作るカトラリーの数を
書いて６月５日（必着）までに同センターへ。

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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アスベストの分析調査や除去な
どの工事費用を助成します

　申請は11月30日まで。【対象建築
物・助成内容】解体の予定がない建築
物 ▽分析調査＝アスベストを含む可
能性がある吹き付け材の分析調査費
用（通常10万円程度。上限25万円） ▽

除去など＝多数の人が利用する建築
物のアスベスト除去・封じ込め・囲い
込みの工事費用の３分の２以内（上限
120万円。指定建築物の除去工事に限
り、上限300万円）—詳細は市ホーム
ページに掲載。i建築指導課a711-
4573f733-5584
花と蝶（ちょう）の憩いの場づくり　
植え込みボランティアを募集

　市庁舎の花壇の植え替えを行うボ
ランティアを募集。d５月25日㈮午前
10時〜11時iグリーンシティ福岡a・
f215-3913t18歳以上c先着15人e

電話かファクス、メール（info@greenci
ty-f.org）に参加者全員の応募事項と
代表者の氏名を書いて５月15日午前
10時以降に問い合わせ先へ。
障がい者の第一種普通自動車運転
免許取得費用の一部を助成します

　自動車学校入校手続き後の申請は
不可。詳細は問い合わせを。i各区福
祉・介護保険課t市内に１年以上住む
18歳以上の障がい者（所得制限あり。
今年度中に18歳になる人も含む）で、
免許取得後の助成金請求時まで引き
続き市内に居住している人e事前に
問い合わせの上、身体障害者手帳、療
育手帳（判定書でも可）、精神障害者
保健福祉手帳と印鑑を持参し、来年３
月31日までに住所地の同課へ。
防犯灯の管理費および工事費の
補助金申請を受け付けます

i道路維持課a711-4488f733-5591
　申請は７月31日まで。【申請書など
の配布】各区地域整備課（西区は土木
第１・２課）、情報プラザ（市役所１階）
で。市ホームページにも掲載。詳細は
同課まで問い合わせを。
事業所用家屋の貸付申告書の提
出を

　事業所税の納税義務者に事業所用
家屋を貸し付けている場合は、「事業
所用家屋の貸付申告書」を貸付開始
日から１カ月以内に提出してくださ
い。申告書は市ホームページからダ
ウンロードできます。i資産課税課a 

711-4195f733-5902
後期高齢者医療簡易申告書の提出を

i県後期高齢者医療広域連合a651-
3111f651-3901　住民税や所得税等
の申告義務がない人など、同連合で
所得の状況が把握できていない人に
は、４月下旬に「簡易申告書（所得の照

会書）」を送付しています。平成30年
度の保険料額を決定するために必要
です。５月18日までに必ず提出してく
ださい。

事業所税の申告を
　次の要件に該当する事業者は、事業
所税の申告・納付が必要です。【申告・
納付が必要な人】市内の事業所の合
計床面積が1,000平方㍍を超えるか、
従業者数が100人を超える事業者【申
告・納付期限】法人は事業年度終了の
日から２カ月以内。個人は翌年の３月15
日まで。i資産課税課a711-4195f 

733-5902
「建設リサイクル法」市内一斉パト
ロール

　分別解体や再資源化を義務付けて
いる同法の実効性の確保などを目的
に、対象建設工事現場の一斉パトロー
ルを行います。d５月23日㈬i建築物
安全推進課a711-4574f733-5584

工業統計調査にご協力を
　５月下旬から６月にかけて、調査員証
を携行した県知事任命の調査員が従
業員４人以上の製造業を営む事業所
を訪問します。回答をお願いします。
i統計調査課a711-4081f711-4934

高校生留学奨学生を募集
　50万円を上限として給付（返還不
要）。i市教育振興会a721-1709f721- 
1739t次の全てに該当する人 ▽海外
留学あっせん機関の高校生交換留学
プログラム等で約１年間の留学を予
定し、来年出発する ▽県内の高等学
校、高等専門学校に在籍するか入学
を予定する ▽保護者が市内に１年以
上継続して住むc10人e高等学校、
高等専門学校、中学校、同会（市役所
６階）で配布する申込書を郵送で８月１
日（必着）までに同会へ。

地下鉄モニターを募集
　市営地下鉄に関するアンケートに
回答したり、利用時に気付いた点等の
コメントをしたりするモニターを募集。
一日乗車券の謝礼あり。詳細はホーム
ページで確認を。i乗客サービス課
a732-4274f734-2833hhttp://subw
ay.city.fukuoka.lg.jpt18歳以上でイン 
ターネットの利用ができ、市営地下鉄
を利用する人c150人eホームページ
の専用フォームで５月15日〜28日に申
し込みを。
５月31日は世界禁煙デー、５月31
日〜６月６日は禁煙週間です

　医師の指導を受けながらたばこを
やめる禁煙外来など、禁煙や受動喫
煙についての情報をホームページ

（http://think-health-navi.city.fukuo
ka.lg.jp/tobacco/）に掲載しています。
i健康増進課a711-4374f733-5535

成人の日記念行事「はたちのつど
い」

i青少年健全育成課a711-4188f73 
3-5534　来年１月14日（月・祝）午後２時〜
３時にマリンメッセ福岡（博多区沖浜

お知らせ
町）で記念式典と実行委員会が企画
したイベントを行います。対象者（新
成人＝平成10年４月２日〜平成11年４
月１日生まれ）には、12月上旬にお知
らせのはがきを送ります。【実行委員
の募集】新成人10人程度。応募は、は
がき（〒810-8620住所不要）かファク
ス、メール（kenzenikusei.CB@city.fuk
uoka.lg.jp）に応募事項とメールアドレ
ス、勤務先（学校名）を書いて６月29日

（必着）までに同課へ。

背振少年自然の家　①星空観察会（スターウオッチング）
②せふりチャレンジクラブ〜五ケ山ダムの秘密を探れ！〜

　①天文台で、月や金星、木星、春の星座を観察します。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。
②ダムと脊振の自然を探検します。d①５月19日㈯、６月２日㈯午後７時〜８時半

（入場は午後８時15分まで）②６月30日㈯〜７月１日㈰（１泊２日）li背振少年自
然の家（早良区板屋）a804-6771f804-6772hwww.fukuoka-shizennoie.jp/sefuri/
t①自家用車などで直接来所できる人②小学４年〜中学生c①なし②30人y①
無料②5,000円e①不要②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) に応募事項と性別、保護者氏名と携
帯電話番号、同施設への来所方法（市役所発着の送迎バスまたは自家用車）を
書いて、６月５日（必着）までに同施設へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

市ヨットハーバー

l市ヨットハーバー（西区小戸３） ※②の６月16日㈯、23
日㈯は西福岡マリーナ（西区小戸２）i市ヨットハーバ 
ーa882-2151f881-2344hhttps://www.fukuoka-sail 
ing.jp/e①③来所で①５月15日以降③５月15日〜６月４
日に同施設へ。②ファクスに参加者全員の応募事項と
希望日・時間帯を書いて５月15日以降に同施設へ。①
③はホームページでも受け付けます。

内容 日時 対象・定員 費用

①初心者ヨット教室 ５／26㈯、27㈰10:00〜16:00
市 内に住む
16歳以上、各
先着10人

3,000円

②シーカヤック親子体験教室 ６／２〜23の土曜日 10:00
〜12:00、13:30〜15:30

小 学 生と保
護者のペア、
各回先着５組

１組
3,000円

③ジュニアヨット教室=写真 ６／17㈰10:00〜16:00
市 内に住む
小学３年〜中
学生、18人

1,500円

講座・教室

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081l①②六本松 蔦屋
書店（つたやしょてん・中央区六本松４）③④あすみん（中央区今泉１）y①②無料
③④500円e①②当日午後０時半から受け付けます。③④電話かファクス、メール

（info@r60festa.jp）で５月15日以降に同事務局へ。
内容 日時 定員

①オトナ塾「ロコモを知ろう 健康寿命アップセミ
ナー」ロコモティブシンドローム（運動器症候群）
の予防方法を学びます

５／29㈫13:00〜14:00 先着
50人

②オトナ塾「世界一のダンサーに学ぶ、脳の若返
りの秘訣」講師は国内外の大会で受賞経験があ
るダンサーのKITE（カイト）氏

６／５㈫13:00〜14:00 先着
50人

③ワンポイントコーチング＆まわしよみ新聞 ６／９㈯10:30〜12:30 先着
30人

④コミュニケーション力アップ講座 ６／９㈯14:00〜15:30 先着
30人

催 し

情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年5月15日 10

●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）

お知
らせ催し 講座

教室



カラスなどにごみを荒らされない
ためにご協力を

　 ▽ごみは暗くなってから出す（午前０
時まで） ▽生ごみを減らす ▽生ごみが
見えないように包む ▽ふた付きのポリ
容器に入れる、ネットを掛けるなど—
にご協力をお願いします。i収集管理
課a711-4346f733-5907
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

i政策調整課a711-4326f733-5593
　【縦覧期間】７月①２日㈪②17日㈫
③30日㈪まで。期間中は、市に意見書
を提出できます。【縦覧場所】同課（市
役所14階）、県中小企業振興課（県庁
７階）。

名称（所在地） 内容 届出日
①MARK IS ももち（中央
区地行浜二丁目） 新設２月８日

②ファッションセンター
しまむら平和店（中央
区平和五丁目）

新設２月27日

③（仮称）ドラッグコス
モス千早店（東区千早
一丁目）

新設３月９日

「ふくおかしの家計簿」を作成しま
した

i財政調整課a711-4166f733-5586
　平成30年度予算、財政状況、財政
運営の取り組み等について分かりや
すく解説しています。【閲覧・配布場
所】５月11日から情報プラザ（市役所１
階）、各区情報コーナー、各出張所な
どで。市ホームページにも掲載。
「公的賃貸住宅ガイド」を配布して
います

　市営・県営・特定優良賃貸住宅の募
集情報などを記載した同ガイド（平成
30年度版）を、住宅相談コーナー（市
役所３階）、情報プラザ（同１階）、各区
情報コーナー、各出張所などで配布中

（原則１人１冊）です。内容は市ホーム
ページにも掲載。i住宅計画課a711-
4598f733-5589
「機動救助隊」の愛称を募集しま
す

　市内外で発生する特殊災害等に対
応する「機動救助隊」の愛称を募集しま
す。詳細はホームページに掲載。i警
防課a725-6575f791-2420hhttp:// 
119.city.fukuoka.lg.jpt市内に住むか
通勤・通学する人e愛称と説明（簡単
な理由）、応募事項を書いて郵送（〒 
810-8521中央区舞鶴３-９-７）かメール

（keibo.119@city.fukuoka.lg.jp）で５月
31日（必着）までに同課へ。
「トライアル優良商品認定事業」
対象の新商品等を募集

i経営支援課a441-2027f441-3211

　市内の中小企業が生産・提供する
優れた新商品等（物品・役務）を市が
認定し、積極的にＰＲすることで販路
拡大を支援します。【対象】次の全て
に該当する物品・役務 ▽販売開始から
５年以内 ▽既存の物品・役務とは著し
く異なり、優れた使用価値を有してい
る ▽ 技術の高度化や経営の能率向
上、生活の利便の増進に寄与する【申
し込み】市ホームページに掲載、また
は同課（博多区博多駅前２ 福岡商工
会議所２階）で配布する申請書と必要
書類を郵送か持参で６月15日午後６時

（必着）までに同課へ。
ふれあい学び舎（や）事業（放課後
補充学習）学習指導員を募集

　小学３･４年生の算数を中心に指導
する人を募集。謝礼あり。詳細は市ホ 
ームページで確認を。i学校指導課
a711-4638f733-5780e市ホームペ 
ージで受け付けます。登録後、学校か
ら要望があれば連絡（必ず指導員にな
れるとは限りません）。
花と緑のまちかど写真コンテスト
の作品を募集

　市内のまちかどの花や緑をテーマ
にした写真を募集。【規定】四つ切り

（ワイド可）、A４サイズ。昨年９月１日
以降に市内で撮影した未発表の作品

（３点以内）。i市緑のまちづくり協会
みどり課a822-5832f822-5848hwww. 
midorimachi.jp/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
情報コーナー、各市民センターなど
で配布する申込書を写真の裏面に貼
り、郵送で８月31日（必着）までに同課
へ。

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。d平日

（年末年始を除く）午前10時〜午後５時
li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）a716-3344f716-3394t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y無料e面接に
よる相談は電話で同ルームに予約を。

くらし・事業なんでも相談会
　弁護士・税理士など10団体の専門
家が相談に応じます。d６月２日㈯午
前10時〜午後４時（受け付けは午後３
時半まで）lあいれふ10階（中央区舞
鶴２）i福岡専門職団体連絡協議会
事務局a473-8761f481-3878c先着
100人y無料e不要

相 談

｢人権擁護委員の日｣特設人権相
談所

　人権擁護委員がいじめや差別、家
庭内の悩みごとなどの相談に応じま
す。d６月１日㈮午前10時〜午後４時

（受け付けは午後３時半まで）l市役
所１階多目的スペースi福岡人権擁
護委員協議会a722-6199f722-6183 
y無料e不要
精神保健福祉センター 専門相談

li同センター（中央区舞鶴２）a737- 
8825f737-8827　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a737-8829d①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y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。y無料e相談専用電話（737-
8829 火・木曜日午前10時〜午後１時）
で事前予約を。
インターネット消費者トラブル
110番

　インターネットを通じた買い物で代
金振り込み後に商品が届かないな
ど、インターネット上で生じたさまざ
まな消費者トラブルについて①電話

（724-9505）で相談に応じます。②ホー
ムページ（https://internet-syouhisya 
trouble.jimdo.com/）の専用フォームで
相談を受け付け、電話で回答します。
d①５月27日㈰午前10時〜午後４時②
随時受け付けi県青年司法書士協議
会・澤a0942-65-4512f0942-65-4513y 

無料
障がいのある子どものための教
育の場を検討する就学相談会

　大学教授、医師、福祉機関の職員、
教員などが相談に応じます。d７月23
日㈪、25日㈬、30日㈪、８月１日㈬、６日
㈪、８日㈬、17日㈮、20日㈪、27日㈪、29
日㈬、９月３日㈪、５日㈬、10日㈪、12日
㈬、19日㈬、21日㈮、26日㈬、10月１日
㈪午後１時半、２時半、３時半から（各１
時間半程度）li発達教育センター

（中央区地行浜２）a845-0015f845-
0025t①来年度小学校新入学生と保
護者②小・中・特別支援学校在校生と
保護者y無料e①５月21日〜７月20
日に在籍する園（所）および就学前の
施設へ。②５月21日〜６月21日に在籍
する学校へ。

自死遺族法律相談
　臨床心理士同席の下、弁護士が相
談に応じます。d６月６日㈬午後１時〜４
時li天神弁護士センター（中央区渡
辺通５）a738-0073t家族や恋人、友
人などを自死（自殺）で亡くした人や支
援者y無料e電話で同センターへ。

スクールソーシャルワーカー（嘱
託員）を募集

i教育相談課a832-7120f832-7125
　主に不登校等の児童を教育と福祉
の両面から支援する業務に従事。【任
用期間】７月１日〜来年３月31日（再任
用あり）【資格】社会福祉士、または精
神保健福祉士の資格を持つ人【募集
案内・申込書の配布】５月15日から同課

（中央区地行浜２ えがお館５階）、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】申込書と必要書類を郵送か
持参で６月５日（必着）までに同課へ。
①農業女子ガイダンス②農業女
子インターンシップ 受講生募集

　①生産だけでなく、加工・流通まで
事業展開する経営形態「６次産業」に
ついての説明会。②女性農業経営者
から農作業や加工・販売などについて
直接指導を受ける研修。詳細は問い
合わせを。d①６月29日㈮午前10時
〜午後４時②７月下旬〜来年３月の間
に60日程度l①アクロス福岡２階（中
央区天神１）②市内の受け入れ農家の
農地他i政策企画課a711-4841f 

733-5583t①市内に住む20歳以上で、
６次産業に取り組みたい女性 ※②の
受講も可能な人が望ましい。②受け
入れ農家の作業に合わせた研修日程
に参加でき、自家用車や公共交通機
関等で研修場所に通える女性（①の
参加が必要）c①20人程度②３人程度

（面接により選考）y無料e①はがき
（〒810-8620住所不要）かファクス、メ 
ール（seisakukikaku.AFFB@city.fukuo
ka.lg.jp）で６月15日（必着）までに同課
へ。②ガイダンス当日に申込書を配
布。
ナースセンター福岡　看護職員
再就業移動相談

　詳細は問い合わせを。【会場・日時】
ハローワーク ▽福岡東（東区千早６）＝
７月５日㈭ ▽福岡中央（中央区赤坂１）
＝５月22日〜来年３月26日（８月を除
く）の第４火曜日 ▽福岡西（西区姪浜
駅南３）＝７月11日㈬、11月14日㈬ ▽福
岡南（春日市春日公園）＝７月３日㈫、
11月６日㈫いずれも午後１時〜４時i

県看護協会事業課a631-1221f631-
1223t保健師、助産師、看護師、准看
護師の資格を有し、現在看護の現場
を離れている人y無料e不要

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。
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休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑧６月３日㈰、５日㈫、10日㈰、17
日㈰、23日㈯、24日㈰午前９時〜10時（５
日は午後６時〜７時）⑨６月３日㈰午前９
時〜10時⑩６月24日㈰午前10時〜正午
t①は市国民健康保険加入者、⑧の喀痰 

（かくたん）細胞診検査は、結核・肺がん
検診受診者で喫煙など一定の条件の該
当者cあり（先着順）y一部減免ありn

３カ月〜小学３年生、500円（希望日の４
日前までに要予約）e電話で同センター
へ。ホームページでも受け付けます。

内容 対象年齢 費用
①よかドック 40〜74歳 500円
②よかドック30 30〜39歳 500円
③胃透視検査 35歳以上 600円

映像ホール・シネラ６月上映一覧
イラク映画特集
１日㈮ キロメートル・ゼロ（２）
２日㈯ 砂塵を超えて（11）、サイの季節（２）
３日㈰ 国境に生きる（11）、国のない国旗（２）
６日㈬ 国のない国旗（２）
７日㈭ 国境に生きる（11）、砂塵を超えて（２）
８日㈮ 少女ジヤーン（11）、サイの季節（２）

９日㈯ キロメートル・ゼロ（11）、少女ジヤー
ン（２）

10日㈰ 国境に生きる（11）、国のない国旗（２）
特別企画　シネラ映像祭　松本俊夫 監督特集
13日㈬ ドグラ・マグラ（11）、薔薇の葬列（２）
14日㈭ 十六歳の戦争（11）、修羅（２）

④胃内視鏡検査 40歳以上 1,800円

⑤乳がん検診 40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

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

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

⑨ 骨粗しょう症検査 40歳以上 500円
⑩ 歯周病予防健診 ― 1,000円
　※女性医師DAY＝６月３日㈰、５日㈫、
10日㈰、17日㈰、23日㈯は、⑥の検診を
女性医師が行います。①②⑤の健（検）
診は全日程女性医師および女性技師で
す。

15日㈮「モナ・リザ」「アート・マン」他（11）、映
像の発見-第５部（２）

16日㈯ 映像の発見-第１部（11）、映像の発
見-第２部（２）

17日㈰
映像の発見-第３部（11）、対談「松本
俊夫の時代」（２）、映像の発見-第４部

（３）
20日㈬「モナ・リザ」「アート・マン」他（11）、

映像の発見-第５部（２）
21日㈭ 映像の発見-第１部（11）、映像の発

見-第２部（２）
22日㈮ 映像の発見-第３部（11）、映像の発

見-第４部（２）
23日㈯ 十六歳の戦争（11）、修羅（２）
24日㈰ ドグラ・マグラ（11）、薔薇の葬列（２）
　（11）＝午前11時、（２）＝午後２時、（３）＝午
後３時。料金等の詳細はホームページ（www.
cinela.com）で確認するか問い合わせを。

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

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/

会社合同説明会

　約120社が参加。d５月21日㈪午後
１時〜５時l福岡国際会議場（博多区
石城町）i福岡商工会議所商業・雇用
支援グループa441-2169f482-1523 
t大学、短大、高専、専門学校などの
来年３月卒業予定者、求職者y無料e

不要

調理師試験
d10月13日㈯午後１時半〜３時半i調
理技術技能センターa03-3667-1815 
f03-3667-1868y6,100円e５月14日か 
ら各区保健福祉センター衛生課で配
布する申請書を簡易書留で６月25日

（消印有効）までに問い合わせ先へ。

特別支援学校給食介助員を募集
i発達教育センターa845-0015f845- 
0025　【勤務場所】南福岡特別支援学
校（博多区西月隈５）【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】申込書を
郵送で５月29日（消印有効）までに同セ
ンターへ。
保育園就職フェア・保育士就職支
援研修会 同時開催

　市保育協会が主催する同フェアと
市が主催する同研修会を同時開催。
就職相談などに応じます。d６月17日
㈰正午〜午後４時lアクロス福岡イ
ベントホール（中央区天神１）i同協会
a713-0541f713-0674hhttp://bit.
ly/2HuSg3ft保育所へ就職を希望す
る人、来年３月に卒業見込みの学生y

無料e情報プラザ（市役所１階）、各区
情報コーナー・子育て支援課、市内保
育所（園）などで配布中の「市保育園就
職フェア」チラシの申込書をファクス
するかメールで同協会へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

職業訓練協会の講座（連続講座）

　詳細は問い合わせを。l①②④アミ
カス（南区高宮３）③⑤同協会（東区千
早５）i同協会a671-6831f672-2133 
c先着①〜④15人⑤25人n①②④６
カ月〜就学前（先着順。無料）③⑤な
しe電話で５月①②16日③④17日⑤
18日以降に同協会へ。
①パソコン「ワード中級ＤＴＰ機能によ
るデザイン」講座　d６月25日㈪〜７
月５日㈭午前10時〜午後０時半（金・
土・日曜日と６月26日を除く。７月３日
〜５日は正午まで）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）
②パソコン「エクセル中級データベ	
ースと実務関数」講座　d６月25日㈪
〜７月５日㈭午後１時半〜４時（金・土・
日曜日と６月26日を除く。７月３日〜５
日は午後３時半まで）tエクセルの基
本操作ができる人y1万6,000円（テキ
スト代別）

③パソコン「仕事に必要なワード＆エ
クセル」講習　d７月２日㈪〜７月19
日㈭午前10時〜午後４時（土日祝日と
７月11日、13日、18日を除く）tパソコ
ン初心者y３万8,000円
④パソコン「ホームページ作成（HTML
＆CSS)」講座　d７月11日㈬〜19日㈭
の午前10時〜午後４時（金曜･土日祝
日を除く。最終日は午後３時まで）t

簡単な日本語入力、マウス操作がで
きる人y２万2,000円
⑤第二種電気工事士（実技）直前講習
d７月14日㈯〜15日㈰午前９時〜午後 
５時t第二種電気工事士筆記試験合
格者y２万8,000円（テキストは各自持
参）

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）

５・６月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③は上履きを持参、会場は ▽５月30日㈬＝ももち体育館

（早良区百道２） ▽６月１日㈮＝西体育館（西区拾六町１）。y①②③無料④100円e 

①②③不要④電話で６月１日以降に同館へ。

乳幼児を対象にした親子あそび
　火〜金曜日に実施（曜日によって時間・対象年齢など異なる）。詳細はホームペー
ジで確認を。

内容 日時 対象・定員

①お手玉あそび ５／19㈯14：00〜15：30、27㈰
14：00〜15：00 幼児〜高校生

②ボードゲームであそぼう！ ５／20㈰13：30〜14：30 小中高生
③あいくるがやってくる！（親子遊びプログ
ラム）

５／30㈬、６／１㈮10：00〜12：
00 ２歳以上の幼児

④おもちゃ病院 ６／17㈰10：00〜14：00 幼児〜高校生、先着
20人（１人１個）

過去のセミナー

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）

ナショジオ　オープンキャンパス「ココ
リコ田中の宇宙これ知ってた？」
　芸人・「ココリコ」の田中直樹さんが出
演。宇宙について楽しく学べるトークイ
ベントです。d６月23日㈯午後６時〜７時
半iJ:COMカスタマーセンターa0120-
999-000（午前９時〜午後６時）t小学生
と保護者c200人（１組４人まで）y無料
eホームページ（https://c.myjcom.jp/us 
er/event/event985.html）で５月27日まで
受け付けます。当選者のみ通知。当選後
に発送される招待状の持参が必要です。
少年少女ロボットセミナー
　１日目は指導員の支援を受けながらマ
イロボットを作ります。２日目はマイロボッ
トのデザインコンテストと対戦型競技会

を実施。d７月15日㈰、16日（月・祝）午前10時
〜午後５時（全２回）i芝浦工業大学地域
連携・生涯学習センターa03-5859-7123 
f03-5859-7121t小学４年〜中学生c40
人y5,000円eホームページ（https://
extension-programs.shibaura-it.ac.jp/
rs/）で６月11日まで受け付けます。

●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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　※以下の展示･販売は午前10時〜午
後６時（最終日は午後５時まで）。
工芸に活（い）きる〜作り手は工芸に生
かされ工芸を生かす〜
　博多織、博多人形の作品を展示･販売
します。d５月24日㈭〜29日㈫y入場無
料
「Nanairo　伝統工芸　Shoku」作品展
　木村博多織手織り専門工房の木村佐
次男氏、博多曲物玉樹の柴田玉樹氏、博
多人形師 七五三吉（しめきち）氏の作品
を展示・販売。d５月31日㈭〜６月５日㈫
y入場無料

おとな自然講座　①ヘビとトカゲ編②
シギ・チドリ編
　①ヘビとトカゲの違いについて学び
ます。②シギやチドリの特徴・生態など
について学びます。いずれも座学のみ。
②の開催日は臨時バスが運行しませ
ん。d６月①17日㈰②23日㈯午後１時〜
３時t中学生以上（中学生は保護者同
伴）c各30人y200円e往復はがきに応
募事項と希望日を書いて①５月25日②６
月１日（必着）までに同施設へ。ホーム
ページでも受け付けます。
油山市民の森の宿泊キャンプ利用者を
募集
　希望者はキャンプファイアもできま
す。【施設】バンガロー15棟（６人用14棟、
12人用１棟）、テントサイト20カ所（３人

　※以下の申し込みはホームページで
も受け付けます。
グループ釣り月間
　釣り台利用者10人以上の団体を対象
に釣り台料金を割引します（４時間以
内）。15人以上の団体は別途特典あり。詳 
細は問い合わせを。d６月１日㈮〜７月
31日㈫y大人700円、中学生以下350円

（通常の３割引き）eホームページに掲
載する申込用紙をファクスで希望日の３
日前までに同公園へ。申込用紙はファク
スでも請求可。
全員集合！初夏の海釣り大会
　グループ（２〜５人）単位で釣りの成果
を競います。小学生以下のみの参加は
不可。d６月17日㈰午前６時〜10時c80

用）、シャワー、炊飯所など。d７月14日
㈯、15日㈰、７月21日㈯〜８月25日㈯、９月
１日㈯、８日㈯、15日㈯、22日㈯、29日㈯
午後１時〜翌日午前10時t２人以上の
グループ（中学生以下は保護者か20歳
以上の指導者の同伴が必要。高校生の
みの場合は当日保護者の同意書が必
要）c各日150人程度yバンガロー利用
代など実費e電話か来所で６月１日午前
９時から利用日の
前日までに同施設
へ（６月１日は電話
のみ）。

人y大人200円、中学生以下100円（釣り
台利用料別）e往復はがきかファクスに
代表者の応募事項と参加人数（大人・中
学生以下の内訳）を書いて６月８日（必
着）までに同公園へ。空きがあれば当日
も受け付け可（当日は各100円増し）。

６月の催し
　一部講座で材料の持参が必要。t市
内に住むか通学・通勤する人y①③⑥
500円②⑤⑦⑧無料④200円⑨300円e 

①③〜⑥⑨往復はがきかファクスで①５
月26日③５月31日④⑤６月９日⑥ ▽22日
分＝６月９日 ▽28日分＝６月18日⑨６月19
日（必着）までに同施設へ。①③⑤はホー
ムページでも受け付けます。②⑦⑧電
話で６月１日以降に同施設へ。

内容・日時 定員
①リフォーム講座　６／５㈫、16㈯、
19㈫、26㈫、７/３㈫、10㈫、24㈫ 10:00
〜13:00

10人

②傘の修理　６／８㈮、17㈰10:00〜
13:00

各先着
６人

③ハーブソルト作り（パン・ウインナ 
ー試食付き）　６／10㈰10:00〜12:00 15人

④古布でぞうり作り　６／20㈬10:00
〜13:00 ８人

⑤包丁研ぎ　６／21㈭10:00〜12:00 ５人
⑥高機（たかばた）で裂き織り　６／
22㈮、28㈭10:00〜13:00 各３人

⑦木製のまな板削り　６／23㈯、28
㈭10:00〜16:00

各先着
12人

⑧おもちゃの病院　６／24㈰10：00〜 
14：00

先着10
人

⑨ウエストゴムのかんたんパンツ作
り　６／29㈮10:00〜13:00 ８人

ジャガイモ・タマネギ収穫体験
　１口当たりジャガイモ10株、タマネギ
18個程度を収穫できます。d６月９日㈯、
10日㈰、16日㈯、17日㈰午前９時〜午後
４時t市内に住む人c1,000口（１組１口
まで）y１口1,000円e往復はがきに応
募事項と希望日を書いて５月23日（必
着）までに同農園へ（１口１通）。

浴衣で博多まち歩き
　浴衣を着て博多の町を散策できま
す。同館への入館、同館発のまち歩きツ
アー（午後２時から。東長寺などを巡りま
す）参加も可能です。d６月１日㈮〜８月
31日㈮午前10時〜午後５時lマイン
キューブ川端店（博多区上川端町）t身
長120cm以上c各日先着10人y浴衣レ
ンタル・着付け、同館入館料＝3,200円e

電話で５月15日〜希望日の前日に同館
へ。

海を渡った宝石箱　ガラス・象牙・漆
　19世紀のアジアではガラス絵や象牙
に描いた絵が人気の高い輸出品でした。
ベトナム、中国の漆絵とあわせて約30点
を紹介します。d開催中〜７月10日㈫y

一般200円、高大生
150円、中学生以下
無料

西部３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒819-0162 西区今宿青木1043-２　a8８２-３１９０ f8８２-４５80
o午前10時〜午後５時 x月曜（祝休日のときは翌平日）

内容・日時 定員
①リユース陶器市　５／27㈰10：30〜15：00（持ち込みは14：00まで） ―
②衣類のリフォーム教室　６／６〜７／25の原則毎週水曜日 13：00〜16:00 10人
③帯と帯締めでバッグ作り　６／７〜21の木曜日 13:00〜16:00 15人
④ズボンでパッチワークのバッグ作り　６／８〜22の金曜日 13:00〜16:00 15人
⑤着物（並幅）でワイドパンツ作り　６／９㈯、16㈯13:00〜16:00 15人
⑥緑のカーテン講座　６／10㈰10:30〜12:00 20人
⑦ハーブ入りリサイクルせっけん作り　水曜日 10:30〜11:30 各先着10人

５･６月の催し
　②〜⑤は連続講座。一部講座で材料の持参が必要。t市内に住むか通学・通勤
する人（①は販売業者を除く）y①⑥⑦無料②800円③④⑤500円e①不要②〜⑥
はがきかファクス、来所で５月②③23日④⑤24日⑥31日（必着）までに同施設へ。当
選者のみ通知。⑦電話かファクス、来所で希望日の３日前までに同施設へ。

臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒812-0051 東区箱崎ふ頭４-13-42　a６４２-４６４１ f６４２-４５９８
hwww.econet-fukuoka.com/
o午前10時〜午後５時 x月曜（祝休日のときは翌平日） ※臨海工場定期点検の
ため、６月12日㈫〜15日㈮は休館します。

　※以下の託児は６カ月〜就学前（土・
日曜日開催分は小学３年生まで。無料。
10日前までに要予約）。申し込みは電話
かファクス、メールに応募事項と託児希
望者は子どもの氏名、年齢を書いてア
ミカスへ。来所、ホームページでも受け
付けます。
女性の起業支援セミナー
　資金調達の仕方や事業計画などを学
びます。d６月９日㈯、10日㈰、16日㈯、
24日㈰、７月７日㈯、８日㈰午前10時〜午
後５時（連続講座）t起業したい業種を
特定し、具体的に起業を計画している女
性c30人y１万5,000円e６月３日締め切
り

女性のための就職応援プログラム
　①「知ってみよう！私の強み」②「広げ
てみよう！私の可能性」③「やってみよ
う！模擬面接」d①６月22日㈮③７月６日
㈮午前10時〜正午 ※②の日時は個別
に設定t再就職を希望する女性c先着
20人y無料e５月15日以降受け付け
男女共同参画基礎講座「道を拓（ひら）
いた女性たち〜足元から明日を作る〜」
　オリジナルの寸劇上演と直木賞作家
の木内昇（きうち・のぼり）氏による講演
会。d６月29日㈮午後１時半〜４時c先
着200人y無料e５月15日以降受け付け

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）

今津リフレッシュ農園
〒819-0165 西区今津5685　
a806-2565 f806-2570
o午前７時〜午後７時（４月〜９月）
x月曜（祝休日のときは翌平日）

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　a731-8100 f731-5361
hwww.fukuwel.or.jp/practice/ o午前10時〜午後６時 x第３火曜

内容 日時 定員
立ち上がりを楽にしよう ７／４㈬ 10：00〜12：00 20人
急病の時に慌てない（応急手当てや救急車を呼ぶポイント
など） ７／６㈮ 13:30〜15:30 35人

お互いの負担を軽くするリフト移乗 ７／７㈯ 10:00〜12:00 15人
歩行を助ける用具と靴選び ７／11㈬ 10:00〜12:00 20人
災害時、知って役立つ知識と技術（災害が高齢者に及ぼす影
響や気を付けたい症状について） ７／13㈮ 13:30〜15:30 35人

覚えておこう　災害への対応（自分でできる防災対策） ７／20㈮ 13:30〜15:30 35人
　※いずれも先着順。

７月の講座
y無料e電話かファクス、来所で６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。

「博多町家」ふるさと館
〒812-0039 博多区冷泉町６-１0
a281-7761 f281-7762
o午前９時〜午後５時（５月〜10月） 
※入館は閉館30分前まで x第４月曜
日（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）

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/

はかた伝統工芸館
〒812-0026 博多区上川端町６-１
a409-545０ f409-5460
o午前10時〜午後６時（入館は午後５時
半まで）x水曜（祝休日のときは翌平日）

ジャガイモとタマネギ

バンガロー

「ラージャと踊り子」▶︎
作者不詳（インド）19世 
紀末-20世紀初頭

海づり公園
〒819-0203 西区小田池ノ浦地先　a809-2666 f809-2669
hwww.umizuri.com/　o午前６時〜午後８時（４月〜10月）
x火曜（祝休日のときは翌平日。７、８月の夏休み期間は火曜日も開園）

家族やグループで釣りを楽しめます

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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