
　※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/

a＃7119●救急車を呼ぶべきか
　迷ったときは
　県救急医療情報センターが年中無休で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
などを行います。a471-0099f415-3113でも受け
付けます。

●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
　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。a661-0771でも受け付けます。

●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（６月前半の日曜日）
６月３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
６月10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

6/

5
●火

3市セアカゴケグモ講習会

　セアカゴケグモによる被害を防止するために駆除方法などを学び
ます。d午後１時半〜２時半l市役所15階講堂i生活衛生課a711-4273 
f733-5588t市内に住む人や事業者c200人（先着）y無料eメール

（seikatsueisei.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）で６月５日正午までに同課へ。
空きがあれば当日の会場でも受け付け可。

6/

8
●金

2市環境行動賞表彰式

　市の環境保全に貢献した個人・団体・学校・事業者を表彰。受賞者に
よる活動内容の紹介もあり。d午後１時半〜３時半（開場は午後１時）l 

アクロス福岡地下２階イベントホール（中央区天神一丁目）i環境政
策課a733-5381f733-5592c500人（先着）y無料n１歳以上（無料。６
月５日までに要予約。先着順）e不要

6/

9
●土

2フランス語スピーチコンテスト

　姉妹都市のボルドーをテーマにフランス語で５〜７分のスピーチを
行います。優勝者には福岡〜ボルドー間の往復航空券が贈られ、現地
で１カ月間の語学研修に参加できます。d午後１時〜５時liアンス
ティチュ・フランセ九州（中央区大名二丁目）a712-0904f712-0916tフ
ランス語で日常会話ができる人y無料eホームページからダウンロー
ドした申込書をファクスかメールで６月５日までに問い合わせ先へ。

6/

9
●土

2西部運動公園を花で埋め尽くそう

　同公園に花を植えます。参加者には花の苗を進呈。d午前10時〜正
午li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549c30人（先着）y無料
e電話か来所で６月１日以降に同公園へ。

6/

12
●火

3城南障がい者フレンドホーム 工芸教室

　ひもとフェルトで七夕の小物を作ります。d午後１時半〜３時半li

同ホーム（城南区南片江二丁目）a861-1180f861-1123t市内に住む
障がいのある人c10人（先着）y100円程度e電話かファクス、来所で
６月１日以降に同ホームへ。

6/

13
●水
他

2女性伝統工芸士展〜作家とともに〜

　女性伝統工芸士･作家22人の作品を展示。制作実演や体験コーナー
などもあり。詳細は問い合わせを。d６月13日㈬〜18日㈪午前10時〜午
後６時（最終日は午後４時まで）lアクロス福岡２階交流ギャラリー、メッ
セージホワイエ他（中央区天神一丁目）iアクロス福岡事業企画グルー
プa725-9115f725-9102y無料（体験は有料）

6/

16
●土

3月隈パークゴルフ場 バラの育て方講座

　講義と実習でバラの育て方を学びます。d午前10時〜正午、午後１
時〜３時li同ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a504-5333f586-5388t

中学生以上（18歳未満は保護者同伴）c各15人（先着）y1,000円e電
話かファクス、来所で６月１日以降に同ゴルフ場へ。

6/

16
●土

3東図書館 クラフトバンドでコースター作り

　クラフトバンド（再生紙でできた紙ひも）を使います。d午後１時〜３
時lなみきスクエア（東区千早四丁目）i同図書館a674-3982f674-
3973t中学生以上c10人（先着）y800円e電話か来所で６月３日以降
に同図書館（なみきスクエア内）へ。

6/

16
●土

3ベジフルクッキング

　鹿児島県産のオクラやゴーヤなど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（東区みなと香椎三丁目）a683-5323f683-5328t18
歳以上c30人（抽選）y1,000円eはがき（〒813-0019東区みなと香 
椎３-１-１-201）、メール（brand.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）で６月７日（必
着）までに同施設へ（１人１通）。５月25日以降ホームページでも受け付
けます。当選者のみ６月８日に通知。

6/

17
●日

4多発性硬化症　医療講演会・相談会

　九州大学病院神経内科 吉良潤一教授などの講演と相談会。d正午
〜午後４時l九州大学医学部 百年講堂（東区馬出三丁目）i市難病
相談支援センターa643-8292f643-1389c120人（先着）y無料e電話
かファクスで同センターへ（相談会希望者は相談内容も必要）。ホーム
ページでも受け付けます。講演会は空きがあれば当日も受け付け可。

6/

17
●日

2次世代自動車展示会

　電気自動車などを展示。環境に優しい運転方法をゲーム感覚で学
べる「エコドライブシミュレーター」や音楽ライブ等もあり。d午前10
時〜午後５時lエルガーラ･パサージュ広場（中央区天神一丁目）i環
境･エネルギー対策課a711-4282f733-5592y無料e不要

6/

17
●日
他

2立花寺緑地リフレッシュ農園 サツマイモ栽培･収穫体験

　苗の植え付けから収穫までを体験できます。持ち帰りあり。１区画
10株。d ▽植え付け＝６月17日㈰午前10時集合（活動は１時間半程度）

▽収穫＝11月10日㈯li同公園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f 

587-0883c65組（先着。１組１区画限定）y1,500円e電話で６月１日午
前10時以降に同農園へ。

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

※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。
※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 事 項

催し 講座
教室 講演



アクロス福岡

lアクロス福岡（中央区天神一丁目）i①②アクロス福岡チケットセンターa 

725-9112f725-9102③文化観光情報ひろばa725-9100f725-9102e電話で問
い合わせ先へ。③は６月１日以降受け付け、定員は70人（先着）。

公演・講座名 内容 日時 費用

① ハイドン・ 
フィルハーモニー

曲目はＦ．Ｊ．ハイドン
のチェロ協奏曲「第１
番 ハ長調」他

６／24㈰
15：00〜

S席１万円、A席8,000円
（学生券4,000円）

②プラハ放送交響楽団
交響曲　第９番 ホ短調 
op.95「新世界より」な
ど曲目は全てドボルザ 
ーグ作曲

７／８㈰
15：00〜

ＧＳ席１万3,000円、Ｓ席
１万円、Ａ席8,000円、Ｂ
席6,000円、Ｃ席4,000
円（学生券2,000円）

③青木繁、ルノワール
らに会える夏〜企画展

「名画が奏でる８つの
フーガ」〜

久留米市美術館で７
月14日㈯から開催さ
れる同展の見どころ
を紹介

７／21㈯
14：00〜
15:30

500円

催 し

かなたけの里公園「大豆・みそづくり体験」

　種まきから収穫、みそ作りまで体験します。大豆やみそなどは持ち帰りできま
す。d７月７日〜来年１月20日の土・日曜日（全８回） 午前９時半〜正午li同公園

（西区金武）a･f811-5118c20組（抽選）y１組4,000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６月16日

（消印有効）までに同公園へ（１組１通）。

催 し

6/

19
●火

3雁の巣レクリエーションセンター 
バギーエクササイズ体験会

　赤ちゃんを乗せたままのベビーカーなどを使用して無理なく安全
にできる産後の運動をします。赤ちゃんの予防接種後24時間以内は
参加不可。d午前11時〜11時45分li同センター（東区奈多）a606-
3458f607-9057t産後４カ月以降の女性と乳幼児のペア（バギーやベ
ビーカーに乗る月齢や体重の条件を満たしていること）c10組（抽選）
y無料e往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスで６月
11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。

6/

21
●木

4国連講演会
「G20サミット〜日本開催に向けて　国際経済の動き〜」

　講師は外務省経済局政策課長 池上正喜氏。d午後２時40分〜４時10 
分l福岡女子大学（東区香住ケ丘一丁目）i日本国際連合協会福岡県
本部a713-8115f761-6762c100人（先着）y無料e電話かファクス、メ 
ール（unaj-fukuoka@nifty.com）で６月１日以降に同本部へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

6/

21
●木

2ボートレース福岡 「古布で作るアクセサリー」

　大島紬（つむぎ）などを使ってネックレスを２種類作ります。d午後１
時〜２時半lボートレース福岡（中央区那の津一丁目）iアノンセ
a771-3166f771-3344t20歳以上の女性c20人（抽選）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
事項とファクスの場合はファクス番号を書いて６月10日（必着）までに
問い合わせ先へ。６月15日までに当選者のみ通知。

6/

21
●木

4外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　インドネシアのジャカルタ出身で九州大学のナタナエルスワンディ
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）a262-1799f262-2700c50人

（先着）y500円（外国人学生は無料）e電話かファクス、メール（atta
ka@rainbowfia.or.jp）、来所で６月１日以降に同財団へ。

6/

23
●土

3女性の人生サポート講座
「知って活用しよう労働のルール」

　弁護士が講師を務めます。労働に関する法律についての個別相談
も可能。d午後１時半〜３時半liアミカス（南区高宮三丁目）a526-
3755f526-3766t女性c40人（先着）y無料n６カ月〜小学３年生（無
料｡６月13日までに要予約）e電話かファクス、メール（amikas@city.fuk
uoka.lg.jp）に応募事項と託児希望者は子どもの氏名・年齢を書いて６
月１日以降に同施設へ。来所、ホームページでも受け付けます。

6/

23
●土

2博多ガイドの会「着物 de まち歩き〜博多川端和の店め
ぐり＆昭和レトロな喫茶店〜」

　着物を着て、川端商店街や博多リバレインを巡ります。喫茶店の
ケーキセット付き。d午後１時〜３時l集合は博多座前 階段下（博多区
下川端町）i博多区企画振興課a419-1012f434-0053t小学生以上c 

20人（先着）y1,300円 ※着物レンタル・着付けは別途2,000円e電話で
６月１日午前９時以降に同課へ。

6/

23
●土
他

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。d６月23日㈯、24日㈰午前10時〜11時半、午後１時〜２時半li同
センター（早良区百道浜一丁目）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各回10組（先着）
y無料e電話で６月１日以降に同センターへ。

6/

23
●土
他

2夏山フェスタ in 福岡

　安全登山のための講演、セミナーを実施。登山道具のフリーマー
ケットもあり。d６月23日㈯正午〜午後７時、24日㈰午前10時〜午後６時
l電気ビルみらいホール（中央区渡辺通二丁目）i夏山フェスタin福
岡2018実行委員会a711-1248f711-1475y入場無料e不要

6/

24
●日

2東障がい者フレンドホーム　夏の収穫祭

　ジャガイモ・タマネギを収穫し、カレーライスを作って食べます。d午
前11時〜午後１時li同ホーム（東区松島三丁目）a621-8840f621-
8863t市内に住む障がいのある人c30人（先着）y300円e電話かファク
ス、メール（higashi.f02@c-fukushin.jp）、来所で６月１日以降に同ホームへ。

6/

24
●日

3公開研修会
「家族と暮らせない子どもたちとSOS子どもの村の家族支援」

　講師は広島国際大学大学院心理科学研究科教授 松﨑佳子氏。d午 
後１時半〜４時（受け付けは午後１時から）lえがお館（中央区地行浜
二丁目）iSOS子どもの村JAPAN事務局a737-8655f737-8665c50人

（先着）y1,000円（学生無料）e情報プラザ（市役所１階）で配布する
申込書をファクスかメールで同事務局へ。ホームページでも受け付け
ます。当日も空きがあれば受け付けます。

6/

26
●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和やかな雰囲気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（博多区千代一丁目）a641- 
0903f641-0907tおおむね50歳以上c30人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で６月１日以降に同園へ。

6/

27
●水
他

3さざんぴあ博多 
①足指トレーニング②加賀手まり体験講座

　①足の指をストレッチなどで動かし、足から健康な体づくりを目指し
ます。②石川県金沢市の伝統工芸品・加賀手まりを作ります。d①６月
27日㈬午前10時15分〜11時45分②７月12日㈭午前10時〜午後５時l 

iさざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）a502-8570f502-8571t①
不問②高校生以上の未経験者c①20人②10人（いずれも先着）y①
無料②4,500円e電話か来所で６月１日以降に同施設へ。

催し情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年6月1日 14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。

※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。応募事項



今宿野外活動センター ①今宿の四季を楽しむ（きのこ編）
②ファミリーちきゅうかんさつ隊！（昆虫編）

　散策しながら①キノコの観察･解説をします。②昆虫の採集･観察･解説などを
行います。d①６月27日㈬午前10時半〜午後０時半②７月８日㈰午後１時半〜３
時半li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115t①不問②小学
生とその家族（いずれも未成年は保護者同伴）c①20人②30人（いずれも先着）
y500円e電話で６月①９日②16日以降に同センターへ。

催 し

植物園

　①「ピースプラントのアート展」知的障がいのある人たちのアート作品を展
示。テーマは『赤毛のアン』に登場する花「ルピナス」です。グッズの販売もあり。
②「写真基礎講座受講者作品展」③「旬の植物ガイド」d①６月26日㈫〜７月８日
㈰午前９時〜午後５時②６月26日㈫〜７月16日（月・祝）午前９時〜午後５時 ※①②
の入園は午後４時半まで。月曜休園③７月７日㈯午後１時半〜３時半li同園（中
央区小笹五丁目）a522-3210f522-3275c①②なし③50人（抽選）y無料（入園
料別）e①②不要③往復はがき（〒810-0033中央区小笹５-１-１）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６月１日〜６月23日（必着）に同園
へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

6/

27
●水
他

3時短でバランスよかごはん！

　バランスの取れた食事を短い時間で作るこつを学び、グループで
調理実習をします。※２日とも内容は同じです。d①６月27日㈬②７月
12日㈭午前10時半〜午後１時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁
目）i健康増進課a711-4374f733-5535t市内に住むか通勤・通学す
る18歳以上c各25人（抽選）y無料n３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）・
性別も書いて６月①13日②28日（必着）までに同課（〒810-8620住所不
要）へ。１人１通。

6/

29
●金

4東区難病講演会「特発性血小板減少性紫斑病･再生不
良性貧血について」

　講師は九州大学病院血液腫瘍内科の吉本五一氏。d午後２時〜４時
l東区保健福祉センター（東区箱崎二丁目）i東区健康課a645-1078 
f651-3844t患者や家族などc50人（先着）y無料e電話かファクス
で６月５日以降に同課へ。

6/

29
●金

2老人福祉センター舞鶴園　高齢者認知症予防検査
「ファイブ・コグ」（脳の機能の検査）

d午前10時〜11時15分、午後２時〜３時15分li同園（中央区長浜一
丁目）a771-7677f716-0046t市内に住む60歳以上c各20人（先着）
y500円e電話で６月１日以降に同園へ。

6/

30
●土

2板付弥生のムラ「田植え祭り」

　板付遺跡の復元水田で田植えを行います。d午前10時〜正午l板
付弥生のムラ（博多区板付三丁目）i史跡整備活用課a711-4783f 

733-5537t子どもと保護者c100人程度（抽選）y無料e往復はがき（〒 
810-8620住所不要）に参加者全員の応募事項を書いて６月１日〜12日

（必着）に同課へ。

6/

30
●土

3桧原運動公園「親子野球教室」

　元プロ野球選手の石本貴昭氏を講師に迎え、親子で野球を学びま
す。d①午前10時〜11時半②午後１時〜２時半li同公園（南区桧原
五丁目）a566-8208f566-8920t子ども（①３〜５歳②小学１〜３年生）
と保護者のペアc各10組（先着）y無料e電話か来所で６月８日午前９
時以降に同公園へ。

6/

30
●土

2和ーくしょっぷ｢苔
こけ

玉つくり｣

　フラワーコーディネーターの米倉治美氏と和の雰囲気に合う苔玉
を作ります。d午後１時、２時半から（各１時間程度）li「博多町家」ふる 
さと館（博多区冷泉町）a281-7761f281-7762c各10人（先着）y2,000 
円e電話で６月１日以降に同館へ。

6/

30
●土

2全国膠
こうげん

原病友の会福岡県支部「医療講演･交流会」

　福岡赤十字病院膠原病内科医の井上靖氏による講演会「膠原病の
新規治療薬とステロイド」と、参加者交流会など。d午後１時〜４時（受
け付けは午後０時半から）lふくふくプラザ６階（中央区荒戸三丁目）
i全国膠原病友の会福岡県支部a・f741-3828c156人（先着）y無料
e不要

7/

1
●日

3おとな自然講座〜キノコ同定編〜

　キノコの種類を見極めるポイントを学びます（座学のみ）。d午後１
時〜３時li油山市民の森（南区桧原）a871-6969f871-6909t中学
生以上（中学生は保護者同伴）c30人（抽選）y200円e往復はがき（〒 
811-1355南区桧原855-4）で６月８日（必着）までに同施設へ。ホームペ 
ージでも受け付けます。

7/

1
●日
他

3ももち体育館　①夏ヨガ！リフレッシュ＆リラックス教
室（初心者対象の連続講座）②親子ラグビー体験教室

d①７月１日〜９月16日の日曜日（７月22日、８月26日を除く）②７月７日㈯
いずれも午前10時〜11時半li同体育館（早良区百道二丁目）a851-
4550f851-5551t①18歳以上②小学３〜６年生（原則保護者同伴。ただ
し子どもだけの参加も可）c①25人（抽選）②50人（先着）y①5,600円
②無料e①往復はがき（〒814-0006早良区百道２-３-15）で６月１日〜15日

（必着）に同体育館へ。来所の場合は返信用はがきを午後８時までに持
参。②はがきに応募事項と保護者氏名を書いて６月１日以降に同体育
館へ。来所の場合は６月１日午前10時以降に同体育館へ。

7/

1
●日
他

2友泉亭公園 七夕まつり

　短冊に願い事を書き、大ザサに飾ります。持ち帰り用の小ザサと短
冊もあります。d７月１日㈰〜７日㈯午前９時〜午後５時li同公園（城 
南区友泉亭）a･f711-0415y無料（入園料別）e不要

7/

3
●火
他

3ボランティアのための小
こばなし

噺チャレンジ講座

　小噺を楽の会代表の粗忽家壽楽（そこつや・じゅらく）氏から学びま
す。d７月３日〜17日の火曜日（連続講座）午後１時〜３時l中央市民
センター（中央区赤坂二丁目）i中央区生涯学習推進課a718-1069f 

714-2141t市内に住むか通勤するおおむね60歳以上c20人（抽選）y

無料eはがき（〒810-8622住所不要）かメール（csgkouza@city.fukuoka. 
lg.jp）で６月18日（必着）までに同課へ。

7/

4
●水
他

3九電記念体育館「初心者ピラティス」

　いずれも連続講座。d ▽Ａコース＝７月４日〜９月26日の水曜日（８月
１日、15日、22日を除く）午後１時〜２時半 ▽Ｂコース＝７月５日〜９月27
日の木曜日（８月２日、16日、23日を除く）午後７時半〜９時li同体育館

（中央区薬院四丁目）a524-3906f524-3911t18歳以上c各20人（抽
選）y6,500円e往復はがき（〒810-0022中央区薬院４-14-１）に応募事
項と希望コースを書いて６月１日〜11日（必着）に同体育館へ。

7/

7
●土
他

3九州Ｕ
う み

ＭＩアカデミー

　親子でシーカヤック等のマリンスポーツやライフセービング体験な
ど、海や自然について学びます。詳細は問い合わせを。d７月７日㈯〜
10月６日㈯の全10回l市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）他iマリン
センターマリノアa885-5200f885-5209t小学生と保護者のペア
c30組（先着）y小学生１万円、保護者5,000円e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６月１日以降に同施設へ。

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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介護実習普及センター

li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361 y①②④〜⑦無料
③300円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。

内容 日時 定員
（先着）

①椅子に座ってヨガ ７／２㈪14：00〜16：00 40人
②上手なストレスケア ７／９㈪14:00〜16:00 30人
③自助具製作教室（飲み物の缶などが持ちにく
い人に便利な「缶ホルダー」を作ります） ７／14㈯13:00〜16:00 10人

④自分に合った車いす選びと介助 ７／18㈬10:00〜12:00 20人
⑤安全な入浴の工夫 ７／21㈯10:00〜12:00 15人
⑥飲み込みやすい食事の工夫 ７／23㈪14:00〜16:00 30人
⑦らくらく車いす移乗 ７／25㈬10:00〜12:00 20人

講座・教室

松風園「お座敷講座」

d７月８日㈰li同園（中央区平尾三丁目）a･f524-8264c各10人（先着）e電話
かファクスで同園へ。

内容 時間 対象 費用

①茶道 表千家・中級 10:00〜12:00
平点前ができるか、
同講座の略盆点前
を終えた人

3,000円

②華道・草月流 10:00〜12:00 ― 3,000円

③茶道 表千家・略盆点前 13:00〜15:00
ふくささばきができ
るか、同講座の初級
編を終えた人

2,000円

④茶道 煎茶　藤蔭（とういん）流
（１部） 13:00〜15:00 同講座の初級編（２

部）を終えた人 2,000円

⑤茶道 煎茶　藤蔭流（２部） 15:30〜17:30 初心者 2,000円

講座・教室

楽水園 ①座禅とお抹茶体験②苔
こけ

と竹器の寄せ植え教室

　①東林寺で座禅体験をした後、楽水園で抹茶をいただきます。②苔と竹で寄
せ植えを作ります。d６月①11日㈪午前10時〜正午②16日㈯午後１時〜３時li

同園（博多区住吉二丁目）a･f262-6665c各20人（先着）y①500円②2,000円
e電話で６月１日午前９時以降に同園へ。

催 し

7/

7
●土

3親子 食と農の体験教室
「とうもろこしの収穫体験と料理教室」

d午前９時〜午後３時15分lＪＡファーム福岡（西区今宿青木）他。集
合・解散は市役所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（抽選）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.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項を書いて６月14日

（必着）までに同課へ。

7/

7
●土

3スポーツ体験塾「相撲教室」

　市相撲連盟の指導者から学びます。d午後１時半〜３時半l福岡武
道館（中央区大濠一丁目）i市スポーツ協会事業課a645-1233f645-
1220t小学生c20人（抽選）y無料eホームページで６月１日〜14日
に受け付けます。

7/

7
●土
他

3視覚障がい者を支援するボランティア入門講座

d７月７日〜28日の土曜日午前９時半〜正午（連続講座。最終日は午後 
１時まで）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会
ボランティアセンターa713-0777f713-0778t講座終了後、ボラン
ティアとして活動できる人c25人（先着）y無料e電話かファクスで６
月１日以降に同センターへ。

7/

8
●日

2市民総合スポーツ大会
「まちなか探検！飾り山ウオークラリー大会」

　地図を見ながら歩き、課題やゲームに挑戦して得点を競います。d

午前９時〜午後１時lスタートは冷泉公園（博多区上川端町）i市レク
リエーション協会a641-1022f641-1023c30組（先着。１組２〜５人程
度）y１人500円、小学生以下無料（保護者同伴）e電話かファクス、メ 
ール（info@rec-fukuokacity.jp）に参加者全員の応募事項を書いて６月
１日以降に同協会へ。

7/

9
●月
他

2市観光案内ボランティアとまち歩き
「福岡・博多“深”発見まち歩き」（山笠コース）

　ボランティアガイドが案内します。①「お汐井（しおい）とり」の出発を
見るコース②集団山見せを見るコース。d７月①９日㈪午後４時〜６時
②13日㈮午後２時〜４時l集合は①東長寺（博多区御供所町）②「博多
町家」ふるさと館（博多区冷泉町）i福岡観光コンベンションビューロ 
ーa733-5050f733-5055c各20人（先着）y700円、小学生以下200円

（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６月４日午
前10時以降に問い合わせ先へ。

7/

15
●日

2アジア太平洋こども会議･イン福岡（ＡＰＣＣ）30周年 こ
ども大使らの民族衣装等ステージ

　35カ国・46団体の民族衣装を披露します。d午前10時〜午後２時半l 

アクロス福岡１階（中央区天神一丁目）iアジア太平洋こども会議･イ
ン福岡a734-7700f734-7711y無料e不要

7/

15
●日
他

2福岡青少年国際交流キャンプ

　外国人留学生と一緒にキャンプをします。詳細はホームページで確
認を。d７月15日㈰午前11時〜16日（月･祝）午後４時（１泊２日）l宗像グ
ローバルアリーナ（宗像市吉留）i福岡女学院大学 林千晶研究室a 

070-1501-3547f516-8563t中高生c60人（先着）y１万5,000円eホー
ムページで６月18日までに申し込みを。

7/

21
●土

2さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）

　①「競技別講座（ボッチャ）」ルールと審判方法を学びます。②「県内
中高生ボッチャ大会」d①午前９時半〜午後３時半②正午〜午後３時
半li同プラザ（南区清水一丁目）a511-1132f552-3447t①不問②
県内の中学校･高校在学の肢体不自由児c①20人（先着）②150人（先
着）y無料e来所で６月１日以降に同プラザへ。

7/

28
●土

2ＦＦＡＣおんがくさんぽ「親子で楽しむ弦楽五重奏」

　九州交響楽団のメンバーがクラシック音楽や子ども向けの曲を演
奏。楽器紹介コーナーなどもあり。０歳から入場可。d午後２時〜３時l

早良市民センター（早良区百道二丁目）i市文化芸術振興財団a263-
6265f263-6259c500人（先着）y前売り券大人1,000円、中学生以下500
円（膝上の場合は無料） ※当日券はそれぞれ500円増し。前売り券完売
の場合は当日券なしeチケットぴあなどで６月４日午前10時から販売。

8/

17
●金
他

2在宅心身障がい児（者）のための「療育キャンプ」

　費用など詳細は問い合わせを。d８月17日㈮〜19日㈰（２泊３日）l

初潮旅館（糸島市二丈鹿家）i県重症心身障害児（者）を守る会a582-
3929f582-3930t市内に住む心身障がい児（者）と保護者のペアc15
組（先着）e電話かファクス、はがき（〒816-0804春日市原町３-１-７ クロ 
ーバープラザ６階）で請求した申込書を郵送かファクスで､６月29日

（必着）までに同会へ。

催し催し情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年6月1日 12催し 講座

教室

●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中学生は学校名・学年

電話以外で申し込む場合は
次の	応募事項	を書いてください。

※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。応募事項



福岡点字図書館　県朗読（音訳）奉仕員養成講習会

　音訳ボランティアのための理論と実技を学ぶ連続講座。d７月25日〜来年２月
13日の水曜日（８月15日、10月17日、24日、11月21日、12月19日、26日、１月16日を除く）
午後１時半〜３時半lクローバープラザ（春日市原町三丁目）i同図書館a584-
3590f584-1101t基本的なパソコン操作ができる人c20人（先着）y無料e６月１
日以降に電話で資料を請求してください。講習会の申込期限は７月４日です。

講座・教室

救命講習

　心肺蘇生法、AED(自動体外式除細動器)の使い方を学びます(内容は講習に
よって異なる)。講習の種類は①普通１(大人に対する心肺蘇生法)②普通３(子ど
もに対する心肺蘇生法)③上級。i消防局救急課a791-7151f791-2994t市内
に住むか通勤・通学する人y無料e電話で①各会場（７月12日の中央消防署分
は消防局救急課）②③消防局救急課へ。受付開始は６月①１日②③12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普通１

７／２㈪ 西消防署（西区今宿東一丁目） a806-0642 30人
７／４㈬ 東消防署（東区千早一丁目） a683-0119 40人
７／５㈭ 市民防災センター（早良区百道浜一丁目）a821-0245 30人
７／７㈯ 東消防署 a683-0119 40人
７／８㈰ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） a475-0119 40人
７／８㈰ 市民防災センター a821-0245 30人
７／11㈬ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人
７／12㈭ 中央消防署（中央区那の津二丁目） a791-7151 40人
７／13㈮ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） a863-8119 30人

②普通３７／17㈫ 博多消防署 a791-7151 30人

③上級
７／２㈪ 博多消防署 a791-7151 30人
７／19㈭ 博多消防署 a791-7151 30人

　※①②午前10時〜午後１時③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

認知症の人と家族の会

　①「認知症介護者のつどい（交流）」②「若年性認知症カフェ なんぱく」若年性
認知症の人と家族が過ごせる「認知症カフェ」です。相談も受け付けます。d６月
①９日㈯午後１時〜４時②15日㈮午後１時〜３時l①ふくふくプラザ（中央区荒
戸三丁目）②日本福音ルーテル教会南博ホール（博多区須崎町）i同会福岡県
支部a･f771-8595（火・木・金曜日のみ）t①認知症介護者②若年性認知症の
人や家族などy①無料②100円（茶菓子代）e①電話かファクスで６月８日までに
同支部へ。②不要

催 し

海づり公園①「おじいちゃん・おばあちゃん魚釣りに連れてっ 
て」②「シニア浮き釣り教室」

　仕掛けの説明後、釣りをします。魚の保存方法や釣れた魚のさばき方等の講
習もあり。d①６月23日㈯、24日㈰、30日㈯、７月１日㈰午前９時半〜11時②７月12
日㈭、19日㈭、20日㈮午前９時〜午後１時li同公園（西区小田）a809-2666f 

809-2669t①釣り初心者の小学生とその祖父母②60歳以上c①各20人②各15人
（いずれも抽選）y①65歳未満1,600円、65歳以上1,100円、小学生900円②65歳未
満1,500円、65歳以上1,000円e往復はがき（〒819-0203西区小田池ノ浦地先）か
ファクスで各実施日の10日前までに同公園へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

総合図書館 ①「６月のおはなし会」②「ビブリオバトル」
③「歴史的公文書展示〜昭和の福岡市再開発事業〜」

　詳細は問い合わせを。①絵本の読み聞かせやストーリーテリング（お話）など②
読んで面白いと思った一冊を参加者が１人５分間で紹介します。③同館が所蔵す
る歴史的公文書や写真の中から、昭和期に行われた市の再開発事業を紹介。
d① ▽０〜２歳と保護者向け＝６月２日㈯、16日㈯午後２時半〜２時45分 ▽幼児向
け＝土･日曜日、６月２日㈯・16日㈯は午後２時50分〜３時10分、９日㈯・23日㈯は午後
２時半〜３時10分、30日㈯と日曜日は午後２時半〜３時 ▽小学生向け＝日曜日 午後
３時15分〜３時45分②７月７日㈯午前11時〜午後０時半③６月１日㈮〜７月１日㈰午
前10時〜午後８時（日曜日は午後７時まで。月曜休館）li同図書館（早良区百道
浜三丁目）①a852-0600f852-0609②a852-0600f832-1588③文学・文書課a852- 
0607f852-0609c①各回50人程度（先着）②５人（先着）、観覧は定員なし③なし
y無料e①③不要②電話かファクス、メール（yokatai@tbknet.co.jp）、来所で６月
１日以降に同図書館へ。観覧は申し込み不要。

催 し

市民体育館

　全て連続講座。詳細は問い合わせを。li同体育館（博多区東公園）a641-
9135f641-9139t①１歳半〜３歳児と保護者のペア②③18歳以上eはがき（〒 
812-0045博多区東公園８-２）かファクスで６月１日〜15日（必着）に同館へ。来所で
も受け付けます。

内容 日時 定員
（抽選） 費用

①親子なかよしヨガ ７／６〜10／12の金曜日
11:15〜12:15 10組 １組１万500円

②ボディーリセットサマーヨガ ７／12〜８／30の木曜日
13：00〜14：15 20人 5,600円

③Let's トライエクササイズ ７／12〜８／30の木曜日
14：45〜15：45 20人 4,800円

講座・教室

ココロンセンター ①ココロンキャンパス②ココロンセミナー

　①講演「東京パラリンピックを目指して〜障がい者スポーツと共生社会〜」②
テーマは「育もう、子どもと保護者の人権〜ガミガミ・イライラはＳＯＳのサイン〜」d 

①６月27日㈬午後４時20分〜５時50分②７月12日㈭午前10時半〜11時半l①福岡
大学（城南区七隈八丁目）②あいくる（中央区今泉一丁目）i同センターa717-1237 
f724-5162t①不問②子育てをしている人c①280人②50人（いずれも先着）y無
料n①なし②６カ月〜就学前（無料。希望者は申し込み時にその旨を記入）e①不
要②ファクスで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。

講座・教室

　①「わんにゃんよかイベント in ふくおかどうぶつ相談
室」犬の手入れや猫の譲渡会、子ども向けの紙芝居な
ど。②「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（ペット信
託相談のみ要予約）。③「猫のマイクロチップ装着と不
妊・去勢手術にかかる費用の一部を助成」助成額は
7,500円。募集数は100匹（抽選。１人１匹）。d①６月３日
㈰午前10時〜午後２時②６月17日㈰午後１時〜４時③７月１日㈰〜８月31日㈮
liふくおかどうぶつ相談室（西区内浜一丁目）a891-1231f891-1259t①不
問②犬猫を飼っている人、飼う予定の人③市内で飼育されている生後６カ月以
上の猫で、７月１日〜８月31日に市獣医師会の病院で手術を受けることが条件
e①不要②ペット信託相談のみ６月１日〜15日に電話で受け付け。③はがき

（〒819-0005西区内浜１-４-22）に飼い主の応募事項と猫の種類・性別・年齢（月
齢）、マイクロチップ装着の有無（有りの場合はチップの番号も記入）を書いて６
月１日〜20日（消印有効）に同相談室へ。

ふくおかどうぶつ相談室からのお知らせ

公開講座「あいあいセミナー 障がいのある子の理解と支援」

　午前は、長崎大学 岩永竜一郎氏による講演。午後は、基礎講座「ことば・理解
の発達が気になる子への支援」「対人関係・社会性が気になる子への支援」「運動
の苦手さ・不器用さのある子への支援」と実践講座「発達（ことば、対人、社会性）
が気になる子への支援」「園全体で取り組む保護者への支援」の中から１講座を
選択。d８月５日㈰午前９時50分〜午後４時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁
目）iあいあいセンターa721-1611f712-3573t幼稚園、保育所（園）に勤務す
る教諭・保育士。実践講座を受講できるのは保育経験５年以上で「あいあいセミ
ナー」に過去参加したことがある人か保育経験10年以上の人。11月18日㈰のフォ
ローアップ研修への参加が必要です。午前は一般、保護者も参加可c200人（先
着）y2,000円eはがき（〒810-0072中央区長浜１-２-８）かファクスに応募事項と所
属園名、保育経験年数、セミナー参加回数、希望講座を書いて６月１日〜22日（必
着）に同センターへ（１人１通）。

講座・教室

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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福岡ジュニアソフトテニス教室・ソフトテニスユース教室
（連続講座）

　初心者も参加可。詳細は問い合わせを。d①毎週金曜日午後７時〜９時②毎
週土曜日午前９時〜正午③毎週日曜日午前９時〜11時④毎週土曜日午後３時半
〜５時半l①名島運動公園テニスコート（東区名島二丁目）②④三菱電機体育館 
テニスコート（西区今宿三丁目）③那珂テニスコート（博多区那珂四丁目）i市ソ
フトテニス連盟a･f847-1350t①②③小学生④中高生c各20人（先着）y①②
③月2,000円④月3,000円e電話で同連盟へ。

講座・教室

九州大学芸術工学部 高校生向けの公開講座

　①「環境設計公開講座」②「音と画像の実験」③「工業設計学科のデザイン講座
（演習編）」d８月①５日㈰午後２時〜５時②16日㈭、17日㈮午前10時半〜午後４時
半③26日㈰午後１時〜５時l同大学大橋キャンパス（南区塩原四丁目）i同学部
学務課a553-4587f553-4597t高校生c①③25人②30人（いずれも先着）y①
1,000円②3,000円③無料eファクスかメール（gkgnyushi@jimu.kyushu-u.ac.jp）で
６月１日以降に同課へ。

講座・教室 高齢者の住み替えを支援します

　民間賃貸住宅に居住し、居住環境
が悪いなどの理由で住み替えが必要
な高齢者世帯に、住み替えにかかる
費用の一部を助成しています（上限
10万円）。詳細は市ホームページで確
認するか問い合わせを。i住宅計画
課a711-4279f733-5589
福岡空港周辺の一定区域で移転
補償を行っています

　福岡空港周辺の航空機騒音が著し
い一定区域内に建物や土地を所有
し、定められた条件を満たす人は、建
物や土地の移転補償を受けることが
できます。詳細は問い合わせを。i空
港周辺整備機構補償課a472-4596f 

472-4597

市戦没者合同追悼式
　先の大戦での本市関係の戦没者、
戦災・引き揚げ死没者の追悼式およ
び市消防音楽隊の演奏などの慰安行
事を行います。d６月19日㈫午後０時
55分〜３時（開場は午前11時半）l市
民会館（中央区天神五丁目）i保健
福祉局総務課a711-4493f733-5587 
y無料e不要

市戦災引揚死没者追悼式
　昭和20年６月19日の福岡大空襲に
よる戦災死没者と海外からの引き揚
げの途中で死没した人々の追悼式を
行います。d６月19日㈫午前11時〜11
時45分l冷泉公園戦災記念碑前（博 
多区上川端町）i市社会福祉協議会
a751-1121f751-1509y無料e不要

医療通訳ボランティアを募集
　県内で外国人を支援する医療通訳
ボランティアを募集します。謝礼あ
り。 ※養成講座への参加必須。詳細
は問い合わせを。【養成講座】６月17
日㈰午前９時45分〜午後５時15分にア
クロス福岡（中央区天神一丁目）で。
参加費5,000円（昼食付き）。参加希望
者は電話で６月８日までに福岡アジア
医療サポートセンター事務局へ。i同
事務局a734-3035f288-2668c英語・
中国語（各15人）、韓国語・タイ語・ベト
ナム語（各10人）
臨海工場の定期点検・修理によるご
み受け入れ停止・関係施設の休館

　 ▽臨海工場（東区箱崎ふ頭四丁目）
のごみの受け入れ停止＝６月７日㈭〜
26日㈫ ▽臨海３Ｒステーション（東区箱
崎ふ頭四丁目）の休館＝６月12日㈫〜
15日㈮i臨海工場a642-4577f642- 
4580、臨海３Ｒステーションa642-4641 
f642-4598

市長の資産などを公開します
　「福岡市長の政治倫理に関する条例」
に基づき、昨年12月31日現在の資産

等報告書、昨年分の所得等報告書、今
年４月１日現在の関連会社等報告書
が、６月１日から総務企画局総務課（市
役所８階）で閲覧できます。【時間】午
前８時45分〜午後５時半。i同課a 

711-4044f724-2098

市民芸術祭参加行事を募集
　10月１日㈪〜12月31日㈪に市内の
会場で公開される文化芸術行事を募 
集。i市文化芸術振興財団a263-6265 
f263-6259e６月１日からホームペー
ジに掲載、または同財団（博多区中洲
中島町）、情報プラザ（市役所１階）で配
布する申込書を郵送かメール、持参で
６月29日（必着）までに同財団へ。

労働保険年度更新のお知らせ
　平成30年度の労働保険年度更新
の手続き期間は６月１日〜７月10日で
す。事業主は手続きを行ってくださ
い。i福岡労働局労働保険徴収課a 

434-9833f434-9824
「たいたいＢＯＯＫ 2018」発行
　お出掛けスポットや市の相談窓口な
ど情報プラザ（市役所１階）で問い合わ
せの多い情報や、市外・県外の見どころ
などを掲載しています。スマートフォン
を使ってAR（拡張現実）で福岡の「魅力」
に投票できる仕掛けもあり（４カ月ごと
にテーマが変わります）。A６サイズ（105
㍉×148㍉）のポケッ
トブックで、携帯に
便利です。同プラ
ザ、各区情報コー
ナー、各市民セン
ターなどで配 布
中。i 情報プラザ
a733-5333f733- 
5335

市臨時的任用職員を追加募集
　７月１日〜来年３月31日を任用開始
日とする任用期間６カ月以内の一般事
務補助職員を募集。詳細は市ホーム
ページで確認を。【募集案内・申込書の
配布】５月25日から市総務事務センター

（市役所３階）、情報プラザ（同１階）、各
区総務担当課、各区情報コーナー、各
出張所で【申し込み】申込書を郵送で
６月１日〜15日（消印有効）に同セン
ターへ。i同センターa711-4923f 

733-5885

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。

「児童虐待防止推進月間」の標語
を募集

　最優秀作品（厚生労働大臣賞）は同
月間（11月）の啓発ポスターに使用予
定。詳細は市ホームページで確認を。
iこども家庭課 a711-4238f733-
5534eはがき（〒310-0004茨城県水戸
市青柳町3896）か、題名を「標語の応
募」としたメール（gekkan-hyougo@e-h
ds.com）に応募事項と職業、標語（１人１
作品）を書いて６月19日（消印有効）ま
でに「東水戸データーサービス 標語
募集担当」へ。
今津リフレッシュ農園の体験農園
の利用者を募集

　利用期間は９月１日㈯から２年間。
棚式農園は車いす使用者、高齢者（65
歳以上）が対象。li今津リフレッシュ 
農園（西区今津）a806-2565f806-2570 
t市内に住む世帯か、市内に住む人が 
過半数を占める５人以上の団体c142
組（抽選）e往復はがき（〒819-0165西
区今津5685）に希望農園（第２希望記
入可）、世帯の住所、代表者の氏名･電
話番号、利用者数（団体の場合は団体
名、代表者の住所、市内居住者数も記
入）を書いて６月１日〜15日（必着）ま
でに同園へ（１世帯・団体につき１通の
み）。

農園名 面積
（平方㍍）

区画
数
年間使用料
（１区画）

休憩ハウ
ス付き農
園

ハウス10 
畑30 55 ５万400円

集合農園 畑30 78 １万8,000円
棚式農園

（小） 畑10 9 6,000円

お知らせ
「ミニふくおか」の当日ボランティ
アスタッフを募集

　子どもがつくるまち「ミニふくおか」
は、仮想のまちで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。
当日の運営をサポートするボランティ
アスタッフを募集。昼食付き。事前研
修会も行います。d８月21日㈫〜23日
㈭午前９時半〜午後５時l九電記念
体育館（中央区薬院四丁目）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高校
生以上c50人程度（抽選）e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）で配布する募集要
項を確認してファクスかメールで６月
20日までに同事務局へ。

介護予防活動支援補助金を交付
　申請前に相談窓口へ問い合わせ
を。【相談・申請窓口】各区地域保健福
祉課【問い合わせ】地域包括ケア推進
課a711-4373f733-5587【対象】次の
全てに該当する５人以上のグループ

▽市内に住む65歳以上の人で構成さ
れている ▽月に２回以上健康づくり・
介護予防の活動をしている ▽過去に
同補助金の交付を受けていない ▽他
の補助金等の交付を受けていない

【補助金額】上限３万円【申請受付期
間】６月１日〜29日【申請書類の配布】
相談・申請窓口で。市ホームページに
も掲載。

ホストファミリー登録説明会
　外国人に日本の生活や文化体験の
機会を提供するボランティア家庭の
登録説明会。d６月17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）a 

262-1744f262-2700t福岡都市圏に
住む日本人家庭c20人（先着）e電話
かファクス、メール（hostfamily@rainbowf
ia.or.jp）で６月11日までに同財団へ。
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中学生は学校名・学年

電話以外で申し込む場合は
次の	応募事項	を書いてください。

※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。応募事項

講座
教室



市内の農家で農作業に従事する人
を募集（登録制）

　詳細は問い合わせを。【報酬】時給
789円から【申し込み】来所で問い合
わせ先（西区今宿青木）へ。iJAファー
ム福岡a807-1233f807-1355
高齢者活躍人材育成事業「介護施設
調理補助」技能講習会

　食材管理や食中毒の予防などにつ
いて学びます。d６月27日㈬〜29日㈮

（連続講座）午前10時〜午後４時l電
気ビル（中央区渡辺通二丁目）i県シ
ルバー人材センター連合会a292-
1857f623-5677t市内に住み、勤労意 
欲のある60歳以上c15人（選考）y無
料e電話連絡後、申込書を郵送かファ
クス、来所で６月15日（必着）までに同
連合会へ。

就職活動を支援します
　各区の就労相談窓口では、専門相
談員による個別相談を受け付けてい
ます（予約制）。求職者の希望や経験
などを踏まえ、就職先の開拓も行い
ます。l各区役所 ※博多区は福岡商
工会議所ビル１階（博多区博多駅前
二丁目）、南区はアミカス１階（南区高
宮三丁目）i市就労相談窓口a733-
0717f711-1682y無料e電話で申し
込みを。

職業訓練協会の講座（連続講座）
　詳細は問い合わせを。l①③④同
協会（東区千早五丁目）②⑤市中小企
業サポートセンター（博多区博多駅前
二丁目 福岡商工会議所ビル２階）i

同協会a671-6831f672-2133c①20
人②〜⑤15人（いずれも先着）e電話
で６月①②４日③④５日⑤６日以降に
同協会へ。
①ファイナンシャル･プランナー２級
学科短期集中講習　d７月15日〜８
月26日の日曜日（８月12日を除く）午
前10時〜午後４時y３万円（テキスト
を各自持参）
②パソコン「エクセル2016」講習　d

７月26日〜９月20日の月・木曜日（８月
13日、９月17日を除く）午後７時〜９時
t簡単な日本語入力、マウス操作が
できる人y２万3,000円
③パソコン「ＭＯＳエクセル試験対策」
講習　d７月27日〜８月31日の火･金
曜日（８月10日、14日を除く）午後７時
〜９時tエクセルの基礎知識がある
人y２万円
④パソコン「イラストレーター応用」講
習　d７月29日〜８月26日の日曜日（８ 
月12日を除く）午前９時半〜午後４時
半tイラストレーターを日常的に使っ 
ている人、イラストレーター講習修了
者y２万6,000円
⑤パソコン「エクセルＶＢＡマクロ」講
習　d７月29日〜９月２日の日曜日（８
月12日を除く）午前９時半〜午後４時

半tエクセルを使った簡単な名簿作
成、データベース編集の経験者y２万
7,000円
中高年求職者向け　介護職員初
任者研修

　介護業務に必要な知識や技術を学
びます。通信教育、実技講習、介護施
設等での実習など。日程など詳細は
問い合わせを。d７月３日㈫〜８月10
日㈮の22日l福祉研究カレッジ天神校

（中央区大名二丁目）i県中高年就職
支援センターa477-6088f477-6091 
tおおむね40歳から64歳までの求職
者、介護業界等への就職を希望してい
る人c24人（抽選）y無料e６月１日か
ら情報プラザ（市役所１階）、県内のハ
ローワーク（公共職業安定所）などで
配布する申込書を郵送かファクス、持
参で６月25日（必着）までに同センター
へ。

職業訓練受講生（８月生）を募集
　①ものづくりＣＡＤ科 ＣＡＭコース
②住環境コーディネーター科③住宅
システムＣＡＤ科④機械ＣＡＤ技術科
⑤金属加工技術科で募集。詳細は問
い合わせを。d①②８月１日㈬〜来年
１月30日㈬午前８時55分〜午後３時55
分③④⑤８月１日㈬〜来年１月31日㈭
午前９時10分〜午後４時35分li①
②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 

0948-22-4988f0948-22-4912③④⑤福 
岡職業能力開発促進センター（北九州
市八幡西区穴生三丁目）a093-641-
6909f093-631-6516t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）n①②なし③④⑤あり（食事代等
の実費が必要）e来所で①②６月１日
〜７月13日③④⑤６月８日〜７月13日
に住所地のハローワークへ。筆記・面
接試験あり。

自衛官候補生を募集
　【資格】18歳以上27歳未満【受付期
間】６月22日までi自衛隊福岡地方協
力本部福岡地区隊a・f591-7451

介護福祉士受験対策講座
d９月16日〜11月11日の日曜日午前９ 
時半〜午後３時半（連続講座。最終日
は午後５時まで）liひとり親家庭支
援センター（中央区大手門二丁目）a 

715-8805f725-7720t市内に住む一
人親または寡婦で、介護福祉士受験
資格がある本年度受験予定者c20人

（定員を超えた場合は選考）y無料n

小学生まで（無料。要事前申し込み）e

来所で６月１日〜17日に同センターへ
（月曜休館）。

夏休み留守家庭子ども会補助支
援員の登録者を募集

　市立小学校に設置する同会で、入

会児童の育成･支援を行う職員の補
助業務に従事。【活動時間】夏休み期
間を中心とした午前８時〜午後７時の
うち、各留守家庭子ども会が指定す
る日時（活動する区・期間･時間帯の
希望も可）【謝礼】１時間950円【募集
案内の配布】放課後こども育成課（市
役所13階）、情報プラザ（同１階）、各区
情報コーナーなどで。市ホームページ
にも掲載【申し込み】封筒の表に「補助
支援員登録希望（夏休み）」と朱書き
し、写真付きの履歴書を同封して、郵
送か持参で同課（市役所13階）へ。随
時受け付け。i同課a711-4662f733- 
5736

「わいわい広場」での遊びの支援
者を募集

　放課後の校庭で子どもたちに遊び
の場を提供する「わいわい広場」で、
子どもの自由で主体的な遊びを支援
するプレイワーカーを募集。登録・研
修受講後、各わいわい広場からの依
頼に応じて活動してもらいます。謝礼
金あり。詳細は問い合わせを。d平日
の授業終了後２時間程度l活動場所
はわいわい広場を実施している小学
校i放課後こども育成課a711-4236 
f733-5736

県南広域水道企業団職員を募集
　【募集職種】化学職（高専卒程度）

【資格】平成４年４月２日から平成11年
４月１日までに生まれた人【採用予定
日】来年４月１日【募集案内の配布】同
企業団（久留米市荒木町白口）など
で。郵送希望の場合は、封筒の表に

「職員採用試験案内請求」と朱書き
し、140円切手を貼った返信用封筒（Ａ
４サイズが入るもの）を同封して同企
業団総務課（〒830-0062久留米市荒
木町白口55）へ【申し込み】申込書を
郵送か持参で６月11日〜22日（消印有
効）に同課へ。i同課a0942-27-1561 
f0942-27-1795

合同会社説明会
　各日約50社が参加。就職活動につ
いてのセミナーなどもあり。d６月５
日㈫〜６日㈬正午〜午後４時（受け付
けは午前11時45分〜午後３時半）l 

JR九州ホール（博多区博多駅中央街）
i県若者しごとサポートセンターa 

720-8832f725-1776t来年３月大学等 
卒業予定者、40代前半までの求職者
y無料e不要

無料調停相談会
　民事・家事調停委員が金銭問題、交
通事故、家庭内の問題などの相談に

相 談

しごと 相談

応じます。d６月８日㈮午前10時〜午
後３時l香椎公民館（東区香椎駅前
二丁目）i福岡民事調停協会a781-
3141（内線3893）、福岡家事調停協会
a510-0416y無料e不要
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d６月９日㈯午後１時半〜４時lふく
ふくプラザ４階（中央区荒戸三丁目）
i日本オストミー協会福岡市支部a・
f553-2141y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。d６月16日㈯
午前10時〜午後４時l博多市民セン
ター５階（博多区山王一丁目）i県行
政書士会a641-2501f641-2503y無
料e不要
暮らしと仕事に役立つ無料法律セ
ミナー＆無料相談会

　司法書士による相続などについて
の①セミナー②相談会。d６月30日㈯
①午後１時〜３時②午後３時〜４時l 

県立図書館（東区箱崎一丁目）i県
司法書士会福岡東支部a663-5055f 

663-5056c①40人②６組（いずれも先
着）y無料e電話かファクスで６月１
日以降に同会へ（①は空きがあれば
当日受け付け可、②は要予約）。

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。d７月４日㈬午後１時〜
４時li天神弁護士センター（中央区
渡辺通五丁目）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。

住民基本台帳の事務に係る「特定
個人情報保護評価書（全項目評価 
書）」の変更案についての意見を募集

　「特定個人情報保護評価書」は、マ
イナンバー制度施行に伴い、住民基
本台帳に関する事務について、特定
個人情報を保有するに当たり作成し
たものです。同評価書の変更案に対
する意見を募集します。【原案の閲覧	
・配布】６月４日から区政課（市役所７
階）、情報公開室（同２階）、情報プラザ

（同１階）、各区情報コーナー、各出張
所で。市ホームページにも掲載【意見
書の提出】郵送かファクス、メールで７
月３日（必着）までに同課へ。各閲覧･
配布場所への持参も可。i同課a711-
4074f733-5595

意見募集

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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親子で作るアートフラワー	父の日ワー
クショップ
　父の日に贈るフラワーアレンジメント
を布製の造花で作ります=写真。d６月
10日㈰午後１時半〜３時t小学生以下と
保護者c20組（先着。１組５人まで）y１
組1,000円e電話かファクスで６月３日以
降に同公園へ。

園芸講座	①「落葉果樹の夏期管理」
②「アジサイを挿し木で増やそう」
　①カキ、ブドウ、イチジクなどの手入
れについて学びます。②アジサイの栽
培方法について学びます。d６月①14日
㈭②15日㈮午後１時半〜３時半c各50人

（先着）y無料e電話かファクスで６月①
７日②８日以降に同公園へ。
アーリー･サマー･フェスタ
　６月に収穫するウメ、スモモ、モモなど
を販売します。噴水広場では軽音楽の
生演奏を楽しめるほか、見ごろのアジサ
イも観賞できます。d６月16日㈯、17日
㈰y入場無料e不要

　※時間など詳細はホームページで確
認するか問い合わせ（博多座電話予約
センターa263-5555f263-3630）を。
８月公演	三谷文楽	in	博多「其礼成(そ
れなり)心中｣
d８月17日㈮〜19日㈰t小学生以上yＡ 
席9,500円、特Ｂ席7,000円、Ｂ席3,000円
e６月９日午前10時以降に電話で予約
を。博多座チケット売り場（６月10日午前
10時から販売）、ホームページでも購入
できます。
８月公演	「北島三郎	オンステージ2018	
歌と共に･･･｣
d８月23日㈭〜27日㈪ ※25日㈯は休演
t小学生以上yＡ席1万1,000円、特Ｂ席
8,000円、Ｂ席6,000円、Ｃ席4,000円e６月
16日午前10時以降に電話で予約を。博

絲衣司（いとごろものつかさ）〜雅と粋〜
　博多織や爪掻本綴（つめがきほんつ
づれ）、京絞、江戸古法友禅、大島紬（つ
むぎ）の作家５人による作品展。長襦袢

（ながじゅばん）の襟元の着付け講習会
（７日〜９日）、京都と博多の芸妓（げい
ぎ）の着付け実演（７日）もあり。詳細は問
い合わせを。d６月７日㈭〜10日㈰ ※最
終日の展示は午後４時までy入場無料
講座｢博多織発祥777年〜博多織をもっ
と身近に〜｣
　①「歴史と共に受け継がれた博多織」
②｢染色の歴史と技術｣③｢伝統の手織
り技能｣④｢博多織製品の企画開発･製
造･販売」d①６月10日㈰②６月17日㈰
③６月24日㈰④７月１日㈰午後３時〜４時

　※以下の企画展示は一般200円、高大
生150円、中学生以下無料。
博多祇園山笠〜山笠と法被〜
　山笠の法被を展示します。d６月５日
㈫〜８月５日㈰
戦争とわたしたちのくらし
　６月19日の｢福岡大空襲の日」にちな
み、同館所蔵の戦時中のさまざまな印
刷物を展示。d６月12日㈫〜８月26日㈰
講演会「春信とその時代〜ボストン美術
館の浮世絵コレクション〜」
　ボストン美術館の浮世絵版画室長セ 
ーラ･E･トンプソン氏=写真=を迎え、７月
７日㈯から開催する鈴木春信展の魅力を
紹介します。日本語通訳あり。d７月７日

STARRY	NIGHT	JAM(スターリー	ナイト	ジャ	
ム)	①七夕スペシャル!	星語り〜星空
を語りつくす七夕の夜〜②夏の天文講
演会｢火星大接近｣
　①夏の星空を投映し、学芸員が解説
します。②15年ぶりに「大接近」する火星
について、国立天文台天文情報センタ 
ーの山岡均氏が話します。d７月①７日
㈯午後５時半〜６時20分、７時〜７時50分
②28日㈯午後７時〜８時c各回220人

（先着）y①中学生以上500円、小学生
以下300円②中学生以上700円、小学生
以下300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）e６月①13
日②27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。インター

半l①②③同館④HAKATA JAPAN（博多
区下川端町 リバレインセンタービル１
階）c各20人（先着）y各講座500円e

電話かファクス、メール（info@hakata-de 
ntou-kougeikan.jp）に応募事項と希望日
を書いて６月１日以降に同館へ。来所で
も受け付けます。複数講座の応募も可。
小西一珠喜　博多祇園山笠	きりえ展
　切り絵作家・小西一珠喜氏の博多祇
園山笠をテーマにした作品を展示・販
売。d６月14日㈭〜19日㈫ ※最終日の
展示は午後５時までy入場無料

㈯午後１時〜２時半i西日本新聞イベン
トサービス内「鈴木春信展」係a711-
5491f731-5210c240人（抽選）y無料 ※ 
同展の観覧券（半券可）が必要eはがき

（〒810-0001中央区天神１-４-１）かファク
ス、メール（haruno
bu@nishinippon-
event.co.jp）に代表
者の応募事項と参
加者全員の氏名を
書いて６月18日（必
着）までに同係へ

（１通２人まで）。当
選者のみ通知。

ネットで購入できる電子チケットもあり
ます。詳細はホームページで確認を。

多座チケット売り場（６月17日午前10時
から販売）、ホームページでも購入でき
ます。

初心者ヨット教室
d６月９日㈯、10日㈰午前10時〜午後４
時t市内に住む16歳以上c各10人（先
着）y3,000円e６月１日以降に来所で申
し込みを。ホームページでも受け付けま
す。
ジュニアヨット教室
d７月１日㈰午前10時〜午後４時t市内
に住む小学３年〜中学生c18人（抽選）y 

1,500円e６月１日〜18日に来所で申し込 
みを。ホームページでも受け付けます。

　※以下の申し込みは往復はがきに参
加者全員の応募事項を書いて同牧場へ。
牧場満喫ツアー
　搾乳や乗馬を体験します。レストラン
での食事付き。d６月16日㈯午前10時〜 
午後０時半t４歳以上（小学生以下は保
護者同伴）c15組（抽選。１組２人）y１
組3,240円e６月７日（必着）締め切り。
ラベンダースティック教室
　ラベンダーの香りを楽しめる「ラベン
ダースティック」を作ります。d６月23日
㈯午前11時〜午後０時半c15人（抽選）
y500円e６月11日（必着）締め切り。

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

花畑園芸公園
〒811-1353 南区柏原７-571-１　a５６５-５１１４ f５６５-３７５４
o午前９時〜午後５時 x月曜（祝休日のときは翌平日）
園芸相談a566-3987 午前10時〜正午、午後１時〜４時

６月の事業（一部抜粋）		
　未就学児は保護者同伴。②は上履きと床に敷くタオルなどを持参。会場は城南
体育館（城南区別府六丁目）。c①〜④なし⑤20組（先着）y①〜④無料⑤１組200
円e①〜④不要⑤電話で６月５日以降に同館へ。

夏休みワクワク教室の参加者を募集
　博多おはじき作りやマジック教室など。詳細はホームページで確認を。e往復は
がきで７月10日（必着）までに同館へ。

内容 日時 対象
①みんなであそぼう ６/10㈰13：30〜14：30 小中高生

②あかちゃんといっしょ（乳幼児の親子あそび）６/13㈬10：30〜11：30 まだ一人で歩けない
乳幼児

③お手玉あそび ６/16㈯14：00〜15：30 幼児〜高校生
④ボードゲームであそぼう！ ６/17㈰13：30〜14：30 小中高生
⑤木育おもちゃのひろば ６/27㈬10：00〜12：00 乳幼児
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。

中央児童会館「あいくる」
〒810-0021 中央区今泉１-19-22　a741-3551 f741-3541
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）

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/

l①②③⑤⑥同センター④第２研修室（あいれふ内）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
①食事チェックから始めよう！

「気軽に糖尿病教室」 ７／４㈬13:30〜15:30 12人（先着） 500円

②30歳代のヘルシースクー
ル（個別健康相談） ７／８㈰、22㈰14:00〜16:00 各10人（先着） 無料

③１日糖尿病教室（食事療
法、運動療法） ７／14㈯10:00〜15:00 20人（先着） 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）

７／21㈯14:00〜16:00
（毎月第３土曜日開催。７・８月
は屋内で実施）

―
年会費2,000 
円（参加体験
は無料）

⑤禁煙教室 ７／28㈯10:00〜12:00 20人（先着） 1,000円

⑥やせナイト塾（生活習慣
改善教室。計５回１セット）

８／２〜30の木曜日（８／16を除
く４回）、11／15㈭にフォロー教室

（1回）　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15人（先着）

１セット
1,000円

はかた伝統工芸館
〒812-0026 博多区上川端町６-１　a409-545０ f409-5460
hhttp://hakata-dentou-kougeikan.jp
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）

ヨットハーバー
〒819-0001 西区小戸３-58-１
a882-2151	f881-2344
hhttps://www.fukuoka-sailing.jp/
o午前９時半〜午後６時（４月〜９月）

もーもーらんど油山牧場
〒811-1353 南区柏原710-2
a865-7020	f865-7040
o午前９時〜午後５時（テイクアウト・
売店は午前10時から）x水曜（祝日の
ときは翌平日）

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、７月21日〜８月２６日の金・土・日曜日と８月１３日㈪〜１５日
㈬は午後８時まで開館（入館は閉館30分前まで）x月曜（祝休日のときは翌平日） ※７
月１６日（月・祝）と８月１3日㈪は開館、７月１７日㈫と８月16日㈭は休館

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）

北島三郎

ドームシアターの星空

情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年6月1日 8施設の情報

●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。

※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。応募事項


