
　※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月後半の日曜日）
６月17日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目8-3）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目3-15）	a558-0081
昭和病院（西区徳永大町911-1）	 a807-8811
６月24日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目7-27）	 a632-3333
原三信病院（博多区大博町1-8）	 a291-3434
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目8-5）	 a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目1-35）	 a821-4731
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

6/

17
●日

2西浦さかなまつり

　新鮮な魚や活イカ、旬の野菜・花、漁師料理（たい飯やみそ汁など）
の販売。午前11時から地引き網体験（受け付けは８時から。先着200
人）。d午前８時〜正午l西浦漁港（西区西浦）i市漁業協同組合西
浦支所a809-2231f809-2235y入場無料e不要

6/

19
●火
他

2食育月間（毎年６月）・食育の日（毎月19日）関連イベン
ト

　だしの試飲や「おはしdeチャレンジ」体験のほか、「食事のマナー」に
関する展示もあり。d６月19日㈫〜22日㈮午前10時〜午後３時l市役
所１階多目的スペースi健康増進課a711-4374f733-5535y無料e

不要

6/

23
●土

3市美術館 つきなみ講座　市美×市博　
黒田資料名品展関連講座「黒田資料に見る“源氏”」

　福岡藩主黒田家が自らの系譜のルーツを“源氏”に求めた狙いを、
美術と歴史それぞれの視点から考えます。d午後２時〜３時半（受け
付けは１時半から）l市博物館（早良区百道浜三丁目）i市美術館学
芸課a714-6054f714-6145c130人（先着）y無料e不要

6/

23
●土

4ストップ・ざ・がんの会　講演会
「がんについて少し勉強してみませんか？」

　検診の重要性などについて話します。d午後１時半〜４時lふくふ
くプラザ（中央区荒戸三丁目）i同会事務局a762-3010f762-3013c 

150人（先着）y無料e電話かファクス、メール（gakujyutu@sukoken.or
.jp）で同事務局へ。空きがあれば当日も受け付け可。

6/

23
●土

3マンション大規模修繕セミナー

　個別相談会も実施（要事前予約）。d午後１時〜５時（開場は正午）l 

県中小企業振興センター（博多区吉塚本町）iマンション大規模修繕
協議会a292-8205f292-0735t市内および近郊の分譲マンションに
住む人、マンション管理組合役員などcセミナー200人、相談会５組（い 
ずれも先着）y無料e相談希望者は電話かファクス、メール（mansion.
kyogikai@gmail.com）で６月15日以降に同協議会へ。空きがあれば当日
も受け付けます。

6/

23
●土

2インターナショナル ライフセービングカップ

　ライフセービングの国際大会=写真。
観覧は自由。詳細はホームページに掲
載。d午前10時〜午後４時半lシーサイ
ドももち海浜公園百道浜東側地区（早良
区）i日本ライフセービング協会a03-
3459-1445f03-3459-1446y無料e不要

6/

24
●日

2アイランドシティ スロージョギングR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
一丁目）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。

6/

24
●日

2宇宙を学べる大学 in 九州

　宇宙科学・天文学などを学べる九州近郊の大学が集まり、各大学の
取り組みを紹介。宇宙や天文学に関する講演もあり（午後１時から。定
員100人、先着順）。d午前11時〜午後４時l市科学館３階（中央区六本
松四丁目）i福岡大学理学部a871-6631（内線6167・大槻）f865-6030 
t中高生 ※講演は不問y無料e不要

6/

24
●日

2ハッピーフレンドチャリティーバザー

　ガレージセールや景品が当たる抽選会など。募金と売り上げの一
部は、九州北部豪雨の被災地に寄付されます。d午前10時〜午後３時
l老人福祉センター寿楽園・城南障がい者フレンドホーム（城南区南
片江二丁目）i同園a・f861-1123y入場無料e不要

6/

24
●日
他

3今津運動公園 
①手作り紙飛行機を飛ばす②カラーサンドアレンジ

　①飛行時間の計測も行います。②ガラスの器に水だけで育つ植物
と色付きの砂を入れて作ります。持ち帰り可。d①６月24日㈰午後１時
半〜４時②７月１日㈰午後１時半〜３時li同公園（西区今津）a807-
6625f807-6627t小学生以上c各20人（先着）y①300円②700円e電 
話で６月15日以降に同公園へ。

6/

27
●水
他

2アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん 
①「七夕祭り」②「昆虫標本作り」

　①短冊に願い事を書いてササにつるします。②虫の特徴を学びな
がら、標本を作ります。d①６月27日㈬〜７月７日㈯午前９時〜午後５時
②７月22日㈰午後１時半〜３時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）
a661-5980f661-8020t①不問（小学３年生以下は保護者同伴）②小
学３年生以上c①なし②20人（先着）y①無料②3,500円（いずれも入
館料別）e①不要②電話で６月22日以降に同公園へ。

6/

30
●土

3精華女子短期大学 「あなたもお料理１年生」

　魚料理を作ります。d午前10時半〜午後２時l同短期大学（博多区
南八幡町二丁目）i同短期大学食物栄養専攻・横大路a591-6331f 

592-3591t料理初心者や基礎から学び直したい人c20人（先着）y 

1,080円e電話かファクス、メール（yokoouji@seika.ac.jp）で６月15日
以降に問い合わせ先へ。
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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

※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 講演催し 講座
教室

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



かなたけの里公園　「自然の中で Ｂ
バーベキュー
ＢＱ ！」

　食材は各自持ち込んでください。公園での野
菜収穫体験もあります（別途料金が必要）。時間
など詳細はホームページで確認を。li同公園

（西区金武）a･f811-5118c各日12区画（先着･
１区画８人まで）y１区画500円（資材の持ち込
み可。別途コンロセットなどのレンタル、炭など
の販売もあり）e電話か来所で同公園へ。利用
日の１カ月前の午前９時から受け付けます。

催 し

自然を楽しみながらバーベキューができます

7/

1
●日

2わんにゃんよかイベント in あにまるぽーと

　犬の手入れや猫の譲渡会、動物の紙芝居
（子ども向け）=写真=など。犬の同伴可。d午
前10時〜午後２時liあにまるぽーと（東区
蒲田五丁目）a691-0131f691-0132y無料e

不要

7/

1
●日
他

2山笠無料定時ツアー ①天神コース②博多コース

　飾り山笠や山笠の見どころを見て回ります=写真。天神・博多の２
コースあり。参加希望者は当日午後２時までに直接集合場所へ。d７月
１日㈰〜14日㈯午後２時〜３時l集合は①市
役所１階ロビー観光案内ボランティアカウン
ター前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各日①10人②20人

（いずれも先着）y無料e不要

7/

2
●月
他

3
雁の巣レクリエーションセンター ①ノルディック・ウオー
キング教室 ②Ｂ

ブ ル ー

ＬＵＥ Ｈ
ホ ー ク

ＡＷＫ 親子でキャッチボール
　①２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。②元福岡ソフトバンクホークス選手の河野大樹氏が指導しま
す。d７月①２日〜30日の月曜日（16日を除く）午前９時〜10時半②22
日㈰午前10時〜11時半li同センター（東区奈多）a606-3458f607-
9057t①小学生以上②５歳児〜小学３年生と保護者（子ども１人につ
き保護者１人）c①各回30人（先着）②24組（抽選）y①無料（ポールレ
ンタル代300円）②１組400円e①当日午前８時45分から球技場管理棟
で受け付け②往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスで７
月12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。

7/

4
●水
他

2山大工が語る山笠制作の秘話と飾り山笠めぐり

　山大工の説明を聞き、博多駅から川端通り商店街まで博多の飾り
山笠を巡ります。直会（なおらい）料理付き。d７月４日㈬、５日㈭午後２
時〜４時半l集合は博多駅前広場i博多区企画振興課a419-1012 
f434-0053t小学生以上c各日25人（先着）y1,800円（バス代100円、
飲み物代別）e電話で６月15日以降に同課へ。

7/

6
●金

3ふくおかのふるさと料理

　福岡の郷土料理や行事食について学び、調理実習をします。d午前
10時半〜午後１時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）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c25人
（抽選）y無料e往復はがきで６月22日（必着）までに同課（〒810-8620
住所不要）へ（１人１通）。当落通知は１週間前に発送。

7/

7
●土

2福祉用具フェスタ

　子どもの福祉用具の展示など。試用も可。d午前10時〜午後４時l

ふくふくプラザ３階（中央区荒戸三丁目）iあいあいセンターa721-
1611f712-3573t肢体不自由児と家族などy無料e不要

7/

7
●土

3月隈パークゴルフ場「パークゴルフ初心者教室」

　座学と実技=写真=でパークゴルフの基本
を学びます。中学生以下は保護者同伴。d午
前９時〜正午li同ゴルフ場（博多区月隈三
丁目）a504-5333f586-5388c８人（先着）y 

1,000円e電話かファクスで６月15日以降に同
ゴルフ場へ。

7/

7
●土

2東平尾公園　博多の森を楽しむ会「キノコ観察会」

　レベルファイブスタジアム周辺を散策しながらキノコを観察しま
す。初心者向け。d午前10時〜午後０時半li博多の森陸上競技場

（博多区東平尾公園二丁目）a611-1515f611-8988t小学生以上（小
学生は保護者同伴）c20人（先着）y100円e電話かファクス、メール

（rikujyo.hakatanomori@midorimachi.jp）、来所で６月15日以降に同競技
場へ。

7/

7
●土

4赤峰勝人 講演会

　完全無農薬、無化学肥料で作物を育てる循環農法について話しま
す。d正午〜午後４時l市科学館（中央区六本松四丁目）i福岡なず
なの会・廣瀬a090-5140-4026c300人（先着）y前売り2,000円（当日は
500円増し）eセブンチケット、Famiポートで販売。

7/

7
●土
他

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　①コンテナ栽培（ベビーリーフ）、虫予防と忌避剤（虫除け剤）の作り
方②サツマイモのツル上げと施肥、夏野菜の手入れの仕方d７月①７
日㈯午後１時半〜３時②19日㈭午前10時〜11時40分lクリーンパー
ク・東部敷地内（東区蒲田一丁目）i循環生活研究所a405-5217f 

405-5951t市内に住む人c各30人（抽選）y無料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。

7/

14
●土

3フォーラム　「わたしたちの舞台はどこにある？〜劇場
と社会包摂を考える実験〜」

　障がいのある人などと共に表現活動を行う作曲家・野村誠、俳優・
倉品淳子らが舞台表現について語ります。d午後６時〜８時半l九州
大学大橋キャンパス（南区塩原四丁目）i九州大学ソーシャルアート
ラボa・f553-4552c80人（先着）eファクスかメール（sal-cul@design.
kyushu-u.ac.jp）で６月15日以降に問い合わせ先へ。ホームページでも
受け付けます。

7/

14
●土

2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。10周年イベントもあり。詳しくは問い
合わせを。②イカのしょうが焼きを作ります。d①午前９時〜正午②午
前10時〜午後１時l鮮魚市場会館（中央区長浜三丁目）i鮮魚市場a 

711-6414f711-6099t①不問②市内に住む小学３年〜中学生と引率者
c①なし②25人（抽選）y①入場無料②１人500円e①不要②電話か
メール（sengyo.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に引率者の応募事項（日中連
絡が可能な電話番号も明記）、参加者全員の氏名（子どもの名前の横
に学年）を書いて７月４日午後４時半までに同市場へ。当選者のみ通知。

7/

14
●土
他

3無料リハビリ介護教室

　介護についての基礎知識の他、寝返りや起き上がり、移乗など基本動
作の介助方法を学びます（実施日によって内容は異なる。詳細は問い合
わせを）。d７月14日㈯、８月25日㈯午後１時半〜２時半li茂木病院（西
区姪の浜六丁目）a881-0638f884-0222c各20人（先着）y無料e電話
かファクス、メール（info@jareta.net）、来所で６月15日以降に同病院へ。

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 講演福岡市政だより
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武蔵野美術大学地域フォーラム「アート＆デザイン」創造の穴

　①黒板アート公開制作（見学自由）。②八女市出身のCMディレクター・中島信
也氏によるトークショー（定員先着150人。当日午後５時から整理券配布）③イラス
トレーターや俳優など多方面で活躍するリリー・フランキー氏など３人のパネ
ラーによる「イノベーションを起こすクリエイティブとは？」をテーマにしたパネル
ディスカッション（定員先着120人。当日正午から整理券配布）④「CM絵コンテ」、

「段ボールクラフト」展示。その他、懇親・交流パーティーなどもあり。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせを。d①６月30日㈯正午〜午後５時、７月１日㈰
午前10時〜正午②６月30日㈯午後５時半〜６時③７月１日㈰午後１時〜２時半④６
月30日㈯午前10時〜午後６時、７月１日㈰午前10時〜午後２時半lフクオカグ
ロースネクスト（中央区大名二丁目）i同大学校友会本部事務局a0422-22-6407 
f0422-22-7612y無料※懇親・交流パーティーは一般3,000円、学生1,000円

催 し

貝
合
わ
せ（
絵
柄

は
異
な
る
こ
と
が 

あ
り
ま
す
）

7/

16
●●月･祝

2今宿野外活動センター　全力！野遊びキッズラボ

　植物を使ったゲームや木登りなどの野遊びにチャレンジします。d

午前10時〜午後３時li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114f 

806-3115t小学３〜６年生c15人（先着）y1,000円e電話で６月23日
以降に同センターへ。

7/

16
●●月･祝

2
ブラス・ミーツ・クラシックス

「O
オ オ サ カ

saka S
シ オ ン

hion W
ウインド

ind O
オ ー ケ ス ト ラ

rchestra feat.本多俊之」
　曲目はショスタコービッチの「祝典序曲」 Op.96他。d午後３時からl福
岡シンフォニーホール（中央区天神一丁目 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4,000円、学生券
2,000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。

7/

16
●●月･祝

3親子たまゆき海洋教室
「博多湾クルージングとＡＥＤ･人工呼吸体験教室」

d午前９時〜正午li県海洋スポーツ協会（中央区荒津二丁目）a 

761-5916f741-9220t福岡都市圏に住む小学生以上の子どもと保護
者c50人（抽選）y無料e電話かはがき（〒810-0076中央区荒津２-２
-30）に参加者全員の応募事項を書いて６月15日〜30日（必着）に同協
会へ。当選者のみ通知。

7/

17
●火
他

3現代中国語中央区入門講座

d７月17日〜10月18日の火・木曜日（８月14日、16日、９月25日、27日を
除く連続講座）午後６時半〜８時半l中央市民センター（中央区赤坂
二丁目）i現代中国語中央区入門講座係a741-2535f741-2344t市
内に住むか通勤・通学する20歳以上で、初めて中国語を学ぶ人c70人

（抽選）y1,300円e往復はがき（〒810-0001中央区天神４-４-26 天神第
２ビル７階）かファクスで６月30日（必着）までに同係へ。

7/

17
●火
他

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　「基礎」「中級」「デジカメ」「iPad（アイパッド）」「画像処理」「ホームペー
ジ」「インターネット」「ブログ作成」「ワードでお絵かき」の９講座。d７
月17日㈫〜10月１日㈪ ※日時や期間は講座により異なるliシニア
ネット福岡（中央区大名二丁目）a732-3115（平日午前10時〜午後３
時）f753-6465t20歳以上の初心者、中級者c各10人（抽選）y１回
1,000円（テキスト代別）e電話で詳細を問い合わせの上、申込書をファ 
クスで６月29日までに問い合わせ先へ。来所でも受け付けます。

7/

18
●水

2海の日　博多港開港記念ナイトクルーズ

　市営渡船｢きんいん｣=写真=で博多湾を一周｡ d午後７時45分〜８
時45分l集合はベイサイドプレイス博多(博
多区築港本町)i博多港振興協会a271-1378 
f282-4757c150人（抽選）y無料e往復はが
き(〒812-0031博多区沖浜町12-１)に代表者の
応募事項と参加者全員（１通５人まで）の氏名･
年齢を書いて６月25日(必着)までに同協会へ｡

7/

18
●水
他

3福岡ファミリー・サポート・センター　
提供・両方会員養成講習会

　育児の援助をする「提供会員」と、育児を援助したり依頼したりする
「両方会員」になるための講習会。d７月18日㈬、20日㈮、24日㈫午前
10時〜午後２時半（18日は午後３時まで。連続講座）l早良市民セン
ター（早良区百道二丁目）i福岡ファミリー・サポート・センターa736-
1116f751-1524t市内に住み、心身共に健康で自宅で安全に子どもを
預かることができる人c60人（先着）y無料n６カ月〜就学前（20人。
無料。７月11日までに要予約）e電話かファクス、メール（f-support@
fukuoka-shakyo.or.jp）、来所で６月15日以降に同センター（ふくふくプ
ラザ３階）へ。

7/

21
●土

2松風園 貝合わせ〜宝尽くし〜

　ハマグリに絵付けします。初心者も参
加可。d午後１時〜３時li同園（中央区
平尾三丁目）a・f524-8264c10人（先着）
y3,500円（入園料別）e電話かファクスで
同園へ。

7/

21
●土

2「漁船でGo！姪浜」博多湾での漁業体験

　クルージングと漁業体験。捕れた魚は持ち帰りできます。d午後３
時半〜６時l集合は市漁業協同組合姪浜支所駐車場（西区愛宕浜四
丁目）i同組合a881-4300f883-1740t子どもと保護者（小学４年生
以上60歳未満）c30人（抽選）y2,000円、中学生以下1,000円e往復は
がき（〒819-0013西区愛宕浜４-49-１）かメール（nogami-k@fukuokashi- 
gyokyo.com）に参加者全員の応募事項を書いて７月10日（必着）までに
同組合へ。

7/

21
●土

2若年性認知症交流会

d午後１時〜３時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i若年性認
知症サポートセンターa574-0196f574-0190t若年性認知症の人や
家族などc50人（定員を超えた場合は選考）y無料e電話かファクス
で７月20日までに同センターへ。

7/

21
●土

3ココロンセミナー

　広島県福山市の盈進(えいしん)中学高等学校ヒューマンライツ部
（人権部）の高校３年生が、「わたしたち市民のハンセン病問題」をテー
マに講演します。d午後２時〜４時l健康づくりサポートセンター（中
央区舞鶴二丁目）iココロンセンターa717-1237f724-5162c120人

（先着）y無料eファクスか来所で６月15日以降にココロンセンターへ。
ホームページでも受け付けます。空きがあれば当日も受け付け可。

7/

21
●土
他

3「博多にわか」講習会

　無形民俗文化財指定の郷土芸能「博多にわか」の講習会を実施しま
す。d７月21日、９月15日、10月20日、11月17日（いずれも土曜日）午後１
時半〜３時l千代公民館２階（博多区千代一丁目）i博多仁和加振興
会a090-3194-2759・安武c30人（先着）y無料e不要

7/

27
●金

2福女G
ガ ー ル ズ

IRLS' E
イ ン グ リ ッ シ ュ

NGL ISH W
ワ ー ク シ ョ ッ プ

ORKSHOP

　英語を使ってコミュニケーションを楽しみます。英語のレベルは問
いません。d午前10時〜午後４時半li福岡女子高校（西区愛宕浜三
丁目）i同高校・楫野（かじの）a881-7344f883-4227t県内の公立中
学校に通学する女子中学生c40人（先着）y1,500円e中学校を通し
て７月３日までに申し込みを。

情報BOX 福岡市政だより
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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



福北連携コーナー
舞台「銀河鉄道999」〜Ｇ

ギ ャ ラ ク シ ー
ＡＬＡＸＹ Ｏ

オ ペ ラ
ＰＥＲＡ〜

　銀河鉄道999のテレビ放送開始40周年を記念した舞台。原作者の松本零士
氏が総監修を務め、中川晃教氏が主役（星野鉄郎）を演じます。d７月21日㈯正
午〜、午後５時〜、22日㈰正午〜（各２時間40分程度）l北九州芸術劇場大ホー
ル（小倉北区室町一丁目）i東京音協a03-5774-3030（平日午前11時〜午後５
時）y指定席9,300円、Ｕ-25シート5,500円eチケットぴあ、イープラス、ローソン
チケットなどで販売。※Ｕ-25シートはチケットぴあのみで取扱い。

①おはようボウリング教室②おはようスケート教室

　いずれも全２日。d①第１回７月24日㈫・25日㈬、第２回８月21日㈫・22日㈬（いず
れも午前９時〜11時）②８月６日㈪・７日㈫または８日㈬・９日㈭（いずれも午前９時
〜10時）lパピオ（博多区千代一丁目）i①パピオボウルa633-2500f633-2498 
②パピオアイスアリーナa633-2468f633-2499t①第１回小中学生、第２回小中
学生とその保護者のペア②５歳〜小学生c①第1回50人（先着）、第２回24組（先
着）②各150人（抽選）y①第１回1,500円、第２回１組2,800円②3,000円（２日間）e①
電話で問い合わせ先へ。②はがき（〒812-0044博多区千代１-15-30）に応募事項と
希望日を書いて６月15日〜７月20日（必着）で問い合わせ先へ。

催 し
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7/

27
●金
他

2親子ごみ収集ミッドナイトツアー

　ごみ収集を見学し、ごみ減量やリサイクルなどについて学びます。
d７月27日㈮、８月３日㈮午後11時〜午前３時l集合はふくおか環境財
団（東区多の津五丁目）i同財団企画啓発課a731-2704f731-2706t

市内に住む小学４〜６年生と保護者のペアc各日10組（抽選）y無料e

電話かはがき（〒810-0071中央区那の津２-10-15）、ファクス、メール（ki
kaku@f-kankyo.or.jp）に参加者全員の応募事項と参加希望日を書い
て、６月15日〜29日（消印有効）に同財団へ。

7/

28
●土

3育てよう！こどもの「やる気」セミナー

　福岡女学院大学副学長の伊藤文一氏と、指導した学生が社会人基
礎力育成グランプリ大賞に選ばれた浮田英彦氏（同大学教授）が、子
どものやる気の出し方のこつを、具体例を交じえて解説します。d午
後１時半〜３時li市総合図書館（早良区百道浜三丁目）a852-0600 
f832-1588c30人（先着）y無料e電話かファクス、メール（yokatai@tb
knet.co.jp）で６月15日以降に同館へ。来所でも受け付けます。

7/

28
●土

3友泉亭公園 夏休み工作教室

　紙（クラフト）テープでオリジナルバスケットを作ります。d午前10時
〜正午li同公園（城南区友泉亭）a･f711-0415c20人（先着）y500 
円e電話で６月15日午前９時以降に同園へ。

7/

28
●土
他

2夏休み親子３Ｒ体験ツアー

　エコクッキングや工場見学などを通じて、食べられるのに廃棄され
てしまう「食品ロス」の削減について学びます。集合は市役所。詳細は
問い合わせを。d７月28日㈯、８月２日㈭、８月９日㈭午前10時〜午後４
時半lクリーンパーク・臨海（東区箱崎ふ頭四丁目）ほかiハッピーラ
イドa･f201-8435t市内に住む小学生とその保護者c各日10組（抽
選）y無料e電話かファクス、メール（39@happyride.info）に応募事項
と参加希望日、アレルギーの有無（有の場合は品目名も）を書いて６月
30日までに問い合わせ先へ。

7/

29
●日
他

3高齢者パソコン教室（初心者向け）

　パソコンの基礎操作を学ぶ教室。ワードを使って文字入力をし、案内
状やカレンダーなどを作ります。d７月29日㈰〜８月５日㈰午前９時半〜
正午または午後１時半〜４時（連続講座）li老人福祉センター舞鶴園

（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-0046t市内に住む60歳以上（過
去受講者を除く）c各20人（抽選）y2,376円e来所で７月９日（月曜日を
除く）までに同園へ。 

8/

1
●水

3あゆみ学園生活支援セミナー〜肢体不自由児への日常
生活場面での実践的アプローチ〜

　小児科医、保育士、作業療法士、言語聴覚士による講義や実技な
ど。d午前９時10分〜午後０時半li市立あゆみ学園（南区屋形原二
丁目）a566-5666f566-5695t保育園、幼稚園、放課後等デイサービ
ス事業所などで肢体不自由児の療育に携わる人c20人（先着）y3,000
円e電話かファクス、メール（ayumiseminar@fc-jigyoudan.org）で６月18
日以降に同学園へ。

8/

2
●木
他

3市中級障がい者スポーツ指導員 養成講習会

d前期８月２日㈭〜８月５日㈰、後期12月13日㈭〜12月16日㈰午前９時
〜午後７時（連続講座）lさん・さんプラザ（南区清水一丁目）他i市
障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t初級障がい者スポー
ツ指導員有資格者のうち、初級資格取得後２年以上経過し、80時間（10
日程度）以上の指導経験を有している人（指導員手帳に活動記録があ
る）c35人（抽選）y２万5,000円eホームページに掲載、または同プラ
ザ、同協会（中央区荒戸三丁目）、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14日〜28日（必着）に同協会へ。

8/

6
●月
他

2アーティストとつくる

　演劇の分野で活動するアーティストと共に、みんなで想像して物語
を考える連続講座。最終日に発表会を実施。d８月６日㈪〜11日（土・祝）
午前10時半〜午後３時半（６日は午後１時〜４時、11日は午前10時半〜
午後５時）lパピオビールーム（博多区千代一丁目）i市文化芸術振
興財団a263-6265f263-6259t小学４〜６年生c20人（抽選）y3,000
円eはがき（〒810-0802博多区中洲中島町３-10）かメール（ffac-02@
ffac.or.jp）に応募事項と応募動機、メールアドレス、保護者氏名、緊急
連絡先を書いて７月10日（必着）までに同財団へ。

8/

18
●土
他

2親子芸術体験事業「不思議の国のアリス」

　ＮＨＫのテレビ番組「からだであそぼ」で人気のダンサー･振付家の
森山開次らによるダンス公演。d８月18日㈯午後５時〜、19日㈰午前
11時半〜l市科学館（中央区六本松
四丁目）i市文化芸術振興財団a263- 
6265f263-6259t４歳以上（未就学児
は保護者同伴）c各135人（先着）y大
人3,000円、４歳〜高校生1,000円e６月
23日午前10時以降にチケットぴあ、ロ 
ーソンチケットで販売。

8/

18
●土
他

2博多障がい者フレンドホーム 博多ボッチャ大会
①パラボッチャの部②レクボッチャの部

　①は障がいの程度によって５クラスに分けます。詳細は問い合わせ
を。d８月①18日㈯午前９時半〜午後７時②19日㈰午前９時〜午後６時
li同ホーム（博多区西月隈五丁目）a586-1360f586-1397t①肢体
不自由児・者②障がい者で構成されるチーム（３〜５人）c①各クラス
８人②24チーム（抽選）y①１人1,000円②１チーム1,500円e６月15日
以降ホームページに掲載、または各フレンドホーム、さん･さんプラザ

（南区清水一丁目）で配布する申込書を郵送かファクス、持参で７月15
日（必着）までに同ホームへ。

9/

11
●火

3市民福祉講演会「認知症になっても暮らし続けられる
まちづくり」〜一人の百歩より百人の一歩〜

　講師は小規模多機能施設「めおといわ ゆい」施設長の党一浩氏。d

午後１時半〜３時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会
福祉協議会総務課図書・研修係a731-2946f731-2947y無料c248人

（先着）y無料e電話、ファクス、来所で６月15日以降に同係（ふくふく
プラザ内）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

福岡市政だより
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東障がい者フレンドホーム　介護者支援講座

　①リラックスヨガ②お菓子作り③新聞紙で作るブローチd①７月６日②11月16
日③来年１月18日（いずれも金曜日）午前10時半〜正午li同ホーム（東区松島
三丁目）a621-8840f621-8863t障がいのある人の保護者･介護者c①10人②
③16人（いずれも先着）y①無料②500円③200円e電話、ファクス、メール（higa
shi.f02@c-fukushin.jp）で６月15日以降に同ホームへ。来所でも受け付けます。

講座・教室

福岡タワー 「星に近い福岡タワーの七夕祭り」

　７月５日㈭〜７日㈯は、タワー前広場に出店が並び（正午〜午後10時予定）、浴
衣・甚平姿で来館すると展望料金が半額になります。また、６月15日㈮〜７月７日
㈯は天の川イルミネーションが点灯（午後７時半〜11時）。li福岡タワー（早良
区百道浜二丁目）a823-0234f822-4656o午前９時半〜午後10時（７日は午後11
時まで）y高校生以上800円、小中学生･65歳以上500円、４歳以上200円

催 し

健康づくりサポートセンター　休日＆ナイト健診（総合健診）

d①〜⑨７月１日㈰、３日㈫、８日㈰、15日㈰、22日㈰、29日㈰午前９時〜10時（３日
は午後６時〜７時）⑩７月１日㈰午前９時〜10時⑪７月22日㈰午前10時〜正午li

同センター（中央区舞鶴二丁目）a751-2806f751-2572t①は市国民健康保険
加入者、⑨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n３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 40歳以上 600円
④ 胃内視鏡検査 50歳以上の偶数年齢者 1,800円
⑤ 胃がんリスク検査 35歳か40歳 1,000円

⑥ 乳がん検診
40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑦ 子宮頸（けい）がん検診 20歳以上 400円
⑧ 大腸がん検診 40歳以上 500円

⑨
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

⑩ 骨粗しょう症検査 40歳以上 500円
⑪ 歯周病予防健診 18歳以上 1,000円
　※女性医師DAY＝７月８日㈰、15日㈰、29日㈰は、⑦の検診を女性医師が行いま
す。①②⑥の健（検）診は全日程女性医師および女性技師です。

催 し

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。d７月14日㈯午後１
時〜３時半lふくふくプラザ（中央区荒
戸三丁目）i指導監査課a711-4262 
f733-5718t保育所に就職を希望す
る人、来年３月に卒業見込みの学生c 

50人（先着）y無料n６カ月〜小学３
年生（無料。６月29日までに要予約)e
６月15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。
ホームヘルパースキルアップ研修

「発達障がい児･者への対応」
d７月10日㈫午前10時〜午後３時40
分、８月７日㈫午後１時〜３時40分（連
続講座）lアクア博多（博多区中洲五
丁目）i市障がい者基幹相談支援セ
ンターa406-2580f738-3382t現職
のホームヘルパー・サービス提供責
任者などc50人（先着）y無料e電話
かファクス、メール（kikancenter@fc-
jigyoudan.org）で６月15日以降に同セ
ンターへ。
「県働き方改革推進支援センター」 
が開設されました

　【支援内容】社会保険労務士などの
専門家が、就業規則の作成、賃金規定
の見直し、労働関係助成金の活用な
どについて、電話、メール（fukuoka-
hatarakikata@lec-jp.com）、窓口、企業
訪問で相談に応じます。出張相談会
やセミナーも開催。詳しくはホーム
ページで確認するか問い合わせを。d

午前９時〜午後５時（平日のみ）li

同センター（中央区天神一丁目）a 

0800-888-1699f741-5609y無料

税務職員（高校卒業程度）を募集
　詳細はホームページで確認を。【申
し込み】インターネットで６月18日〜
27日（受信有効）に申し込み。i福岡

しごと
国税局人事第２課a411-0031、各税務
署
市立学校で勤務する臨時教職員
を募集

　【資格】教員免許（幼稚園教諭、養護
教諭を含む）保有者【申し込み】市ホ 
ームページに掲載の登録申込書を郵
送か持参で教職員第１課（市役所11
階）へ。i同課a711-4754f733-5536
①子育て支援員研修②居宅訪問
型保育研修

　①小規模保育事業や家庭的保育事
業など②居宅訪問型保育事業に従事
するための知識や技術を習得する研
修を実施。d７月①10日〜20日②13日
〜27日のいずれも火・木・金曜日（連
続講座）午前９時半から６〜８時間l

天神センタービル（中央区天神二丁
目）iヒューマンアカデミー 子育て
支援員研修運営事務局a713-8631f 

721-9665t市内に住むか市内での就
職を希望する人。他要件ありc①85
人②15人（いずれも先着）y無料e情
報プラザ（市役所１階）、各区情報コー
ナー、各保育所（園）などで配布する
申込書を郵送で６月15日以降に同運
営事務局へ。
認知症地域支援推進員（産休・育
休代替）を募集

　介護・福祉等の関係者との連絡調
整、地域における支援体制づくりなど
の業務に従事。【資格】看護師、保健
師、社会福祉士、精神保健福祉士いず
れかの有資格者。他要件あり【任用期
間】８月21日〜来年３月31日【募集案内・
申込書の配布】認知症支援課（市役所
12階）、情報プラザ（同１階）、各区保健
福祉センター地域保健福祉課で。市
ホームページにも掲載【申し込み】申
込書と必要書類を郵送か持参で６月
27日（必着）までに認知症支援課へ。
i同課a711-4891f733-5587
高齢者活躍人材育成事業「オフィス
･ビル清掃」技能講習会

d７月24日㈫〜26日㈭午前10時〜午
後４時（連続講座）l消防会館（博多区
中洲中島町）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７月13
日（必着）までに同連合会へ。

　※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。

　６月30日までに市国民健康保険特定健診「よかドック」を受診した人の中から
抽選で301組（602人）に福岡ソフトバンクホークス公式戦チケットをプレゼントし
ます（試合日程は選べません）。当選はチケットの発送をもって通知。詳細は市
ホームページで確認を。i健康増進課a711-4269f733-5535e不要（よかドッ
クは要予約）

よかドックのお知らせ　春得キャンペーン

9/
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●●月･休

2市障がい者スポーツ大会

　①総合開会式②陸上競技③フライングディスク競技④レクリエー
ションの参加者を募集。②③は平成31年度全国障害者スポーツ大会

（茨城大会）の予選を兼ねます。d午前９時半〜午後３時20分l博多の
森陸上競技場・補助競技場（いずれも博多区東平尾公園二丁目）i市
障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t市内に住むか市内の
学校・施設に通学・通所する中学生以上の障がい児・者。詳細は問い合
わせを。y無料eホームページに掲載、または情報プラザ（市役所１
階）などで配布する申込書を郵送か持参で６月15日〜７月６日（必着）
に同協会へ。

10/
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●日

2福岡障がい者水泳記録会

　４泳法(25･50･100ｍ)､100ｍ個人メドレー､100ｍメドレーリレー､100
ｍフリーリレー、25ｍ挑戦。料金など詳細は問い合わせを。d午前９時
半〜午後５時liさん･さんプラザ（南区清水一丁目）a511-1132f 

552-3447t障がい児・者c250人（先着）eファクスか来所で６月15日以
降に同プラザへ。

情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年6月15日 10しごと催し 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



職業訓練協会の講座（連続講座）

　詳細は問い合わせを。l①市中小
企業サポートセンター（博多区博多駅
前二丁目）②③同協会（東区千早五丁
目）i同協会a671-6831f672-2133c 

①15人②25人③50人（いずれも先着）
e電話で６月①18日②③19日以降に
同協会へ。
①パソコン「建築ＪＷ_ＣＡＤ」講習　
d７月31日〜９月21日の火･金曜日（８
月10日、14日を除く）午後６時半〜９時
t文字入力･マウスの操作ができる
人y３万9,000円
②宅建直前対策講習　d８月３日〜
10月５日の火･金曜日（８月10日、14日
を除く）午後６時半〜９時 ※最終日は
８時半までy３万7,000円
③調理師受験対策講習　d８月19日
〜９月23日の日曜日午前10時〜午後
５時y２万5,000円

地下鉄七隈線の嘱託乗務員を募集
　運転等の業務に従事。【募集案内・申
込書の配布】交通局総務課（中央区大
名二丁目）で。市ホームページにも掲
載【申し込み】申込書と返信用はがき
を郵送か持参で７月13日（必着）まで
に同課へ。i同課 a732-4110f721- 
0754

市文化芸術振興財団の嘱託職員
を募集

　資格要件あり。【任用期間】７月17日
〜来年３月31日（再任用あり）【募集案
内の配布】情報プラザ(市役所１階)、各
区情報コーナーで。ホームページにも
掲載【申し込み】応募書類を郵送で６月
22日（必着）までに同財団へ。i同財団
総務課a263-6264f263-6259

戦没者遺児による慰霊友好親善
事業への参加者を募集

　巡礼地域は旧ソ連、ニューギニア、マ
リアナ諸島、トラック・パラオ諸島、北ボ
ルネオ・マレー半島、フィリピン、ソロモ
ン諸島、ミャンマー・タイ、台湾・バシー
海峡、中国、ビスマーク諸島、マーシャ
ル・ギルバート諸島。費用や申し込み方
法など詳細は問い合わせを。i県遺族
連合会事務局a761-0012f781-2056 
t上記地域での戦没者の遺児
法定相続情報証明制度の拡大に
ついて

　各種相続手続きを円滑に行うこと
ができる同制度が、相続税の申告に
も利用できるようになりました。詳し
くは福岡法務局（a721-4570f721- 
4590）へ問い合わせを。

お知らせ

平成31年度に使用する教科書を
展示します

　６月15日㈮〜７月４日㈬に市教育セ
ンター（早良区百道三丁目）、市発達教
育センター（中央区地行浜二丁目）、香
椎小学校（東区香椎駅前三丁目）、大
楠小学校（南区大楠三丁目）、西陵小
学校（西区生の松原三丁目）で行いま
す。詳細は市ホームページで確認を。
i教育支援課a711-4636f733-5780

「障がい福祉計画」を策定しました
　策定に当たり実施したパブリックコ
メントの結果と併せて次の場所で公
表しています。【閲覧・配布】障がい者
在宅支援課（市役所12階）、情報公開室

（同２階）、情報プラザ（同１階）、各区情
報コーナー、各区福祉・介護保険課な
どで。市ホームページにも掲載。i障
がい者在宅支援課a711-4248f711- 
4818

「クールシェアふくおか」クール
シェアスポットを募集

　「クールシェア」は、暑い夏に涼しい
施設を利用することで、家庭のエアコ
ンなどの使用を減らし、省エネを促進
する取り組みです。この取り組みに参
加する施設（クールシェアスポット）を
募集します。詳細は市ホームページ
で確認するか問い合わせを。【取り組
み期間】７月１日㈰〜９月30日㈰【申し
込み】市ホームページに掲載、または
環境・エネルギー対策課（市役所13
階）などで配布する申込書を郵送か
ファクス、メールで同課へ。i同課a 

711-4282f733-5592
「介護サービス利用状況のお知ら
せ」を送付します

　介護保険のサービスを利用してい
る人に、平成29年４月〜平成30年３月
の利用状況一覧を６月下旬に送付し
ます。サービス利用票や領収証など
と照らし合わせて確認してください。
i各区福祉・介護保険課
福祉・高齢者乗車券の手続きはお
早めに

　３カ月ごと（１月、４月、７月）に助成額
が減額になります。まだ申請をしてい
ない人は本人の印鑑、本人を確認で
きるもの（健康保険証、介護保険証な
ど）、ＩＣカード（これまで交付を受けた
人の場合）を持参して住所地の各区
福祉・介護保険課へ。詳細は問い合わ
せを。i各区同課

計量モニターを募集
　日常生活の中で購入したグラム表
記のある食料品などの重さが表示通
りであるか、市が貸し出す電気式はか
りで60件以上計量し、市に報告しても
らいます。７月24日㈫の説明会、11月16
日㈮の報告会への出席が必要。謝礼

金あり（最高5,000円）。d７月24日㈫〜
９月23日（日・祝）i市計量検査所a524-
0231f524-0299t市内に住み、平成27 
年度以降に同モニターの経験がない
20歳以上c30人（抽選）n１歳〜就学
前、無料（電話で要予約）eはがき（〒 
810-0014中央区平尾２-６-５）かファク
ス、メール（keiryo.EPB@city.fukuoka.lg
.jp）に応募事項と応募理由を書いて６
月29日（必着）までに同検査所へ。

市政に関する意識調査にご協力を
　市内に住む18歳以上の人から無作
為に選んだ4,500人を対象に、「住みや
すさ」｢福岡市の屋台｣「男女共同参画
社会」についてアンケート調査を行い
ます。対象者に調査票を郵送しますの
で、同封の返信用封筒で６月30日まで
にポストに投函してください。i広聴
課a711-4067f733-5580
県グローバル青年の翼参加者募集

　国際的な視野を持ち、地域で活躍す
る人材を育成する「県グローバル青年
の翼」の参加者を募集します。d９月上
旬〜来年３月下旬 ※海外研修（マレー
シアとミャンマー）は11月４日㈰〜11日
㈰の７泊８日i県青少年育成課a643-
3386f643-3389t県内在住の18歳以
上35歳以下の人c24人（選考）y12万円

（学生10万円）eホームページに掲載
する申込書と必要書類を郵送か持参
で６月28日（消印有効）までに同課へ。
乳がん･子宮頸がん検診の無料
クーポン券を送付します

　４月20日時点で市に住んでいる人の
うち、次の人に検診が無料になるクー
ポン券を６月下旬に送付します。 ▽子
宮頸（けい）がん検診＝満20歳の女性

（平成９年４月２日〜平成10年４月１日生
まれ） ▽ 乳がん検診＝満40歳の女性

（昭和52年４月２日〜昭和53年４月１日
生まれ）。受診方法や実施医療機関等
については、同封のチラシや市ホーム
ページで確認を。i各区健康課
市美術館 ギャラリーの利用を受
け付けます

　来年６月10日㈪〜30日㈰の利用を
受け付けます。i美術館リニューアル
事業課a714-6051f714-6145e各区
情報コーナー、情報プラザ（市役所１
階）で配布する申込書を郵送（〒810-
0001中央区天神１-４-１）で７月１日〜
31日（消印有効）に市美術館ギャラ
リー利用受付（西日本イベントサービ
ス内）へ。申込書は同館ホームページ
でもダウンロードできます。
相続登記の登録免許税の免税措
置が始まりました

　平成30年４月１日から３年間、一定
の条件を満たすことで、土地の相続
登記にかかる登録免許税が免除され
る場合があります。詳しくは福岡法務

局（a721-4570f721-4590）へ問い合
わせるかホームページで確認を。
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】９月10日㈪まで。期間中
は、市に意見書を提出できます。【縦覧
場所】政策調整課（市役所14階）、県中
小企業振興課（県庁７階）。i政策調整
課a711-4326f733-5593
名称（所在地） 内容 届出日

イオンマリナタウン店
（西区豊浜三丁目） 変更４月17日

FFACステップアップ助成プログ
ラム申請者を募集

　文化芸術活動を行い、今後の発展
が期待される個人・団体のステップ
アップを図る活動や、それを支援する
活動を対象に助成します。対象期間は
８月１日〜来年２月28日。詳細は問い
合わせを。i市文化芸術振興財団a 

263-6265f263-6259e同財団（博多区
中洲中島町）、情報プラザ（市役所１
階）などで配布する申込書を６月25日
午後５時までに同財団に持参。

放送大学　10月入学生を募集
　同大学は、テレビ・ラジオ・インター
ネットを利用して授業を行う、国がつ
くった通信制の大学です。所定の単位
を修得すると大学卒業資格を取得で
きます。教養学部の学生を募集。詳細
は問い合わせを。i同大学福岡学習
センターa585-3033f585-3039e電
話かホームページで募集要項を請求
の上、郵送で６月15日〜９月20日（必
着）に同大学へ。ホームページでも受
け付け可。

えふカード払い戻し終了のお知らせ
　同磁気カード乗車券=写真=の払
い戻しを10月31日㈬で終了します。払
い戻しを希望する人は、地下鉄全駅の
窓口（姪浜駅 えきマチ１丁目姪浜側の
窓口を除く）へ。i

地下鉄お客様サー
ビスセンターa734-
7800f734-7801

市生活ガイド最新版が出来ました
　日常生活に関わる手続きや相談窓
口、防災・防犯に関する情報など、暮ら
しの便利情報をまとめた冊子「ふくお
か市生活ガイド」の平成30年度版=写
真=が出来ました。６月15日以降に、情
報プラザ（市役所１階）、各区役所、各
出張所などで希望
者に配布します。市
ホームページ（「ふく
おか市生活ガイド」
で検索）でもダウン
ロードできます。i

広報課a711-4016f 

732-1358
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2018（平成30）年6月15日 情報BOX9

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

しごと お知
らせ



映像ホール・シネラ７月上映一覧
渥美清特集
４日㈬ 拝啓天皇陛下様（２）
５日㈭ あいつばかりが何故もてる（11）、ブワ

ナ・トシの歌（２）
６日㈮ 喜劇 急行列車（11）、八つ墓村（２）
７日㈯ 沓掛時次郎 遊侠一匹（11）、白昼堂 （々２）
８日㈰ 拝啓天皇陛下様（11）、ブワナ・トシの歌（２）
11日㈬ 八つ墓村（２）
12日㈭ ブワナ・トシの歌（11）、白昼堂 （々２）
13日㈮ あいつばかりが何故もてる（11）、沓掛

時次郎 遊侠一匹（２）
14日㈯ 男はつらいよ（11）、八つ墓村（２）
15日㈰ 喜劇 女は度胸（11）、喜劇 急行列車（２）
16日

（月・祝）
男はつらいよ 寅次郎紅の花（11）、男
はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 
特別篇（２）

19日㈭ あゝ 声なき友（２）
20日㈮ 拝啓天皇陛下様（11）、男はつらいよ（２）
21日㈯ あいつばかりが何故もてる（11）、喜劇　

急行列車（２）
22日㈰ 沓掛時次郎 遊侠一匹（11）、喜劇 女

は度胸（２）
25日㈬ 男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの

花 特別篇（２）
26日㈭ あゝ 声なき友（11）、男はつらいよ 寅次

郎紅の花（２）
27日㈮ 白昼堂 （々11）、喜劇 女は度胸（２）
28日㈯ あゝ 声なき友（11）、男はつらいよ（２）

29日㈰
男はつらいよ 寅次郎紅の花（11）、男
はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 
特別篇（２）

　※(11)＝午前11時、(２)＝午後２時。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。h 
www.cinela.com

総合図書館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目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

園芸講座「ハーブの効用」
　ハーブやアロマオイルなどの植物材
料を使い、肌に優しいクリームやオイル
を作ります=写真。d７月18日㈬午後１
時半〜３時半c30人（抽選）y1,000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
６月15日〜７月４日

（必着）に同園へ。
ホームページで
も受け付けます。

博多祇園山笠展
　今年の山笠の各流の手拭いや昔の法
被を展示します。d６月26日㈫〜７月22
日㈰y200円、中学生以下無料
市観光ボランティアと巡る山笠見どころ	
ツアー
　「博多祇園山笠展」と山笠のビデオを
見た後、川端商店街の飾り山笠を見学。
桟敷席で櫛田入りの練習も見学します。
d７月10日㈫、11日㈬、14日㈯午後３時〜 
５時半c各日40人（先着）y1,000円、中
学生以下無料e電話で６月15日以降に
同館へ。

市民相談室 法律相談
　市役所と各区役所の市民相談室
で、弁護士による無料法律相談を実施
しています。t市内に住むか通勤・通学
する人 ※市民相談室法律相談、チケッ
ト法律相談のいずれかで１人年１回c

各７人（先着）y無料e電話で希望日の
１週間前（祝休日の場合は翌開庁日）
の午前９時以降に各問い合わせ先へ。
場所・問い合わせ先 実施日

市役所
a711-4019f733-5580 月〜水曜日
東区役所
a645 -1011f651-5097 木曜日
博多区役所
a419 -1013f452-6735 水曜日
中央区役所
a718 -1014f714-2141 金曜日
南区役所
a559-5010f562-3824 火曜日
城南区役所
a833-4010f844-1204 金曜日
早良区役所
a833-4308f846-2864 月曜日
西区役所
a895-7008f885-0467 木曜日

　※時間は午後１時〜４時。１人25分。

精神保健福祉センター 専門相談
　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a737-8829d 

①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

相 談
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。li同センター

（中央区舞鶴二丁目）a737-8825f 

737-8827
高齢者・障がい者のための無料法
律相談会

　成年後見制度や相続・遺言などの相
談に応じます。d①６月21日㈭②７月19
日㈭午前10時〜午後３時lあいれふ

（中央区舞鶴二丁目）i高齢者・障害者
安心サポートネットa737-2345（午前９
時〜午後５時）f737-0500y無料e希
望日の前日までに電話で予約を。
相続登記相談会①セミナー②無
料相談会

　不動産の相続登記や遺産相続の手
続きなど、相続に関するセミナーおよ
び相談会を開催します。d７月８日㈰
①午前11時〜午後０時半②午後０時
半〜３時半lJR博多シティ９階（博多
区博多駅中央街）i県司法書士会a 

722-4131f714-4234c①96人②60組
（いずれも先着）y無料e①不要②電
話かファクスで６月18日以降に同会へ。

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
二丁目 あいれふ３階）a716-3344f 

716-3394t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。

　※いずれも無料。ミラクルラボ体験
教室以外の申し込みは、電話かメール、
来所で６月15日午前10時以降に同施設
へ。
ミラクルラボ体験教室
　顕微鏡観察や工作など。開催日ごと
に内容が変わります。小学３年生以下は
保護者同伴。詳細はホームページで確
認を。d７月１日㈰、22日㈰、24日㈫、26
日㈭午後３時〜３時半c各25人（先着）
e当日午後１時から受け付け。
ラボで体験「花を分解！花のつくりを調	
べよう」
d７月14日㈯午前10時半〜11時t小学
１〜３年生（保護者同伴）c20人（先着）

８月の講座
y無料e電話かファクス、来所で７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）

介護ベッドを正しく使おう　８／１㈬
10:00〜12:00 20人

入浴用具の活用と足浴　リフトや
シャワーキャリーなどの入浴用具の
活用方法や浴槽への出入りを介助
する方法、「足浴」の知識・方法を学
びます。　８／４㈯10:00〜12:00

15人

ベッドの上でらくらく移動　８／８㈬
10:00〜12:00 20人

まもるーむ×マリンワールド	夏休み特	
別企画マリンサイエンスラボ「意外やイ
ガイの貝の話」
　実験を通してマリンワールドのスタッ
フから貝の生態を学びます。サメの歯や
皮の標本も触れます。小学３年生以下は
保護者同伴。d７月15日㈰午前10時半、
11時半、午後１時半から各30分程度c各
40人（先着）
特別講座「夏の植物観察会〜地行浜の
植物を観察しよう〜」
　浜辺や道端の植物を採取して観察し、
名前や花のつくりを学びます。d７月21
日㈯午前10時半〜正午t小学生以上

（小学生は保護者同伴）c25人（先着）

看（み）取りに向き合う　住み慣れた
家で生活できる「在宅介護」の支援体
制などの情報や事例を紹介します。
８／17㈮14:00〜16:00

40人

生活に役立つ動作介助「ベッド上で
位置を変える、寝返る」　８／24㈮
13:30〜15:30

25人

生活に役立つ動作介助「起き上がる・ 
立つ・座る」　８／31㈮13：30〜15:30 25人

植物園
〒810-0033 中央区小笹五丁目１-１
a522-3210	f522-3275
h http://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）

「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） 

まもるーむ福岡 （保健環境学習室）
〒810-0065 中央区地行浜二丁目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）

介護実習普及センター （ふくふくプラザ３階）
〒810-0062 中央区荒戸三丁目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

お住まいのマンションの管理規約
を診断します

　マンション管理士が、マンション管理
規約の適正性を診断します。d７月26
日〜10月11日の第２・４木曜日午後１時
〜３時l住宅相談コーナー（市役所３
階）i住宅計画課a711-4598f733-
5589t市内の分譲マンション管理組
合の役員（理事長、理事など）c各２組
合（先着）y無料e市ホームページに
掲載、または情報プラザ（市役所１階）、
各区情報コーナーで配布する申込書
を６月15日午前10時以降にファクスか
メールで同課へ。

生産緑地制度について
　４月から、市街化区域内農地を保全
する同制度の運用基準を緩和しまし
た。30年間農地として管理すること
などを条件に、固定資産税の軽減措
置が受けられます。１地区当たり500
平方㍍以上、農業従事者の年齢、営農
状況等要件あり。詳細は市ホーム
ページで確認するか問い合わせを。
i政策企画課a711-4841f733-5583
市自殺対策総合計画を策定しま
した

　【閲覧･配布】６月15日〜７月13日に
保健予防課（市役所12階）、情報公開室

（同２階）、情報プラザ（同１階）、各区情
報コーナー、各区保健福祉センター
で。市ホームページにも掲載。i同課
a711-4377f733-5535
土砂災害対策改修・移転等の費用
を助成します

　土砂災害特別警戒区域（レッドゾー
ン）に指定された区域内にある住宅
で、土砂災害に対する構造耐力上の

安全性を有していないものに対して、
改修・移転等の費用の一部を助成し
ます。要事前相談。詳細は市ホーム
ページに掲載。i建築指導課a711-
4573f733-5584
「日本フルートフェスティバルin福
岡」出演者を募集

　10月28日㈰に福岡シンフォニーホー
ル（中央区天神一丁目 アクロス福岡）
で開催するイベントでフルートを演奏
する出演者を募集（①ジュニア･アン
サンブル②フルート･オーケストラ）。
練習日は８〜10月の全６回（土日祝
日）。i日本フルートフェスティバルin
福岡 実行委員会事務局a080-3984-
5260t①小中高生②不問c①30人②
230人（いずれも先着）y①5,000円②
１万2,000円、学生9,000円eアクロス
福岡などで配布する申込書を郵送で
６月22日（必着）までに同委員会へ。
ホームページでも受け付けます。

監査結果を公表
　平成29年度第２期の定期監査と財
政援助団体等監査、平成28・29年度行
政監査の結果を５月17日発行の市公
報に掲載。市公報は情報プラザ（市役
所１階）、各区総務担当課、市総合図書館

（早良区百道浜三丁目）・各分館で閲覧
できます。市ホームページにも掲載。
i監査総務課a711-4704f733-5867
毎週末のイベント情報を紹介して
います

　週末に市内で開催されるイベント
や展示会等の情報を、市ホームペー
ジの「今週末のおでかけ情報」コー
ナーで紹介しています。掲載する情
報は毎週木曜日に更新。i広報課a 

711-4016f732-1358

立つ・座るの動作介助

情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年6月15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

相談お知
らせ



　※以下の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・年齢を書いて同施設へ。来所、
ホームページでも受け付けます。
女性の人生サポート講座「子どもがいる	
場合の離婚手続き」
　講師は弁護士の佐木さくら氏。個別
相談も可。d７月18日㈬午後１時半〜３
時半c40人（先着）y無料n６カ月〜小
学３年生（無料。10日前までに要予約）e

６月15日以降に同施設へ。
パパと子どものクッキング「目指せ！
お魚の達人！」
d７月22日㈰午前10時半〜午後１時半t 

共働き家庭の小学生の子どもとその父

親のペアc12組（抽選）y無料n６カ月
〜小学３年生（無料。申し込み時に要予
約）e７月６日までに同施設へ。

６・７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、会場は東体育館（東区香住ケ丘一
丁目）y①〜⑤無料⑥100円e①〜⑤不要⑥電話で７月１日以降に同館へ。

８月から始まる幼児絵画クラブと小学生絵画クラブの参加者を募集。
　締め切りは７月16日（必着）。料金や申し込み方法など詳細はホームページで確認を。

　※以下の申し込みは往復はがき、ファ
クスで実施日の２週間前までに同公園
へ。ホームページでも受け付けます。い
ずれも空きがあれば当日も受け付け可

（費用は100円増し）。
ジュニア釣り体験教室（初心者向け）
d７月26日㈭、27日㈮午前９時〜午後１時
t小学生（保護者同伴。入園料200円が
必要）c各25人（抽選）y1,000円
ファミリー五目釣り大会
d７月29日㈰午前６時〜10時t小中学
生を含む家族c80人（抽選）y大人200
円、小中学生100円（釣り台使用料別）

⑤古布でぞうり作り　
７／14㈯10:00〜13:00　200円

10人
（抽選）

⑥エコクッキング（冷麺など）　
７／15㈰10:00〜13:00　500円

10人
（抽選）

⑦包丁研ぎ講座　
７／19㈭10:00〜12:00　無料

５人
（抽選）

⑧おもちゃの病院　７／22㈰10:00
〜14:00　無料（部品代別）

10人
（先着）

⑨木製のまな板削り　
７／26㈭、28㈯10：00〜16：00　無料

各12人
（先着）

⑩親子でリサイクルせっけん作り　
７／31㈫10:30〜12:00　100円

５組
（抽選）

　※以下の展示・販売は、最終日は午後
５時まで。７月４日㈬、11日㈬は開館。14
日㈯は午前10時から翌15日㈰午前８時
まで営業（入館は午前７時半まで）。15
日の追い山笠後は朝食の販売もあり。
博多祇園山笠　博多の伝統工芸とみや
げ展
　山笠にまつわる博多人形や博多織、
山笠限定グッズなどを展示･販売。d６
月21日㈭〜７月３日㈫ ※山笠限定グッ
ズは７月15日㈰午前８時まで販売。y入
場無料
博多人形･博多の祭り展
　「博多の祭り」がテーマの博多人形を
展示。d７月５日㈭〜17日㈫y無料

　※以下の申し込みは、はがきかファク
スで６月15日〜30日（必着）に同館へ。来
所でも受け付けます。
オハヨガ
d７月19日〜９月20日の木曜日午前10
時〜11時（連続講座）t18歳以上c20人

（抽選）y7,000円
夏休み子どもスイミング
d７月23日㈪〜31日㈫午前10時〜11時
15分（28日、29日を除く連続講座）t顔を
水につけてバタ足のできる小学１〜３年
生c10人（抽選）y3,900円

星空観察会（スターウオッチング）
　せふり天文台で、金星、木星と春〜夏
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。d６月30日㈯ 
午後７時45分〜９
時15分（入場は９時 
まで）t自家用車
などで直接来所で
きる人y無料e不
要

初心者ヨット教室
　座学と実技を行います。d６月23日
㈯、24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e来所で６月15日以降に申し込みを。
ホームページでも受け付けます。

　※時間など詳細はホームページで確
認するか博多座電話予約センター（a 

263-5555f263-3630）に問い合わせを。
　※チケットは６月30日正午以降に電話
で予約を。ホームページでも購入でき
ます。７月１日午前10時以降は博多座チ
ケット売り場でも販売。
博多座落語桂米朝一門会
d８月21日㈫午後１時〜t小学生以上y 
Ａ席7,000円、特Ｂ席6,000円、Ｂ席5,000円
Ｃ席3,000円
「極」ＫＩＷＡＭＩ　古典芸能の世界
d８月30日㈭午前11時〜、午後３時半〜t

小学生以上yＡ席１万2,000円、Ｂ席9,000 
円、Ｃ席4,000円

内容 日時 定員 対象
①マリンバコンサート ６／23㈯12：00〜12：30 ― 幼児〜高校生
②ふれあいひろば ６／24㈰14:00〜15:00 ― 幼児〜高校生
③あいくるがやってくる！ ６／27㈬10：00〜12：00 ― ２歳以上の幼児
④みんなであそぼう ７／１㈰13:30〜14:30 ― 小中高生
⑤たなばた会 ７／７㈯10：00〜16：00 ― 小中高生
⑥おもちゃ病院 ７／15㈰10：00〜14:00 20人（先着） 幼児〜高校生
　※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。

内容・日時 定員
①パッチワーク教室　７／３〜９／18の原則火曜日13:00〜16:00（連続講座） 12人（抽選）
②一閑張（いっかんばり）　７／５㈭、12㈭、19㈭13:00〜16:00（連続講座） 15人（抽選）
③初心者向け袖なしトップス作り　７／13㈮、20㈮、27㈮13:00〜16:00（連続講座） 15人（抽選）
④ワークショップ祭り　７／16（月･祝）10:00〜15:00 ―
⑤フリーマーケットの出店　７／16（月･祝）10:00〜14:00 16区画（抽選）
⑥ハーブ入りリサイクルせっけん作り　水曜日10:30〜11:30 各10人（先着）
⑦牛乳パックで紙すき体験　毎日10:30〜15:00の30分程度 ―
⑧古布でつるし飾り　毎日10:30〜15:00の30分程度 ―

７月の催し
　一部講座で材料の持参が必要。t①②③⑥⑦⑧市内に住むか通学・通勤する人
④不問⑤販売業者を除く20歳以上y①1,500円②③500円④100円〜500円⑤〜⑧
無料e①〜③はがきかファクス、来所で６月①②21日③28日（必着）までに同施設へ。
当選者のみ通知。④不要⑤往復はがきかファクスで６月28日（必着）までに同施設へ。
⑥〜⑧電話かファクス、来所で⑥希望日の３日前までに⑦⑧随時同施設へ。

　※以下の申し込みはホームページで
も受け付けます。中学生以下は保護者
同伴。
ライトトラップで虫さがし体験
　夜の園内で明かりを使ったわなに集
まる昆虫を観察します。※当日臨時バ
スはありません。d７月14日㈯午後７時
〜９時t５歳以上c30人（抽選）y200円
e往復はがき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22日

（必着）までに同施設へ。
油山十六景めぐり（白波の滝コース）
　油山十六景の史跡、景勝地の一部を
巡る軽登山です。d７月16日（月・祝）午前
９時半〜午後１時c50人（抽選）y200円
e往復はがきに参加者全員の応募事項
を書いて、７月６日（必着）までに同施設

７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。⑩は小学生
以上と保護者e①②④〜⑦⑩往復はがきかファクスで①②６月28日④７月２日⑤７
月４日⑥７月５日⑦７月９日⑩７月21日（必着）までに同施設へ。①②⑥⑦はホーム
ページでも受け付けます。③⑧⑨電話で７月１日以降に同施設へ。

へ。
沢の生きもの観察会
　カゲロウなどを観察します。d７月29
日㈰午前10時半〜午後１時t小学生以
上c40人（抽選）y200円e往復はがき
に代表者の応募事項と参加者全員の氏
名・年齢を書いて７月６日（必着）までに
同施設へ。
森のおはなし会と夏のいきものたんけ
んたい
　森で絵本の読み聞かせと生き物探し
をします。d７月29日㈰午後２時〜３時半
c30人（抽選）y200円e往復はがきで７
月６日（必着）までに同施設へ。

内容・日時・料金 定員
①がま口小銭入れ作り　
７／８㈰10:00〜13:00　450円

12人
（抽選）

②ハーブ講座（ポプリ作りとバジル
パスタの試食）　
７／８㈰10:00〜13:00　500円

15人
（抽選）

③傘の修理　７／12㈭、22㈰10:00
〜13:00　無料（部品代別）

各６人
（先着）

④卓上機で裂き織り　
７／12㈭10:00〜13:00　500円

10人
（抽選）

臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）
〒812-0051 東区箱崎ふ頭四丁目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）

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）

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/

中央児童会館「あいくる」
〒810-0021 中央区今泉一丁目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）

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
月は火曜日も開園）

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）

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

市民体育館
〒812-0045 博多区東公園８-２
a641-9135	f641-9139
o午前９時〜午後10時（プールは午
後９時まで）x毎月第３月曜（祝休日
のときは翌平日）

アミカス（男女共同参画推進センター）
〒815-0083 南区高宮三丁目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）

昨年の同教室

背振少年自然の家
〒811-1113 早良区板屋530
a804-6771	f804-6772
hwww.fukuoka-shizennoie.jp/ 
利用受付時間　午前9時〜午後5時

ヨットハーバー
〒819-0001 西区小戸三丁目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）

インストラクターが同乗して指導しますせふり天文台の主鏡

▲

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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