
あにまるぽーと･ふくおかどうぶつ相談室

　①「わんにゃんサマースクール」獣医師から犬猫についての話を聞いたり飼育
を体験したりします。②「夏休み教室 人と犬は親友になれる」犬との接し方のこ
つについてプロドッグトレーナーから学びます（犬の同伴不可）。d①７月22日
㈰、25日㈬、８月５日㈰午前９時半〜11時半②７月26日㈭、８月９日㈭午後２時〜４
時li①あにまるぽーと（東区蒲田五丁目）a691-0131f691-0132②同相談室

（西区内浜一丁目）a891-1231f891-1259t市内に住む小学生と保護者c①各
５組②各20人（いずれも先着）y無料e電話で７月①５日以降にあにまるぽーと
へ。②２日午前８時半以降に同相談室へ。

催 し

　※曜日・時間帯によって、休日加算、時間外加算、深夜加
算があります。医療機関によっては、診療時に保険が利か
ない費用（特定療養費等）がかかる場合がありますので、
各医療機関に問い合わせを。

夜間・休日急患診療 急患診療は、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。

●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。
　※７月18日㈬は百道浜地区花火大会のため、渋滞や交通
規制にご注意ください。

●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（７月前半の日曜日）
７月１日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001

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
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
７月８日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早五丁目11-５）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
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
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511

７月15日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811

7/

10
●火

2博多祇園山笠奉納仁
に わ か

和加

　「一口にわか」や「掛け合いにわか」、博多小学校の子どもたちによる
「子どもにわか」などで山笠を盛り上げます。d午後５時半〜７時10分

l櫛田神社（博多区上川端町）i博多仁和加振興会事務局（福岡観光
コンベンションビューロー内）a733-5050f733-5055y無料e不要

7/

14
●土

3花畑園芸公園　園芸講座〜雨
あめにわ

庭のあるくらし〜

　雨水を活用した庭づくりを学びます。d午後１時半〜３時半li同
公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-3754c50人（先着）y無料
e電話かファクスで７月７日以降に同公園へ。

7/

14
●土

3楽水園　ハーバリウム作り教室

　ガラス瓶の中にオイルとドライフラワーを入れて、飾り物を作りま
す。作品は持ち帰り可。抹茶サービス付き。d午後１時半〜３時li同
園（博多区住吉二丁目）a・f262-6665c10人（先着）y2,000円e電話
かファクス、メール（mail-otoiawase@rakusuien.net)で７月１日以降に同
園へ。

7/

18
●水

2シーサイドももち花火ファンタジア FUKUOKA

　地行浜エリア自由席の無料招待券を進呈（地行浜エリアの一部・百
道浜エリアは有料）。小学生以下は保護者同伴。荒天時は７月19日㈭
開催。当日は午後６時半〜10時に百道浜一〜四丁目で交通規制を行
います。d午後７時半〜９時（開場は４時）lシーサイドももち海浜公園

（中央区地行浜二丁目、早良区百道浜二丁目、四丁目他）i花火ファン
タジア事務局a844-7011f844-8835t市内に住む人c500組1,000人

（抽選）e郵送（〒814-0001早良区百道浜２-３-８ ＲＫＢ放送会館４階ＲＫＢ
ミューズ内）で応募事項を書いた紙と返送先の住所・氏名を書き、82
円切手を貼った長３型封筒を同封して７月６日（必着）までに同事務局
へ。有料席はチケットプレイガイドで販売。
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19
●木

3赤煉
れ ん が

瓦夜話
「名作を読む鍵〜太宰治作品のメカニズムと響き〜」

　講師は福岡女学院大学教授の大國眞希氏。d午後６時半〜８時l

市文学館（市赤煉瓦文化館内 中央区天神一丁目）i市総合図書館文
学・文書課a852-0606f852-0609c50人（抽選）y無料e電話かファク
ス、メール（library-bungaku.BES@city.fukuoka.lg.jp）で７月10日までに
同課へ。落選者のみ通知。

7/

19
●木

4外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　ジンバブエのブラワヨ出身で九州大学のジュバ・サイモンさんが日
本語で話します。d午後６時半〜８時li福岡よかトピア国際交流財団

（博多区店屋町 市国際会館）a262-1799f262-2700c50人（先着）y 

500円（外国人学生は無料）e電話かファクス、メール（attaka@rainbow
fia.or.jp)、来所で７月１日以降に同財団へ。

7/

19
●木

4URC（福岡アジア都市研究所）都市セミナー
「住みやすく働きやすい都市“福岡”のしくみを考える」

　市の施策や今後の展望に関する講演と同研究所の成果報告など。
d午後１時半〜４時半lアジア美術館あじびホール（博多区下川端町 
リバレインセンタービル）i同研究所a733-5686f733-5680c100人

（先着）y無料e７月１日以降ホームページに掲載、または情報プラザ
（市役所１階）で配布する申込書をファクスかメールで同研究所へ。

7/

20
●金
他

2市営納涼船

　博多湾内を周遊します。d７月20日㈮〜８月31日㈮の金・土・日曜日、
８月13日㈪、14日㈫、15日㈬午後７時〜８時15分l集合は博多旅客待
合所（博多区築港本町 ベイサイドプレイス博多）i客船事務所a291-
1085f281-5329c各日150人（先着）y中学生以上1,000円、１歳〜小
学生500円（小学生未満は、大人１人につき１人無料）e電話（午前９時
〜午後６時）で７月５日以降に同事務所へ。

7/

21
●土

3ベジフルクッキング

　旬の野菜を使って料理を作ります。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）y 

1,000円eはがき（〒813-0019東区みなと香椎３-１-１-201）かメール（bra
nd.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）で７月７日（必着）までに同施設へ（１人１
通）。６月25日以降ホームページでも受け付けます。当選者のみ７月９
日に通知。

福岡市政だより
2018（平成30）年7月1日 情報BOX15

d＝日時、開催日、期間　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金、費用　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール
h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日　　　　福岡市ホームページ　www.city.fukuoka.lg.jp/ 福岡市 検索

※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



Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

　詳細はホームページで確認を。lあすみん（中央区今泉一丁目）iアラカン
フェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081y各500円e電話かファクス、
メール（info@r60festa.jp）で７月１日以降に同事務局へ。

内容 日時 定員
（先着）

暮らしに活（い）かすコーチング＆まわしよみ新聞 ７／19㈭10:30〜12:30 30人
夢の種をみつけよう「ドリームマップR」〜プチバー
ジョン〜 ７／19㈭14:00〜16:00 20人

子どものヤル気を引き出す「魔法の質問」 ７／30㈪12:30〜14:30 20人
コミュニケーションと片づけの法則 ７／30㈪15:00〜16:30 30人

催 し

海づり公園　①「親子で体験フィッシングスクール」
②「ジュニア釣り大会」

d８月①２日㈭、３日㈮午前９時〜午後１時②５日㈰午前７時〜11時li同公園
（西区小田）a809-2666f809-2669t①釣り初心者の小学生と保護者②小中学生
（保護者同伴）c①各35人②80人（いずれも抽選）y①500円②100円（いずれも
釣り台利用料別）e往復はがき（〒819-0203西区小田池ノ浦地先）かファクスで７
月①13日②27日（いずれも必着）までに同公園へ。ホームページでも受け付けま
す。②は空きがあれば当日も受け付け可（料金は100円増し）。

催 し

7/

21
●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）a504-5333f586-5388 
t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７月１日以降に同ゴルフ場へ。

7/

21
●土

3おやこクッキング教室

d午前10時〜午後１時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管理係a731-2932f731-2934t一人親家庭の小 
学生と保護者のペアc10組（抽選）y１組1,000円e電話かファクスに
参加者全員の応募事項を書いて７月１日〜12日に同係へ。当選者のみ
通知。

7/

21
●土
他

3市ヨットハーバー　親子クルーザー体験セーリング

d７月21日㈯、28日㈯午前10時〜正午、午後１時半〜３時半li市ヨッ
トハーバー（西区小戸三丁目）a882-2151f881-2344t市内に住む小
学生以上と保護者c各回25人（先着）y１人600円e７月１日以降ホー
ムページで受け付けます。来所でも受け付け可。

7/

22
●日

2東図書館 「文学座俳優による朗読会」

　『アラビアンナイト』を朗読します。d午前11時〜正午lなみきスク
エア（東区千早四丁目）i同図書館a674-3982f674-3973c60人（先
着）y無料e７月７日午前９時から同図書館カウンター（なみきスクエ
ア内）で整理券を配布。

7/

22
●日

2博多湾の生き物を見てみよう

　シーサイドももち海浜公園（中央区地行浜二丁目）で地引き網を引
いて、博多湾の生き物を観察します。d午前10時〜午後１時l集合は
まもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）i環境共生実行委員会・馬場
﨑a090-5727-8219f642-4598t小中学生と保護者c50人（先着）y

無料eファクスかメール（m.babasaki@gmail.com)に代表者の応募事項
とメールアドレス、参加者全員の氏名と年齢（小中学生は学年も）を書
いて７月１日以降に同委員会へ。１通５人まで。

7/

22
●日
他

3市博物館　「蒙古襲来」史跡めぐりマップを作ろう

　蒙古襲来について学んだ後、史跡を巡りオリジナルの地図を作りま
す。d７月22日㈰、８月19日㈰午前10時〜午後４時li同館（早良区百
道浜三丁目）a845-5011f845-5019t小学４〜６年生と保護者のペア
c各16組（先着）y1,000円e往復はがき（〒814-0001早良区百道浜３-
１-１）に参加者全員の応募事項と希望日を書いて７月１日以降に同館

「夏休み親と子のワークショップ係」へ。

7/

24
●火

3緑のコーディネーターによる体験講座「ハーバリウム」

　ガラス瓶の中にオイルとドライフラワーを入れて飾り物を作り、持
ち帰ります。d午後２時〜４時l城南市民センター（城南区片江５丁
目）i市緑のまちづくり協会みどり課a822-5832f822-5848c20人（抽 
選）y1,500円eはがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクスで
７月10日（必着）までに同課へ。ホームページでも受け付けます。

7/

24
●火
他

2親子で博多港に出かけてみよう〜港と倉庫探検ツアー〜

　博多港の物流基地（穀物などの貯蔵槽や自動化倉庫）を大型バスで
見学。d７月24日㈫、25日㈬午後１時〜４時40分l集合・解散はベイサ
イドミュージアム（博多区築港本町）i県倉庫協会a291-8957f291-
3099t小中学生と保護者c各30人（抽選）y無料eはがき（〒812-0034 
博多区下呉服町１-１ ３階）に代表者の応募事項と希望日、参加者全員
の氏名、年齢（小中学生は学年も）を書いて７月10日（必着）までに同協
会「港と倉庫の見学会」係へ。当選者のみ通知。

7/

24
●火
他

2自由研究にもおすすめ 親子水道施設見学会

　①海水淡水化施設「まみずピア」（東区奈多）と多々良浄水場（粕屋
郡粕屋町）②③江川ダム（朝倉市）と乙金浄水場（大野城市）を見学し
ます。②③は各自昼食持参。d①７月24日㈫午後０時半〜５時半②８月
８日㈬③23日㈭午前８時40分〜午後５時20分l集合・解散は市水道局

（博多区博多駅前一丁目）i水道局総務課a483-3139f482-1376t

市内に住む小学生以上と保護者c①80人②③各40人（いずれも抽選）
y無料eはがき（〒812-0011博多区博多駅前１-28-15）かファクス、メー
ル（suidou-kengaku@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事項と昼間連
絡が可能な電話番号、参加者全員の氏名・年齢、希望日を書いて７月
①６日②③20日（必着）までに同課へ。１通５人まで。

7/

25
●水
他

3さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）　
①中高生スポーツ教室②中高生水泳教室

d７月25日㈬〜27日㈮、８月８日㈬〜10日㈮の連続講座①午前10時〜
11時半②午後０時半〜２時li同プラザ（南区清水一丁目）a511-
1132f552-3447t知的障がいのある中高生c各15人（先着）y無料
eファクスか来所で７月１日以降に同プラザへ。

7/

26
●木

2みんなで学ぼう 食品工場見学会（食用油脂の製造工場）

d午後１時20分〜４時半l理研農産化工福岡工場（東区箱崎ふ頭六
丁目）。集合・解散は東区保健福祉センター（東区箱崎二丁目）i東区
衛生課a645-1111f645-1114t市内に住む小学４〜６年生と保護者
のペアc10組（抽選）y無料eはがき（〒812-8653住所不要）に参加者
全員の応募事項を書いて７月１日〜13日（消印有効）に同課へ。

7/

26
●木

2キャッシュレスＦＵＫＵＯＫＡフェア
〜身の丈ＩＴでチャレンジを始めよう〜

　「QRコード決済」など現金を使わずに支払いができる方法等を紹
介。講演もあり。d午後１時〜６時lアクロス福岡（中央区天神一丁
目）i福岡中小企業元気都市推進事業実行委員会事務局moffice@
bipa.or.jpt中小企業経営者、士業、金融関係者などy無料eホーム
ページの専用フォームで受け付けます。当日も受け付け可。

催し情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年7月1日 14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



市科学館ドームシアター

liドームシアター（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-2530　詳細はホー
ムページで確認を。【①②STARRY NIGHT JAM（スターリーナイトジャム）】①「夏休
みスペシャル ドームシアター全天周映像祭り」②「夏の暑さも笑いでふっとばせ 
星のお兄さんプラネタリウムショー」d８月①４日㈯②18日㈯午後４時〜４時50
分、５時半〜６時20分c各回220人（先着）y中学生以上1,000円、小学生以下500円

（座席を必要とする未就学児はチケットが必要）e７月①11日②25日の午後４時
以降に同館３階チケットカウンターでチケットを販売（１人５枚まで）。インターネッ
トで購入できる電子チケットもあります。【③「月のある風景」画像を募集】e応募
事項とコメントを書いたメール（d-post@fukuokacity-kagakukan.jp)に写真を添付
して７月31日までに同館へ。

催 し

7/

27
●金

2こども 水たんけん隊

　五ケ山ダム（那珂川町）見学や枝打ちなどの育林体験を通して、水
と森林の関係を学びます。d午前８時半〜午後５時l集合・解散は市
水道局（博多区博多駅前一丁目）i流域連携課a483-3194f483-3252 
t市内に住むか通学する小学４〜６年生と保護者c40人（抽選）y無
料eはがき（〒812-0011博多区博多駅前１-28-15）かファクス、メール

（ryuiki.WB@city.fukuoka.lg.jp）で７月11日（必着）までに同課へ。

7/

27
●金
他

3老人福祉センター長生園「ふれあい博多人形教室」

　博多人形師から、おはじきやひねり人形作りを学びます。連続講座。
d７月27日㈮、８月10日㈮午前９時半〜11時半li同園（博多区千代一
丁目）a641-0903f641-0907t市内に住む小中学生（保護者の参加可）
c20人（先着）y無料e電話かファクス、来所で７月１日以降に同園へ。

7/

28
●土

3立花寺緑地リフレッシュ農園　
ワイングラスを使ってキャンドル作り

d午前10時〜正午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f 

587-0883t５歳〜小学生（未就学児は保護者同伴）c20人（先着）y 

500円e電話で７月３日午前10時以降に同農園へ。

7/

28
●土

2アジア最大級客船「Q
ク ァ ン タ ム

UANTUM O
オブ

F T
ザ

HE S
シ ー ズ

EAS」船内見学会

　外国船のため、７月28日現在有効なパスポートが必要。d午前９時
半〜11時半l集合はクルーズセンター（博多区沖浜町）iクルーズ課
a711-4559f733-5901t市内に住むか通勤・通学する人。18歳未満は
20歳以上の同伴が必要c50人（抽選。１組４人まで）y無料eファクス
かメール（cruiseship.EPB@city.fukuoka.lg.jp)に参加者全員の応募事
項と代表者のメールアドレスを書いて７月10日までに同課へ。抽選結
果はメールで通知。

7/

28
●土
他

3博多工業高等学校　親子ものづくり教室

　同高校の生徒が指導し①ログハウス貯金箱②木製筆立て③回転ア
ニメーション④こま⑤ロボット⑥燃料電池自動車を作ります。d７月①
28日㈯午前９時半〜11時半②28日㈯正午〜午後２時③28日㈯午後２
時半〜４時半④29日㈰午前９時半〜11時半⑤29日㈰正午〜午後２時
⑥29日㈰午後２時半〜４時半l市役所１階多目的スペースi同高校
a862-6575f862-8346t小学４〜６年生と保護者のペアc各10組（抽
選）y１組100円e往復はがき（〒814-0155城南区東油山４-20-１）に参
加者全員の応募事項と希望講座名（第２希望以降も記入可）を書いて
７月１日〜20日（必着）に同高校へ。

7/

29
●日

2かなたけの里公園　夏の里山観察会〜バッタ編〜

　原っぱと水辺で生き物を探す観察会。d午前10時〜正午li同公園
（西区金武）a・f811-5118c30人（抽選）y無料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７月１日〜15日（消印有効）に同公園へ。１世帯１通。

7/

29
●日
他

3シュノーケリングで博多湾のいきものを見てみよう

　プロのダイバーと海に潜って生き物の観察をし、水中映像を使った
学習をします。d７月29日㈰、８月７日㈫午前９時〜午後１時lまもるー
む福岡（中央区地行浜二丁目）他i地行浜いきものプロジェクト実行
委員会a407-6970t小学４〜６年生（保護者同伴）c各20人（先着）y

無料eメール（jigyohama.ikimono@gmail.com)に応募事項と希望日を書
いて７月１日以降に同実行委員会へ。

7/

30
●月

2アクロス･ランチタイムコンサート　
ウィーンの時間はゆったりと

　ウィーン・Ｖ．ルジェリウス・ピアノ三重奏団が、ヨハン･シュトラウス２
世の｢美しく青きドナウに」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。

7/

31
●火
他

3市消費生活センター　夏休みくらしに役立つ親子講座

　①「親子で学ぶお金の話〜物やお金の大切さを楽しく学ぼう〜」貯
金箱作りもあります。②「親子ＬＥＤ工作教室〜あかりについて楽しく
学ぼう〜」ＬＥＤ（発光ダイオード）ランプを作ります。d①７月31日㈫午
後１時半〜３時②８月９日㈭午前９時40分〜11時40分、午後１時半〜３
時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i同センターa712-2929f712-
2765t市内に住む①小学３〜６年生と保護者②小学生と保護者のペ
アc①24組②各回20組（いずれも先着）y無料n１歳〜就学前（先着
順。無料。要予約）e電話かファクスに応募事項と希望日・時間、託児
希望者はその旨を書いて７月５日以降に同センターへ。①②の重複応
募不可。

8/

1
●水

4博多ガイドの会　
講演会「庶民目線の古文書で見た江戸期の山笠」

d午後２時〜４時l博多区役所（博多区博多駅前二丁目）i博多区企
画振興課a419-1012f434-0053c50人（先着）y300円e電話で７月２
日午前９時以降に同課へ。

8/

3
●金

2夏休み博多港親子見学会

　市営渡船「きんいん３」に乗って船上から博多港を見た後、貸し切り
バスでアイランドシティ各所を見学。詳細は問い合わせを。d午後０時
半〜４時40分l集合・解散はベイサイドプレイス博多（博多区築港本
町）i博多港ふ頭a663-3111f663-3114t小学３〜６年生と保護者（１
組４人まで）c80人（抽選）y無料eホームページに掲載の申込書を
ファクスかメールで６月25日〜７月11日に問い合わせ先へ。当選者の
み通知。

8/

4
●土

2ふくふくプラザ　バリアフリー映画上映会
「すれ違いのダイアリーズ」

　日本語字幕、副音声付き。d午前10時〜11時55分l同プラザ（中央
区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会総務課管理係a731-2932f731-
2934c200人（先着）y無料e電話かファクスに応募事項と参加人数
を書いて７月１日以降に同係へ。

8/

4
●土

2「漁船でGo！志賀島」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志賀島支所駐車場（東区志賀島）
i同組合a881-4300f883-1740t小学４年生以上の子どもと60歳未満 
の保護者c20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24日（必着）までに同組合
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
2018（平成30）年7月1日 情報BOX13 講演



介護実習普及センター

li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361t①③〜⑥不問②
小中学生（小学３年生以下は保護者同伴）y①③〜⑥無料②250円程度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）

①すぐに役立つ介護講座 ８／７㈫10：00〜16：00 25人
②自助具製作教室（手が届かない所の物を引き
寄せる「リーチャー」を作ります） ８／11（土・祝）14:00〜16:00 10組

③お互いの負担を軽くするリフト移乗 ８／15㈬10:00〜12:00 20人
④心地よい排泄（はいせつ）のために ８／18㈯10:00〜12:00 15人
⑤安全な入浴の工夫 ８／22㈬10:00〜12:00 20人
⑥家庭でできるフットケア ８／27㈪14:00〜16:00 40人

講座・教室

埋蔵文化財センター

　①「収蔵庫暗闇ツアー」発掘調査によって出土した遺物120万点を保管してい
る同センターの収蔵庫を、ちょうちんを持って探検します。②「子ども考古学教
室」鋳型に金属を流し込み、鏡を作ります。d８月①４日㈯午前10時〜正午、午後
１時〜４時②18日㈯午前10時〜正午、午後２時〜４時li同センター（博多区井
相田二丁目）a571-2921f571-2825t①不問（未就学児は保護者同伴）②小中
学生（小学生は保護者同伴）c①午前＝15組、午後＝25組（抽選。１組８人程度ま
で）②各回30人（抽選）y無料e往復はがき（〒812-0881博多区井相田２-１-94）に
応募事項と希望日時、①は参加者全員の名前も書いて７月９日〜①20日②27日

（いずれも消印有効）に同センターへ。

催 し

8/

4
●土

3親子 食と農の体験教室「オクラの収穫体験と料理教室」

　料理教室はオクラのピザと、西区北崎産のスイカを使ったデザート
を作ります。d午前９時〜午後２時45分l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７月13日（必着）までに同課へ。

8/

7
●火

2ありがとう「水」ふれあい交流会

　筑後川流域の小学生と、海水淡水化施設「まみずピア」とマリンワー
ルド海の中道を見学し、福岡タワーで交流会を行います。昼食付き。d

午前９時15分〜午後５時半l集合・解散は市役所i福岡都市圏広域行
政事業組合事務局a733-5004f733-5005t福岡都市圏に住む小学５・
６年生 ※保護者の参加は原則不可c40人（抽選）y無料eはがき（〒 
810-8620住所不要）かファクス、メール（fvgv9840@mb.infoweb.ne.jp）に
参加者全員の応募事項を書いて７月20日（必着）までに同事務局へ。

8/

7
●火
他

3こころの病 家族講座

　テーマは、統合失調症の①症状と治療について②家族の対応につ
いて③当事者の話。d①８月７日㈫②９月６日㈭③10月２日㈫午後１時
半〜３時半l博多区保健福祉センター（博多区博多駅前二丁目）i博
多区健康課a419-1092f441-0057t統合失調症の人の家族・支援者
などc30人（先着）y無料e電話かファクスで７月２日以降に同課へ。

8/

8
●水

2夏休み下水道たんけん隊

　博多区の山王雨水調整池（地下神殿）や水処理センター、下水道工
事現場の見学。d午前９時45分〜午後４時ごろl集合・解散は市役所
i施設管理課a711-4516f711-1875t市内に住む小学３〜６年生と保 
護者（１組５人まで）c100人（抽選）y無料eはがき（〒810-8620住所不
要）かファクス、メール（shisetsukanri.RSB@city.fukuoka.lg.jp）に参加
者全員の応募事項を書いて７月10日（消印有効）までに同課へ。市
ホームページでも受け付けます。

8/

8
●水
他

2雁の巣レクリエーションセンター　
スポーツを楽しもう サマーキャンプ in 雁の巣

　野球、サッカー、テニスなどさまざまなスポーツを体験するイベン
ト。d８月８日㈬午前10時〜９日㈭午後３時（１泊２日）li同センター

（東区奈多）a606-3458f607-9057t小学４〜６年生c40人（抽選）y 

4,000円e往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）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７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。

8/

9
●木
他

3視覚障がい者のための音訳（朗読）ボランティア養成講座

d８月９日〜９月６日の木曜日午後１時半〜３時半（連続講座）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講座修了後にボランティア活動ができ
る人c20人（抽選）y1,000円e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸
３-３-39）、ファクスで７月20日（必着）までに同センターへ。

8/

10
●金
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講座。ワードを使って、案内状やカレン
ダーなどを作ります。d８月10日㈮、12日㈰、14日㈫、15日㈬午前９時
半〜正午、午後１時半〜４時（連続講座）li老人福祉センター福寿園

（西区今宿青木）a・f891-2727t市内に住む60歳以上（過去受講者を
除く）c20人（抽選）y2,376円e来所で７月27日まで（月曜日を除く）に
同園へ。

8/

12
●日

3スポーツ体験塾「ヨット・シーカヤック教室」

d①午前10時〜午後０時半②午後１時半〜４時l市ヨットハーバー（西 
区小戸三丁目）i市スポーツ協会事業課a645-1233f645-1220t①
小学生と保護者②小学生c各40人（抽選）y無料eホームページで７
月１日〜14日に受け付けます。

8/

17
●金

2友泉亭公園　夏休みチビッ子スケッチ大会

　日本庭園をスケッチし、園内に展示します。d午前10時〜正午li

同園（城南区友泉亭）a・f711-0415t小学生c30人（先着）y無料（入
園料別）e電話で７月１日午前９時以降に同園へ。

8/

18
●土

2アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　夏の昆虫採集

d午前10時〜正午li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f 

661-8020t小学生以下（小学３年生以下は保護者同伴）c30人（先着）
y無料（入館料別）e電話で７月18日以降に同公園へ。

8/

18
●土
他

3親子体験食味学習会「おいしい夏休みを体験しよう」
①和食のマナー ②茶道体験

d８月①18日㈯②29日㈬午前11時半〜午後２時li料亭 嵯峨野＜さ
がの＞（博多区住吉二丁目）a271-5745f271-5748t小学３年〜高校
生と保護者のペアc①10組②５組（いずれも先着）y１人3,500円e電
話かファクスで７月１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。

9/

3
●月
他

3福岡日英協会　英会話講座（連続講座）

　初級（月・水）・中級（火・木）・上級（金）コース。詳細は問い合わせを。
d９月３日㈪〜11月30日㈮の週１回、午後６時半〜８時l博多座西銀ビ
ル13階（博多区下川端町）i同協会a476-2155f476-2634y２万円（テ
キスト代別）e電話で同協会へ。先着順。

催し催し情報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



食品衛生月間（８月）の催し

　いずれも抽選。y無料e①④⑤⑧往復はがき②⑥往復はがきかファクス、メ 
ール③⑦はがき⑨はがきかファクスで７月13日（①②必着③〜⑨消印有効）まで
に下表の各問い合わせ先へ。会場など詳細は問い合わせを。

内容 日時 対象・定員 問い合わせ・申込先

①みんなでつくろう　
手打ちそば

８／２㈭
10:00〜
13:00

小中学生と保
護者10組（１組
３人まで）

早良区衛生課
（〒814-0006早良区百道１-18-18）

a851-6609f822-5733

②夏野菜の手作りピザ 
教室

８／２㈭
10:00〜
13:00

小学生と保護
者のペア16組

南区衛生課
（〒815-0032南区塩原３-25-３）

a559-5162f559-5149meisei.
MWO@city.fukuoka.lg.jp

③キミも和菓子職人 　
〜動物だって作れるも
ん〜

８／２㈭
13:30〜
16:00

小学生と保護
者のペア12組

中央区衛生課
（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）

a761-7356f761-8280
④プロの味に挑戦 　 家
庭でできるおいしい餃
子（ギョーザ）づくり

８／６㈪
10:00〜
15:00

小中学生と保
護者のペア15
組

博多区衛生課
（〒812-8514博多区博多駅前２- 
19-24）a419-1126f434-0007

⑤初めてでも失敗しな
いパン作り

８／６㈪
13:30〜
16:30

小学生と保護
者のペア10組

西区衛生課
（〒819-0005西区内浜１-４-７）

a895-7095f891-9894

⑥挑戦　 鮮魚市場の食
品Gメン〜魚種鑑別と
食品検査〜

８／７㈫、 
９㈭13:00 
〜 15:30

（全２回）

小学５・６年生
12人

市食品衛生検査所鮮魚市場係
（〒810-0072中央区長浜３-11-３）

a711-6440f711-6439mshoku 
hin.PHWB@city.fukuoka.lg.jp

⑦みんなで作ろう　 手
作りみそ

８／７㈫
14:00〜
16:00

小学生と保護
者のペア10組

東区衛生課
（〒812-8653住所不要）

a645-1111f645-1114

⑧人工イクラを作ろう
８／９㈭
10:00〜
12:00

小中学生と保
護者10組（１組
３人まで）

城南区衛生課
（〒814-0103城南区鳥飼５-２-25）

a831-4219f843-2662
⑨安全で安心して食べ
られるお肉ができるま
でを見てみよう（施設
見学）

８／20㈪
10:00〜
11:30

小 学４〜６年
生と保護者の
ペア10組

市食肉衛生検査所
（〒812-0055東区東浜２-85-14）

a651-3404f651-9015

催 し

アミカス

　【①託児で安心 アミカスBOOKタイム】託児付きで読書やDVD視聴ができます。
d７月26日㈭、27日㈮、28日㈯午前10時〜11時50分t６カ月〜小学３年生の子ど
もを育てている保護者c各15人（抽選）【②ママのためのお仕事スタートアップ】
就職活動の心構えなどについて相談できます。d８月３日㈮午前10時〜正午t

再就職を希望する子育て中の女性c10人（先着）【③女性の起業IT活用セミナー
（起業女子のためのFacebook集客術）】d８月４日㈯午前10時半〜正午t女性

c30人（先着）【④30周年記念寸劇 脚本を募集】優秀作品には副賞を贈呈。詳細
はホームページで確認を。
　※①②③の会場はアミカス（南区高宮三丁目）i①アミカス図書室a534-
7593f534-7595mamitosho@city.fukuoka.lg.jp ②③④アミカスa526-3755f526-
3766mamikas@city.fukuoka.lg.jpy無料n①②③６カ月〜小学３年生（無料）④な
しe①②③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名前・年
齢、①は希望日（１日のみ）を書いて①７月８日までにアミカス図書室へ②③７月１
日以降にアミカスへ。いずれも来所、ホームページでも受け付けます。①は当選
者のみ通知。②③の託児は実施日の10日前まで受け付け。④郵送（〒815-0083南
区高宮３-３-１）かメールで７月１日〜29日（必着）にアミカスへ。

催 し

まもるーむ福岡（保健環境学習室）・ほかんけん（保健環境
研究所）

　詳細は問い合わせを。l①②④⑤⑥⑧まもるーむ福岡（中央区地行浜二丁
目）③今宿野外活動センター（西区今宿上ノ原）⑦臨海工場（東区箱崎ふ頭四丁
目）i①〜⑤まもるーむ福岡a831-0669f831-0670⑥保健環境研究所保健科学
課a831-0683f831-0726⑦同研究所環境科学課（廃棄物担当）a642-4570f 

642-4595⑧同研究所環境科学課（生物担当）a831-0697f831-0726y①②④〜
⑧無料③50円e①当日午後１時から受け付け②〜⑤電話かメール（mamoroom@
fch.chuo.fukuoka.jp)、来所で７月１日午前10時以降に⑥往復はがき（〒810-0065
中央区地行浜２-１-34）かメール（hokenkagaku.EB@city.fukuoka.lg.jp）で７月16日

（必着）まで⑦往復はがき（〒812-0051東区箱崎ふ頭４-13-42）で７月10日（必着）ま
でに⑧往復はがき（〒810-0065中央区地行浜２-１-34）かメール（hokanken.EB@
city.fukuoka.lg.jp）で７月23日（必着）までに各問い合わせ先へ。

内容 日時 対象・定員

①カブトガニ観察会 ７／16（月・祝）、27㈮15：
00〜15：30

不問（小学３年生以
下は保護者同伴）・
各25人（先着）

②身近な昆虫の標本をつくろう ７／28㈯10：30〜12：30 小学４〜６年生・25人
（先着）

③九大生×まもるーむ 自然観察会「新
発見 生きものたちの夏のくらし」 ８／４㈯10：00〜15：00

小学３〜６年生（保
護者同伴）・20人（先
着）

④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「イ
ルカの秘密、知っているかな？」

８／５㈰10：30〜、11：
30〜、13：30〜各30分 

不問（小学３年生以
下は保護者同伴）・
各回40人（先着）

⑤自由研究 光合成色素の分離実験 ８／８㈬10：30〜12：00 中学生・20人（先着）
⑥自由研究お助けタイ〜発酵食品の
ミクロの世界〜 ７／25㈬14：00〜16：00 中学生・10人（抽選）

⑦見よう 学ぼう エコ発電教室〜工
場探検＆エコライト実験〜 ７／26㈭14：00〜16：00 小学４〜６年生・10人

（抽選）
⑧白衣を着て君も科学者だ 調べて
みよう 川の生き物と水質 ８／２㈭14：00〜15：30 小学４〜６年生・12人

（抽選）

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入門②普通１(大人に対する心肺蘇生法)③普通
３(子供に対する心肺蘇生法)④上級。詳細は問い合わせを。i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①②各会場

（８月16日の中央消防署分は救急課）③④救急課へ。受付開始は７月①②１日③
④10日。ホームページでも受け付けます。

実施日 会場 申込先 定員
（先着）

①入門

８／８㈬ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人
８／９㈭ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人
８／13㈪ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） a475-0119 40人
８／16㈭ 中央消防署（中央区那の津二丁目） a791-7151 40人
８／20㈪ 西消防署（西区今宿東一丁目） a806-0642 30人
８／25㈯ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） a863-8119 30人

②普通１
８／12㈰ 博多消防署 a475-0119 40人
８／19㈰ 市民防災センター（早良区百道浜一丁目）a821-0245 30人

③普通３８／10㈮ 博多消防署 a791-7151 30人

④上級
８／３㈮ 博多消防署 a791-7151 30人
８／14㈫ 博多消防署 a791-7151 30人

　※時間は①午前10時〜11時半（８月13日は午後７時〜８時半）②③午前10時〜
午後１時④午前９時〜午後５時。
　※応急手当普及員講習および応急手当普及員再講習については救急課へ
問い合わせを。

講座・教室10/

３
●水
他

3「福岡いのちの電話」ボランティア養成講座

　連続講座。日程など詳細は問い合わせを。d10月３日㈬〜来年８月７
日㈬l九州キリスト教会館（中央区舞鶴二丁目）i福岡いのちの電話
事務局a713-4343f721-4343t23〜66歳y２万円（その他実費負担あ
り）e同事務局へ詳細を問い合わせの上、必要書類を８月31日（消印
有効）までに郵送。

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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教室名 開講日

東

①高校生１泊体験 ７／15㈰ 〜16
（月・祝）

②夏休み陶芸Ａ・Ｂ７／25㈬、８／
８㈬

③夏休みそば打ち７／29㈰
④夏休みパン作り ７／31㈫
⑤ミニ夏祭り ８／４㈯
⑥人形劇 ８／26㈰

博
多

⑦子ども陶芸教室 ７／21㈯、８／
４㈯

⑧親子簡単お菓子
教室 ７／26㈭

⑨わんちゃん、ね
こちゃんふれあい
教室

７／26㈭

⑩そうめん流し ７／29㈰
⑪夏休み親子カレ 
ー教室 ８／12㈰

⑫大きな遊具で遊
ぼう

８／14㈫ 〜16
㈭

⑬親子そば打ち教
室 ８／22㈬

⑭こねこねせっけ
ん作り ８／23㈭

⑮ミュージックフェ
スタ（バンド演奏）８／25㈯

南

⑯夏休み習字 ７／24㈫、31㈫、
８／７㈫

⑰夏休み社会科見 
学（市科学館） ７／26㈭

⑱夏のスノードー
ム作り ７／27㈮

⑲オリジナルバッ
グ作り ８／２㈭

教室名 開講日

城
南

⑳そうめん流し ７／21㈯
㉑夏休み創作教室

（ガラスタイルの
伝言板作り）

７／2４㈫

㉒夏休み書道教室７／28㈯、８／
５㈰、19㈰

㉓折り紙飛行機教
室 ７／29㈰

㉔夏休みクラフト
教室（モビール） ８／３㈮

㉕夏休みお菓子作
り教室 ８／７㈫

早
良

㉖親子アート教室 ８／１㈬、８㈬、
22㈬

㉗こどもアート教
室

８／１㈬、８㈬、
22㈬

㉘こども陶芸教室 ８／７㈫、21㈫
㉙こども書道教室 ８／17㈮、24㈮

西

㉚子どもプール教
室

７／24㈫、31㈫、
８／７㈫、21㈫

㉛多肉植物の寄せ
植え作り ７／24㈫

㉜夏の絵手紙を描
こう ７／25㈬

㉝親子ピザ作り教
室 ７／29㈰

㉞こども お 菓 子
クッキング ８／４㈯

㉟フラダンス教室 ８／５㈰
㊱デコパージュで
作るかわいい小物
入れ

８／10㈮

㊲革クラフト ８／24㈮

市内６カ所の障がい者フレンドホームの夏休み教室

　場所・時間・対象・費用など詳細は問い合わせを。②⑦⑯㉖〜㉚は連続講座。i 

e電話かファクス、来所で７月１日〜11日（①のみ５日まで）に各ホームへ。※⑤
⑮は申し込み不要。 ▽東（東区松島三丁目）a621-8840f621-8863 ▽博多（博多
区西月隈五丁目）a586-1360f586-1397 ▽ 南（南区清水一丁目）a541-5858f 

541-5856 ▽城南（城南区南片江二丁目）a861-1180f861-1123 ▽早良（早良区百
道浜一丁目）a847-2761f847-2763 ▽ 西（西区内浜一丁目）a883-7017f883- 
7037

講座・教室

背振少年自然の家

　①「星空観察会（スターウオッチング）」木星と土星、夏の星座を観察します。②
「火星観察会」③「ペルセウス座流星群観望会」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。d①７月
14日㈯午後７時45分〜９時15分（入場は９時まで）②７月31日㈫午後８時〜11時③
８月12日㈰午後６時半〜13日㈪午前６時li背振少年自然の家（早良区板屋）a 

804-6771f804-6772c①なし②40人（抽選）③70人（抽選）y無料e①不要②③
はがきかファクス、メール（mail-inquiry@sefuri.fukuoka-shizennoie.jp)に応募事
項と③は参加者全員の性別も書いて７月②11日③31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

アジア美術館「あじび研究所」

　同美術館の所蔵作品から一つをピックアップし、作者の意図や制作背景など
を紹介。第１回＜〜７月10日㈫＞はベトナムの作家、第２回＜７月12日㈭〜10月２日
㈫＞は沖縄の作家です。o午前10時〜午後８時（入場は７時半まで） ※水曜日休
館li同美術館（博多区下川端町 リバレインセンタービル７・８階）a263-1100 
f263-1105y一般200円、高大生150円、中学生以下無料

催 し

油山市民の森 ①夏のノルディックウオーキング教室
②沢の生きもの観察会

　中学生以下は保護者同伴。d①７月29日㈰午前９時半〜11時半②８月５日㈰午
前10時半〜午後１時l油山市民の森（南区桧原）i市民の森協会a871-6969f 

871-6909t①小学４年生以上で２km程度歩ける人②小学生以上c①30人②40人
（いずれも抽選）y①1,000円（ポール持ち込みの場合は500円）②200円e往復は
がき（〒811-1355南区桧原855-４）に応募事項と、①はポール貸し出し希望の有無
と身長も書いて７月①19日②13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

松風園①「伝統文化こども教室」②「伝統文化おとな教室」

　①茶道などの和文化を学びます。②茶道教室。d７月28日㈯〜12月２日㈰の原
則第２・４土曜日(連続講座)①午前９時〜正午②午後１時半〜３時半li同園（中
央区平尾三丁目）a･f524-8264t①小学４年〜中学生②高校生以上または①
の講座修了者c各15人（先着）y①8,000円②１回2,000円（中学生以下800円）を
各回支払い ※いずれも入園料別e電話かファクスで同園へ。

講座・教室

防災リーダー養成講座「博多あん（安全）・あん（安心）塾」

　日時などの詳細は問い合わせを。d８月25日㈯〜10月27日㈯の間の全８日l

市民防災センター（早良区百道浜一丁目）i防災・危機管理課a711-4056f733-
5861t市内に住むか通勤・通学する人（過去受講者を除く）c80人（先着）y無料
eはがき（〒810-8620住所不要）かファクス、メール（bousai.CAB@city.fukuoka.lg.
jp）に応募事項と応募動機、職業、市外に住む人は所属する市内の学校・事業所

（所属部署）の名称、所在地、防災組織等に所属する人は組織名を書いて７月２日
〜27日（必着）に同課へ。受講決定者には８月上旬に通知。

講座・教室

「福岡市政だよりWEB版」のご案内

　市政だよりの記事は、「福岡市政だよりWEB版」のホームページで公開していま
す。情報BOXの記事を「催し」「しごと」「相談」などのジャンル別に読むことができ
るほか、記事の検索も可能です。スマートフォンにも対応していますので、ぜひ
ご利用ください。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

お知
らせ

地域集会所建設費などを助成
　来年度に町内会・自治会が集会所
を建設（購入）、増改築、修繕する場合
や、集会施設や会議室等を借り上げ
る場合に、費用の２分の１を助成します

（要件、審査あり）。また、集会施設用
地を購入する際の融資の斡旋（あっ
せん）も行います。i各区地域支援
課、入部出張所e電話で詳細を確認
の上、８月31日までに住所地の問い合
わせ先へ。

ひとり親家庭の夏休み学習支援
　大学生が１学期の復習と夏休みの
宿題指導を行います。d８月16日㈭〜
23日㈭（土・日・月曜日を除く全５日）午
後１時半〜４時半liひとり親家庭支
援センター（中央区大手門二丁目）

a715-8805f725-7720t市内に住む
一人親家庭の小学３〜６年生c15人

（先着）y無料e来所で７月１日以降
に同センターへ（月曜休館）。

新しい水洗化区域のお知らせ
　６月27日から次の区域の一部が新
しく水洗化（下水処理）区域になりまし
た。【東区】下原二丁目、香椎二丁目、
土井二丁目【博多区】榎田二丁目【早
良区】重留二丁目【西区】大字羽根戸、
大字金武、今宿町、大字女原、今津、大
字桑原。水洗化区域になった各家庭
では次のように改修してください。 ▽

くみ取り便所は３年以内に水洗便所
に改造する（貸付制度あり） ▽風呂、台
所などの雑排水は６カ月以内に排水
設備を設置し下水管（汚水管）に流す

▽排除方式が分流式になっている区
域の汚水は汚水管へ、雨水は側溝か
雨水管に流れるように接続する。i 

下水道事業調整課a711-4428f733- 
5533（貸付制度は下水道管理課a711- 
4534f733-5596）

お知らせ
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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



お知
らせ しごと相談

市内で認知症カフェを開設する団
体に費用の一部を助成（追加募集）

　【対象】 ▽月１回以上１回当たり２時
間以上実施 ▽認知症の人や家族から
の相談に対応できるスタッフを１人以
上配置する—などの条件あり。詳細は
市ホームページで確認するか問い合
わせを。【申し込み】市ホームページに
掲載、または認知症支援課（市役所12
階）で配布する申請書類を郵送か持参
で同課へ。選考あり。i同課a711-4891 
f733-5587
ラグビーワールドカップ2019ＴＭ大会
ボランティアへの応募はお早めに

　詳細はホームページで確認を。【活
動内容】試合会場周辺での運営補助、
駅や空港での案内など。【応募要件】
来年４月１日時点で満18歳に達してい
る人。その他要件あり。【申し込み】ホ 
ームページの専用フォームから７月18
日午前11時59分までに申し込みを。
iボランティアプログラムコールセ
ンターa03-4405-6225

市有財産の一般競争入札
　【説明書の配布】７月11日まで財産
管理課（市役所10階）で午前10時〜午
後５時に配布【参加申請】７月３日〜11
日の午前10時〜午後５時（正午〜午後
１時を除く）に同課へ【入札保証金】入
札金額の100分の５以上【入札日】７月
25日㈬。詳細は問い合わせを。i同課
a711-4176f711-4833
所在地 地目 実測面積 予定価格

東区多の津五
丁目1335-38 宅地 61.14

平方㍍ 281万円

「地域の森・花づくり活動支援事
業」助成対象団体を募集

　緑化活動を行う市民団体の植物や
資材の購入に対して助成します。【助
成対象】①市内の樹林地等の保全管
理を自主的に行う活動で認定区域面
積が300平方㍍以上②市内の公共用
地や空き地等で花壇作りなどを行う
活動で面積が10平方㍍以上【申請書
の配布】電話で市緑のまちづくり協会
みどり課へ請求を。
ホームページにも
掲載。【申し込み】申
請書と必要書類を
７月２日〜31日に同
課へ持参。i同課a 

822-5832f822-5848
飼い主のいない猫に対する不妊・
去勢手術を支援します

i県獣医師会a751-4749f751-4751
　飼い主のいない猫（健康で生後６カ
月以上）の不妊・去勢手術が、メスは１
万800円、オスは5,400円で受けられま
す。【手術対象の条件】 ▽申込者が捕
まえ、動物病院に連れて行き、手術後

元の場所に戻すこと ▽手術済みの印
となる耳先カットの実施に同意するこ
と【手術期間】７月１日〜12月31日（予
定頭数に達し次第終了）【実施病院の
問い合わせ・申し込み】電話かファク
スで ▽東区・博多区＝オアシス動物病
院a558-6475f558-6474 ▽中央区・南 
区＝福岡中央動物病院a738-3131f 

738-3133 ▽ 城南区・早良区・西区＝マ
リーナ動物病院a885-3179f885-3279
都市計画案の縦覧と都市計画審
議会の傍聴

　【同案の内容】 ▽区域区分の変更等
＝西区北原・田尻地区 ▽ 地区計画の
決定＝西区北原･田尻地区、東区香椎
照葉六、七丁目東地区 ▽公園の変更
＝博多区藤田公園 ▽生産緑地地区の
変更＝博多区麦野【縦覧・意見書の提
出】７月２日㈪〜17日㈫に都市計画課

（市役所４階）で。【都市計画審議会の
傍聴】８月７日㈫予定。傍聴の希望者
は縦覧期間中に同課へ申し込みを。i

同課a711-4388f733-5590

「明るい選挙」啓発ポスターを募集
　「明るい選挙」をテーマにしたポス
ターを募集。【規定】四つ切りか八つ
切り。画材は自由。i市選挙管理委員
会a711-4682f733-5790、各区選挙管 
理委員会（各区役所内）t市内の小
学校〜高校に通学する人e作品の裏
に応募事項を書いて９月５日（必着）ま
でに学校がある区の選挙管理委員会
へ持参。

屋外広告物講習会
　屋外広告物に関する法令や表示、
施工について学びます（設置・管理に
必要な資格を取得可能）。d８月24日
㈮午前９時50分〜午後５時l市役所
15階講堂i都市景観室a711-4395f 

733-5590t屋外広告物の施工業者y 

2,000円（福岡市の収入証紙で納付）
e７月30日から市ホームページに掲
載、または同室（市役所４階）で配布す
る申込書を郵送で８月10日（必着）ま
でに同室へ。持参（午前９時〜午後５
時）でも受け付け可。

分流化区域指定のお知らせ
　６月27日から次の区域の一部が分
流化区域に指定されました。【博多
区】住吉五丁目、美野島一丁目。移転
などをする際は、分流式の排水設備
を設置し、汚水は汚水管へ、雨水は側
溝か雨水管に流す必要があります。
詳細は市ホームページで確認を。i

下水道事業調整課a711-4428f733- 
5533（助成制度は中部下水道課a711- 
4698f711-4466）
総合西市民プール長水路（50m）の
一般開放

　通常25ｍ・２面のメインプール（水深
3.3ｍ）を50ｍにして開放します。準備

のため、当日の午後３時〜５時は閉鎖。
d７月20日㈮、26日㈭午後５時〜９時
li同プール（西区西の丘一丁目）
a885-0124f885-6016t同プールが
発行するメインプール利用カードの
持参者。発行条件は中学生以上で100
ｍ以上泳げる人（中学生は親権者同
伴での申し込
みが必要）y

一般320円、高
校生160円、中
学生110円

人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d７月21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、相続・遺言などの相談に
応じます。d７月21日㈯午前10時〜午
後４時l中央市民センター２階（中央
区赤坂二丁目）i県行政書士会a641- 
2501f641-2503y無料e不要

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。d８月１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。

チケット法律相談
　市役所２階市民相談室で配布する
チケットを使って、天神弁護士センター

（中央区渡辺通五丁目）で弁護士に無
料で相談できます。d午前10時〜午
後７時（土日祝日は午後１時まで。１人
30分）i市役所市民相談室a711-4019 
f733-5580t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毎月40人（先着）にチケット配布e

毎月第１金曜日の午前９時から同相
談室で電話か来所で受け付け。チケッ
ト受け取り後、同センターへ予約を。
市障がい者110番 内部障がい ピ
ア相談

　内部障がいの当事者が相談に応じ
ます。d７月18日㈬午前９時〜正午l

ふくふくプラザ４階（中央区荒戸三丁
目）i市身体障害者福祉協会a・f 

738-0010t市内に住む内部障がい者
やその家族などy無料e不要

相 談

司法書士の日 記念相談会

　司法書士が相続登記などの相談に
応じます（１人１件、30分）。d８月４日
㈯午前10時〜午後３時l天神ビル11
階（中央区天神二丁目）i県司法書士
会a0570-783-544f714-4234c40組

（先着）y無料e電話（平日午前10時
〜午後４時）かファクスで７月９日以降
に問い合わせ先へ。

市教育振興会嘱託員を募集
　高校生への奨学金貸与・返還業務
に従事。【雇用期間】９月１日〜来年３
月31日（更新の可能性あり）【申し込
み】詳細をホームページで確認の上、
応募書類を郵送で７月17日（必着）ま
でに同振興会へ。i同振興会a721-
1709f721-1739

自衛官候補生を募集
　【資格】18歳以上27歳未満【受付期
間】７月１日〜９月７日i自衛隊福岡地
方協力本部福岡地区隊a・f591-7451
市立病院機構職員（看護師・助産
師・薬剤師）を募集

　【申し込み】ホームページに掲載、
または市立病院機構法人運営課（東
区香椎照葉五丁目）、情報プラザ（市
役所１階）、各区情報コーナーなどで
配布する申込書と、返信用封筒を郵
送か持参で７月13日（必着）までに同
課へ。i同課a692-3422f682-7300
福商実務研修講座　若手社員の
コミュニケーション研修

　話し方や聞き方、報告の仕方や文
書の作成方法などを学びます。d７月
24日㈫午前10時〜午後５時l福岡商
工会議所（博多区博多駅前二丁目）i

同会議所 検定・企業研修グループa 

441-2189f414-6206t若手社員c35
人（先着）y4,630円e情報プラザ（市
役所１階）などで配布中の申込書を
ファクスで。ホームページでも受け付
けます。

福祉のしごと就職フェア
　資格取得の相談や就職面談会な
ど。d８月４日㈯午前11時〜午後４時
lクローバープラザ（春日市原町）i

県社会福祉協議会a584-3310f584-
3319t社会福祉施設や事業所に就職
を希望する人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。

一人一花ロゴマーク

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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７月のおはなし会
　詳細は問い合わせを。c各回50人程度

（先着）y無料e不要
対象 開催日 時間

０〜２歳と
保護者 ７／７㈯、21㈯ 14:30〜14：45

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

小学生
７／28㈯ 14：30〜15：00
日曜日 15：15〜15：45

　※22日㈰は午前10時半〜午後３時45
分に開催（幼児〜小学生向け）。
としょかんde落語会　夏の会
d７月14日㈯午後１時半〜３時c45人（抽

夏休み特別企画・博多の伝統工芸を学
ぼう展
　博多織、博多人形、博多張子（はりこ）
の歴史や制作工程の紹介など。展示・販
売もあり。d７月26日㈭〜８月７日㈫ ※
最終日は午後５時までy入場無料
夏休み	親子de博多の伝統工芸体験教
室
　①「博多張子の妖怪を作ろう」②「博
多人形の妖怪を作ろう」③「博多織で
ブックマークを作ろう」①②のみ、作った
作品は８月16日㈭から21日㈫まで同館
に展示します。d８月①３日㈮、４日㈯、５
日㈰午後１時半〜３時②６日㈪、７日㈫午
後１時半〜３時③18日㈯午後１時半〜２
時、２時半〜３時t小学生と保護者c各
回10組（抽選）y①８月３日＝1,500円、４

　※以下の催しは無料。申し込みは電
話かファクス、メール、来所で同施設へ。
専門相談
　市民公益活動を始めたい人やＮＰＯ・
ボランティア団体を対象に、活動の始め
方や運営の仕方、チラシの作り方などの
相談に応じます。詳細は問い合わせを。
d ▽第１・３水曜日午後６時、７時、８時か
ら ▽第２水曜日午後２時、３時、４時から

（各50分）c各回１組（先着）e応募事項
と相談内容を書いて同施設へ。希望日
の２カ月前から受け付け。
ＮＰＯ会計・税務個別相談
　市内のボランティア団体、ＮＰＯ法人
を対象に、決算書類の作り方や税金の
手続きの仕方などの相談に応じます。
d第２土曜日午前10時半、11時半、午後

選）y無料e往復はがきで７月７日（必
着）までに同館へ。
読書活動ボランティア講座（ストーリー
テリングコース）
　佐賀女子短期大学教授・白根恵子氏
による講演やストーリーテリング（お話）
の実演や実習。日程など詳細は問い合
わせを。d９月11日㈫〜11月28日㈬の全
４回、午前10時半〜午後０時半i同館図
書サービス課a852-0623f852-0801t

ストーリーテリング初心者c40人（抽
選）y無料e６月25日から同館・各分館、
情報プラザ（市役所１階）などで配布す
る申込書を郵送かファクス、来所で７月１
日〜８月10日（必着）に同館へ。往復はが
きでも申し込み可、事前に問い合わせ
を。

日・５日＝1,000円②③1,000円e電話か
ファクス、メール（info@hakata-dentou-
kougeikan.jp)に参加者全員の応募事項
と希望日、メールアドレスを書いて７月１
日〜20日に同館へ。来所でも受け付け
ます。３教室とも申し込み可（ただし各教
室１回のみ）。当選者のみ７月22日までに
通知。

０時半から（各50分）c各回１組（先着）
e応募事項と相談内容を書いて同施設
へ。希望日の２カ月前から受け付け。
ボランティア講座
　ボランティア活動を始める時の心構
えやボランティアを受け入れる際の注
意点など。d８月７日㈫午後２時半〜３時
半tボランティアについて知りたい人、
ボランティアの受け入れを考えている
団体c20人（先着）e７月２日以降に同
施設へ。
ＮＰＯ入門講座
　NPOに関する知識や県内のNPO法
人の紹介など。d９月１日㈯午後７時〜９
時c20人（先着）e７月１日〜８月31日に
同施設へ。

　※チケットは電話で予約を。ホームペ 
ージでも購入できます。各公演の時間
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（a263-5555 
f263-3630）に問い合わせを。
ミュージカル「マリー・アントワネット」
d９月14日㈮〜30日㈰t小学生以上yＡ
席１万5,500円、特Ｂ席１万2,500円、Ｂ席
9,500円、Ｃ席5,000円e７月14日午前10
時から販売。
魔界転生
　上川隆也主演の時代劇。d10月６日㈯
〜28日㈰t小学生以上yＡ席1万4,000
円、Ｂ席１万円、C席6,500円e７月７日午
前10時から販売。

夏のイベント
　詳細は問い合わせを。①「ふれあい広
場のシャワータイム」午後１時と３時にス
プリンクラーで散水（各回15分）。②「乗
馬体験者にミニソフトクリームを１個プ
レゼント」乗馬体験（毎日午前11時と午
後３時に実施）の受け付けは、当日午前９
時から総合案内所で。各回70人（先着。４
歳以上）。d①②７月14日㈯〜８月31日
㈮ ※①は真夏日のみ、②は平日のみy

無料 ※乗馬体験は520円e不要

　※次の申し込みは往復はがきに参加
者全員の応募事項と、複数ある場合は
希望日も書いて同牧場へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

陶芸教室
d７月21日㈯午前10時半〜午後０時半
t小学生以上c15人(抽選）y1,000円
e７月10日（必着）までに同牧場へ。
子どもの牧場１日飼育体験
d７月23日㈪、28日㈯、８月３日㈮、18日
㈯午前９時10分〜午後２時10分t小学４
〜６年生c各日10人（抽選）y1,000円e

７月13日（必着）までに同牧場へ。
ハーブせっけん教室
d７月31日㈫午前10時半〜正午t小学
生以上c30人（抽選）y1,000円e７月17
日（必着）までに同牧場へ。

①こどもスケッチ大会作品展
d７月18日㈬〜８月26日㈰ ※最終日は
午後４時半までy無料（入園料別）
②子ども教室〜食虫植物の不思議〜
d８月５日㈰午後１時半〜３時半t小学４
〜６年生c20人（抽選）y無料（入園料別）
③親子体験教室〜葉脈標本づくり〜
d８月18日㈯午後１時半〜３時半t小学生 
と保護者c18組（抽選）y無料（入園料別）
　※②③は往復はがきかファクスに参
加者全員の応募事項とファクスの場合
はファクス番号も書いて７月１日〜開催
日の２週間前（必着）に申し込みを。ホー
ムページでも受け付けます。

「いけどうろう」で遊びましょう
　「いけどうろう」=写真=を飾る人形を
粘土から作り、焼き上げて色付けをしま
す。小学生以下は保護者同伴。d７月21
日㈯、28日㈯午後１時半〜３時半（連続
講座）l冷泉公民館（博多区上川端町）
c15組（先着。１人でも参加可）y1,500
円e電話かファクスで７月１日以降に同
館へ。

動物園サマースクール（１日飼育体験）
d７月26日㈭、29日㈰午前９時半〜午後
２時t小学４〜６年生c各50人（抽選）y

無料（入園料別）e往復はがきに応募事
項と希望日を書いて７月９日（必着）まで
に同園へ（１人１通）。
動物画コンクール
　園内の動物などを描いた作品を募
集。【規定】四つ切り画用紙を園内で無料
配布（１人１枚）。画材はクレヨン、水彩な
ど。t幼児、小学生y無料（入園料別）e

作品の裏に応募事項（幼児は所属する
施設名・組名も記入）を書いて郵送か持
参で７月１日〜８月31日（必着）に同園へ。

７月の事業（一部抜粋）		
　未就学児は保護者同伴。①は上履きを持参。会場は早良体育館（早良区四箇六
丁目）。c①②なし③20組（先着）④80人（先着）y①②④無料③１組200円e①②不
要③電話で７月３日以降に同館へ。④当日午前９時から６階総合受付で整理券を配
布。

l①②④⑤同センター③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。

参加者を募集
　①「９月から始まるクラブ」将棋や焼き物、写真など。②「おばけやしき実行委員
会」８月24日㈮に行われるお化け屋敷を一緒に作る中高生を募集。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。締め切りは①８月11日②７月29日（必着）。

内容 日時 対象
①あいくるがやってくる ７／４㈬10：00〜12：00 ２歳以上の幼児
②ボードゲームであそぼう ７／８㈰13：30〜14：30 小中高生
③木育おもちゃのひろば ７／12㈭10：00〜12：00 乳幼児
④人形劇がやってくる ７／15㈰14：00〜15：00 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。

人形絵付け体験

博多座
〒812-8615 博多区下川端町２-１
a２６３-５８５８	f２６３-３６３０

動物園
〒810-0037 中央区南公園１-１
a531-1968	f531-1996
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） ※８月13日㈪は開園。

植物園
〒810-0033 中央区小笹五丁目１-１
a522-3210	f522-3275
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） ※８月13日㈪は開園。

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
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）

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）

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

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）

あすみん （NPO・ボランティア交流センター）
〒810-0021 中央区今泉一丁目19-22 天神クラス４階　a724-4801 f724-4901
minfo@fnvc.jp o午前10時〜午後10時（日・祝日は午後６時まで）x第4水曜

健康づくりサポートセンター 
〒810-0073 中央区舞鶴二丁目５-１ あいれふ内　a7５1-２８０６ f７５１-２５７２
o午前９時〜午後５時

内容 日時 対象・定員 費用
①１日糖尿病教室（食事療
法、運動療法） ８／11（土・祝）10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円

（食事付き）
②30歳代のヘルシースク 
ール（個別健康相談） ８／12㈰、26㈰14:00〜16:00 各10人（先着） 無料

③ニコニコペース健康教室
（ウオーキング）

８／18㈯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）

④楽しくおいしく健康料理
教室 ８／23㈭10：00〜13：30 24人（先着） 1,000円

（食事付き）

⑤やせナイト塾（生活習慣
改善教室）

９／６〜27の木曜日（4回）、12／
13㈭にフォロー教室（1回）計５回
１セット　19:00〜(２時間程度)

18歳以上で運動
に支障のない人・ 
15人（先着）

１セット
1,000円

「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） 
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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


