
Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081l①③六本松 蔦屋 
（つたや）書店（中央区六本松四丁目）②なみきスクエア（東区千早四丁目）④⑤
⑥あすみん（中央区今泉一丁目）t①市内に住む55歳以上②〜⑥不問y①③無
料②2,000円④⑤⑥500円e①③当日午後０時半から受け付け②④⑤⑥電話か
ファクス、メール（info@r60festa.jp）で８月１日以降に同事務局へ。

内容 日時 定員
（先着）

①R60倶楽部説明会・ワークショップ（知識や経
験を生かして活動したい人を募集） ８／８㈬13：00〜15：00 50人

②マジック教室「マジック超入門」 ８／11（土・祝）13：30〜14：45 15人
③オトナ塾「ちょっと気になるお腹まわり。メタ
ボ予防の食事法」 ８／21㈫13：00〜14：00 50人

④言葉遣いと会話術について学ぼう ８／27㈪10：30〜12：00 20人
⑤暮らしに活（い）かすコーチング＆まわしよみ
新聞 ８／27㈪13：30〜15：30 20人

⑥人生すごろく 「金の糸」で自分を知ろう ８／27㈪16：00〜18：00 20人

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、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等を、年中無休で24時間
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
※８月13日㈪〜15日㈬は午後７時〜翌朝７時
半。

土 曜 日 小児科	 ▼ 	午後5時〜翌朝7時半
内科	 ▼ 	午後7時〜翌朝7時半

日・祝日
内科、小児科、外科、産婦人科
	 ▼ 	午前9時〜翌朝7時半
眼科、耳鼻咽喉科	▶	午前9時〜午後11時半

　※内科・小児科は、待ち人数などの診療状況をホームペー
ジ（「福岡市急患診療センター　待ち時間」で検索）で確認で
きます。

●歯科急患診療所（中央区大名一丁目）
　日・祝日と８月13日㈪〜15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（８月前半の日･祝日）
８月５日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434

安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-1）	 a807-8811
８月11日（土・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	a558-0081
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331

８月12日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525

◇　　　　　　　　◇

8/

5
●日

2「博多町家」ふるさと館　開館記念夏まつり

　展示棟を無料開放するほか、ヨーヨー釣りやそうめん流し、演舞台
などもあり。櫛田神社ではビアガーデンが開設されます。d午後４時
〜８時（展示棟は午前９時から。入館は午後７時半まで）li同館（博多
区冷泉町）a281-7761f281-7762y入場無料e不要

8/

5
●日

2よりみち保健室

　図書館で簡単な健康チェックができます。景品もあり（先着100人）。
d午前10時〜午後３時l市総合図書館（早良区百道浜三丁目）iより
みち保健室事務局a401-3456f739-6081y無料e不要

8/

9
●木
他

2みんなで遊ぼう 福岡タワー おさかな遊園地

　サメやタカアシガニ、カブトガニなどに触ることができます。ジャン
ボザリガニ釣り（別途料金）などもあり。d８月９日㈭〜26日㈰午前９時
半〜午後５時（入場は４時半まで）li福岡タワー（早良区百道浜二丁
目）a823-0234f822-4656y500円（２歳以下無料）e不要

8/

10
●金
他

3子ども×プログラミング「ゲームをつくるワークショップ」

　プログラミング教育アプリ「Springin'（スプリンギン）」を使って、ゲー
ムを制作します。作品はアプリ制作コンテストに応募できます。d８月
①10日㈮②20日㈪いずれも午前10時半〜午後０時半、午後２時〜４時
l①あいくる（中央区今泉一丁目）②九州大学大橋サテライト（南区大
橋一丁目）iFUKUOKA Creators Award（フクオカ クリエイターズ アワー
ド）事務局a406-0604t小中学生（小学４年生以下は保護者同伴）c各
15人（先着）y無料eメール（award@the-creator.jp）に応募事項と希望
日時、保護者氏名を書いて８月１日以降に同事務局へ。

8/

11
●●土･祝

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。②アジの海鮮冷や汁を作ります。
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a711-6414f711-6099t①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②
１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８月６日午後４時半まで
に同市場へ。当選者のみ通知。

8/

11
●●土･祝

2今津運動公園　流星ミンネ at 今津

　ペルセウス座流星群を眺めます。中学生以下は保護者同伴。雨天中
止。d午後７時〜10時li同公園（西区今津）a807-6625f807-6627 
y無料e不要

8/

12
●日
他

2福岡県戦時資料展

d８月12日㈰〜16日㈭午前９時〜午後５時（最終日は午後３時半まで）
lアクロス福岡円形ホール（中央区天神一丁目）i県総務部行政経
営企画課a643-3027f643-3032y無料e不要

8/

16
●木
他

2はかた伝統工芸館　「伝統工芸×妖怪祭」

　妖怪をテーマにした博多織や博多人形などの作品を展示。d８月16
日㈭〜21日㈫午前10時〜午後６時（入館は午後５時半まで。最終日の展
示は午後５時まで）li同館（博多区上川端町）a409-5450f409-5460 
y入場無料
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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
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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。

催し 講座
教室

応 募 事 項



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。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電話で下表の申込先へ。受け付け開始は８月①②１日③14日。ホームページで
も受け付けます。

種類 実施日 会場 申込先 定員
（先着）

①入門
９／11㈫ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） a863-8119 30人
９／19㈬ 中央消防署（中央区那の津二丁目） a791-7151 40人
９／29㈯ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目）a475-0119 40人

②普通１
（大人に対
する心 肺
蘇生法）

９／５㈬ 市民防災センター（早良区百道浜一
丁目） a821-0245 30人

９／12㈬ 博多消防署 a475-0119 40人
９／14㈮ 中央消防署 a791-7151 40人
９／15㈯ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人

③上級
９／10㈪

博多消防署 a791-7151 各30人
９／20㈭

　※時間は①午前10時〜11時半（９月19日は午後７時〜８時半）②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と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 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）a641-9135 
f641-9139t18歳以上c各20人（抽選）eはがき（〒812-0045博多区東公園８-２）
かファクスで８月1日〜15日（必着）に同体育館へ。来所、ホームページでも受け
付けます。当選者のみ通知。

内容 日時 費用

学ぶ 鍛える 気功教室 ９／15〜11／24の土曜日（11／３を除
く）９：30〜10:45 7,000円

南国気分de癒やしのフラダ
ンス

９／15〜11／24の土曜日（11／３を除
く）11：00〜12：15 7,000円

モーニングピラティス 10／１〜11／26の月曜日（10／８、15、
11／19を除く）10：00〜11：00 4,200円

癒やしの昼ヨガ 10／５〜来年３／８の金曜日（11／23、
12／28、来年１／４を除く）13：00〜14：30１万4,000円

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

8/

17
●金

3東図書館　ハーバリウム作り

　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。d①午前11時〜午後０時半②午後２時〜３時
半lなみきスクエア（東区千早四丁目）i同図書館a674-3982f674-
3973t①５歳〜小学生（小学生未満は保護者同伴）②中学生以上c各
20人（先着）y①1,000円②2,000円e電話か来所で８月４日以降に同図
書館（なみきスクエア内）へ。

8/

18
●土

3月隈パークゴルフ場　バラの育て方講座

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８月１日以降に同ゴ
ルフ場へ。

8/

18
●土

3老人福祉センター舞鶴園　
夏休み親子で体験 博多伝統おきあげ教室

　伝統工芸である博多おきあげ（押し絵）制作を体験。d午前10時〜
正午li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-0046t小学生

（保護者同伴）c10人（先着）y500円e電話で８月1日以降に同園へ。

8/

18
●土
他

3市ヨットハーバー 
親子ディンギーヨット体験セーリング

d８月18日㈯、19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
学生と保護者のペアc各回10組（抽選）y１組2,000円e８月１日〜７日
にホームページで受け付けます。来所でも申し込み可。

8/

19
●日

4ハビタットひろば　高校生ができる「国際貢献」とは
〜ネパールでの学びを日本のアクションに〜

　ネパールを訪問した高校生による報告会。d午後５時〜６時lアク
ロス福岡 こくさいひろば（中央区天神一丁目）i国連ハビタット福岡
本部a724-7121f724-7124c50人（先着）y無料e電話かファクス、
メール（habitat.fukuoka@un.org)で同本部へ。

8/

20
●月

2市観光案内ボランティアとまち歩き
「福岡・博多“深”発見　懐かしの天神を歩く」

　天神地下街と新天町を巡ります。d午前９時45分〜午後０時半l集
合は天神地下街１番街（北広場）i福岡観光コンベンションビューロー
a733-5050f733-5055c20人（先着）y500円、小学生以下無料（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を書いて８月2日午前10時以降に問
い合わせ先へ。

8/

20
●月
他

3夏休みスケート教室

　スケートの滑り方の基礎や技術を学びます。d８月20日㈪〜24日㈮
午前９時〜10時半（連続講座）lパピオアイスアリーナ（博多区千代一
丁目）i市スケート連盟・青木a080-6419-0243f845-1960t５歳以上 
c60人（先着）y高校生以上7,300円、中学生以下5,800円e往復はがき 

（〒814-0006早良区百道２-１-717）に応募事項と性別、高校生以下は保
護者氏名を書いて８月１日以降に同連盟へ。

8/

21
●火

2土木学会西部支部　親子見学会

　工事中の九州新幹線の西九州ルートや香椎パークポートコンテナ
ターミナル（東区香椎浜ふ頭四丁目）などをバスで見学します。d午前
８時半〜午後４時l集合・解散は博多駅筑紫口i同支部a717-6031f 

717-6032t小学生と保護者c30人（抽選）y無料e往復はがき（〒810-
0041中央区大名２-４-12 CTI福岡ビル１階）に参加者全員の応募事項と
携帯電話番号、緊急時の連絡先を書いて８月７日（必着）までに同支部
へ。

8/

21
●火

2読書活動ボランティアをつなぐ交流会

　読書活動ボランティアに興味がある人と、地域で読書普及活動を行
う団体などとの情報交換・交流会。d午後１時半〜３時半lあいれふ

（中央区舞鶴二丁目）i生涯学習課a711-4655f733-5538c30人（抽
選）y無料eはがき（〒810-8621住所不要）かファクス、メール（katei@
city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と応募動機を書いて８月10日（必着）ま
でに同課へ。落選した人のみ通知。

催し情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年8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



アジア美術館夏休みこども企画「サイエンスの眼
め

」

　市科学館と連携し、美術と科学をテーマに展示を行います。d開催中〜10月２
日㈫午前10時〜午後８時（入場は７時半まで）、水曜休館 ※８月15日㈬までは水
曜日も開館liアジア美術館（博多区下川端町）a263-1100f263-1105y一般
200円、高大生150円、中学生以下無料

催 し

8/

21
●火
他

3南区精神保健家族講座

　①「統合失調症の症状と治療について」②「統合失調症の理解〜家
族の対応について〜」③「当事者の話を聞こう〜施設見学〜」d①８
月21日㈫②９月４日㈫③10月３日㈬いずれも午後１時半〜３時半l南
区地域活動支援センター 心の春 希望（南区大楠一丁目）i南区健康
課a559-5118f541-9914y無料e不要

8/

23
●木

3楽水園　心を伝える 四季の筆ペン術

　筆文字や和歌を学びます。d午後１時〜３時li同園（博多区住吉
二丁目）a･f262-6665c10人（先着）y3,500円e電話かファクスで８
月１日以降に同園へ。

8/

23
●木

3緑のコーディネーターによる体験講座「ハーブを楽しむ」

　ハーブティーとハーブを使ったお菓子を作ります。d午後２時〜４時
l東市民センター（東区千早四丁目 なみきスクエア内）i市緑のま
ちづくり協会みどり課a822-5832f822-5848c16人（抽選）y1,000円
eはがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクスで８月８日（必
着）までに同課へ。ホームページでも受け付けます。

8/

24
●金

3「やよいの風公園で宝ものさがし」こども学習会

　園内をスケッチしながら吉武高木遺跡について学びます。d午前10
時〜正午l国史跡吉武高木遺跡 やよいの風公園（西区吉武）i史跡
整備活用課a711-4783f733-5537t子どもと保護者c30人程度（抽
選）y無料e往復はがき（〒810-8620住所不要）に代表者の応募事項
と参加者全員の氏名、年齢、電話番号を書いて８月１日〜10日（必着）
に同課へ。

8/

24
●金

2クルーズ船「ノルウェージャン・ジョイ」
夏休み親子船内見学会

　外国船のため、８月24日現在有効なパスポートが必要。d午後１時〜
３時l中央ふ頭クルーズセンター（博多区沖浜町）iクルーズ支援課
a282-7239f282-7772t高校生以下と保護者c30人（抽選）y無料e

ファクスかメール（c-shien.ＰＨＢ@city.fukuoka.lg.jp)に参加者全員の
応募事項と代表者のメールアドレスを書いて８月７日までに同課へ。
当選者のみメールで通知。

8/

24
●金

3ボートレース福岡
「なりたい自分になれるメークレッスン」

d午前10時半〜正午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８月15日までに問
い合わせ先へ。８月20日までに当選者のみ通知。

8/

24
●金

2一人一花 夏花壇をつくろう

　市庁舎の花壇の植え替えを行います（ボランティアを募集）。d午
前10時〜11時iグリーンシティ福岡a･f215-3913t18歳以上c15人

（先着）e電話かファクス、メール（info@greencity-f.org）に参加者全員
の応募事項と代表者の氏名を書いて８月１日午前10時以降に問い合
わせ先へ。

8/

25
●土

2
博多ガイドの会まち歩き

「博多の夏祭り・大浜流
ながれかんじょう

 灌 頂コース」
　博多の夏祭りを締めくくる、260年以上続く大浜地区の祭りの由来
などを紹介します。まち歩き後、実際の祭りに参加できます。d午後４
時半〜６時半l集合は西鉄バス蔵本（博多小前）バス停・大博通り側i

博多区企画振興課a419-1012f434-0053c20人（先着）y500円e電
話で８月１日午前９時以降に同課へ。

8/

26
●日

2桧原運動公園　スイカ割り大会

d午後２時〜４時半li同公園（南区桧原五丁目）a566-8208f566-
8920t小学生以下と保護者c10組（50組を先着順で受け付け、その後
抽選） ※スイカは１組１個y無料e電話か来所で８月８日〜15日に同
公園へ。当選者のみ通知。

8/

26
●日
他

2
アイランドシティ中央公園
①輪投げＴ

ツ リ ー

ＲＥＥ②スポーツ鬼ごっこ体験会
　小学３年生以下は保護者同伴。d①８月26日㈰午後１時半〜３時半
②９月２日㈰午前10時〜正午、午後１時半〜３時半li同公園（東区香
椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020c各30人（先着）y①500円（１
回につき２投）②300円e①当日午後１時15分から来所で受け付け。②
電話で８月２日以降に同公園へ。

8/

29
●水
他

3減塩料理教室

　塩分の適量を学び、グループで調理実習をします。d①８月29日㈬
②９月６日㈭午前10時半〜午後１時半 ※２回とも同じ内容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n①なし
②３カ月〜就学前。無料e往復はがきに応募事項と希望日、託児希望
者は子どもの氏名、年齢（月齢）を書いて８月15日（必着）までに同課（〒 
810-0001中央区天神１-８-１）へ（１人１通）。

8/

31
●金

2セイジ･オザワ 松本フェスティバル 
スクリーンコンサート

　長野県松本市で行われるサイトウ･キネン・オーケストラのコンサー
トを生中継します。指揮者は秋山和慶氏。サンサーンスの交響曲第３番

「オルガン付き」などを演奏。d午後６時半〜lアクロス福岡 イベント
ホール（中央区天神一丁目）i同コンサート事務局a712-8232c300組

（抽選。１組２人まで）y無料eはがき（〒810-0072中央区長浜１-１-１ＫＢ
Ｃメディア内）で８月９日（消印有効）までに問い合わせ先へ。

9/

1
●土

2青年農業者との夏の交流会（ブドウ狩り）

　市内で農業を営む青年たちと、西区周辺でブドウ狩りやバーベ
キューなどを行い、交流します。d午前11時50分〜午後７時l集合は
市役所i市青年農業者連絡会・浜地a090-2963-9888f806-3797t20
歳以上の独身女性c15人（抽選）y3,000円（飲食代）eメール（fukuo
ka_snr_210@yahoo.co.jp）で８月15日までに同会へ。

9/

1
●土
他

3プレイワーカー養成講座

　小学校の「わいわい広場」などで遊びを支援する人を養成する講座
です。詳細は問い合わせを。d９月１日〜29日の土曜日午前10時半〜
午後３時半（連続講座）lあすみん（中央区今泉一丁目）ほかiプレイ
フクオカ・古賀a090-2503-2473t子どもの遊びに関する活動の支援
経験者か支援者を目指す人c50人（抽選）y250円n２歳〜就学前（有
料）eはがき（〒810-0052中央区大濠２-４-16-201）かメール（asobi@play
fukuoka.net）に応募事項と生年月日、子どもの遊びなどに関する活動
歴、託児希望者は子どもの氏名、年齢を書いて８月17日（必着）までに
問い合わせ先へ。

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8月1日 情報BOX13



南障がい者フレンドホーム

li同ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856t市内に住む障がいの
ある人（①はパソコンの基本操作や文字入力が可能な人） ※③は18歳未満保護
者同伴e電話かファクス、来所で８月①②10日③17日までに同ホームへ。

内容 日時 定員（抽選） 料金
①パソコン教室　バラエ
ティコース（エクセル応用）

８／27㈪ 〜11／19㈪
10:00〜12:00（全10回） ４人 1,080円

②パソコン教室　エクセ
ルコース（エクセル基礎）

８／27㈪ 〜11／19㈪
13:00〜15:00（全10回） ４人 2,160円

③果物狩り＆食事 ９／１㈯９:30〜16:00 15人
500円程度（参加
人数によって変
動。果物代別途）

講座・教室

　福岡城 舞遊の館（中央区城内 三の丸スクエ
ア内）で、浴衣や着物の貸し出し・着付け=写真
=を行っています。ヘアメイクや写真撮影もで
き、「夏の浴衣プラン」や「散策プラン」などさま
ざまなプランを用意しています。申し込み方法
や料金など詳細はホームページで確認を。i福
岡城 舞遊の館a707-3191f707-3193o午前10
時〜午後４時（受け付けは午後３時まで）x月曜
日（祝日の場合は翌平日）

福岡城	舞
まいゆう
遊の館をご利用ください

9/

1
●土
他

3視覚障がい者の外出支援ボランティア養成講座

d９月１日㈯、８日㈯、15日㈯午前10時〜午後３時（１日は午後４時半ま
で。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、視
覚障がい者外出支援ボランティアグループに加入して活動ができる
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８月１日〜22日午後５時（必着）に同センターへ。

9/

2
●日
他

3西障がい者フレンドホーム　
初心者のためのパソコン・ワード教室

d９月２日〜10月28日の日曜日午前10時〜正午（９月23日を除く連続講
座）l同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037t市内に住
む障がいのある人c５人（抽選）y1,080円e電話かはがき（〒819-0005
西区内浜１-５-54）、ファクス、来所で８月16日（必着）までに同ホームへ。

9/

4
●火

3産地見学と料理教室

　水耕栽培の青ネギ生産地を見学後、市内産青ネギとアジを使った
料理を作ります。d午前９時10分〜午後３時半l集合・解散は市役所
i政策企画課a711-4841f733-5583t市内に住むか通勤する18歳以
上c20人（抽選）y1,000円eはがき（〒810-8620住所不要）かファクス、
メール（seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募
事項を書いて８月14日（必着）までに同課へ。

9/

5
●水

2今宿野外活動センター　萩焼手びねり体験〜茶わん編〜

　陶芸作家と陶器を作ります。18歳未満は保護者同伴。d午後１時〜
４時li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115c10人

（先着）y2,500円e電話で８月８日以降に同センターへ。

9/

6
●木

3建物の維持保全セミナー
「RC造建築物の外壁改修について」

　講師は県建築士事務所協会副会長・西洋一氏。d午後２時〜４時l

アクロス福岡 608会議室（中央区天神一丁目）i市施設整備公社総務
課a738-7221f738-7230t市内に住むか通勤・通学する18歳以上c40
人（先着）y無料e電話かファクス、メール(seibicop@circus.ocn.ne.
jp)に応募事項と参加人数を書いて８月１日以降に同課へ。

9/

6
●木

4精神保健福祉センター
「自殺防止の基礎知識と関わり方」

　福岡県立大学・小嶋秀幹教授による講演会。d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a737-8825f737-8827 
c150人（抽選）y無料e電話かはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）、
ファクス、メール（seishinhoken.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）で８月１日〜
24日（必着）に同センターへ。手話通訳が必要な人は申込時にその旨
を明記。落選者のみ通知。

9/

6
●木
他

3東平尾公園　緑まちテニス教室（中級者向け）

d９月６日〜11月８日の木曜日午後７時〜９時（10月４日を除く連続講
座）li同公園（博多区東平尾公園一丁目）a611-1544f624-6161t 

20歳以上c20人（抽選）y１万2,000円eはがき（〒812-0852博多区東平
尾公園１-１-１）かファクス、メール（Tennis.hakatanomori@midorimachi.jp）
に応募事項とテニス歴を書いて８月１日〜24日（必着）に同公園へ。

9/

7
●金
他

3精神保健福祉センター「こころの病ピアサポート講座」

　体験談や講演など。d９月７日㈮、19日㈬、10月12日㈮午後１時半〜４
時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i同センターa737-8825f737-
8827c各100人（先着）y無料eはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）
かファクス、メール（seishinhoken.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項
と希望日を書いて８月１日以降に同センターへ。落選者のみ通知。

9/

8
●土

3スポーツ体験塾 
①体力測定会･遊びの広場②かけっこ教室

d①午前10時〜正午②午後１時半〜３時半l市民体育館（博多区東公
園）i市スポーツ協会a645-1233f645-1220t①不問②小学生以上
c①なし②50人（抽選）y無料e①不要②８月１日〜14日にホームペー
ジで受け付け。当選者のみ通知。

9/

9
●日

3雁の巣レクリエーションセンター
「補助輪なしはこわくない 自転車乗り方安全教室」

　自転車は無料で貸し出します。持ち込みも可。d午前10時〜11時半
li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t補助輪なしの自
転車に乗れない、乗るのが苦手な５歳〜小学３年生と保護者のペアc 

30組（抽選）y１組500円e往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）
かファクスに参加者全員の応募事項を書いて８月31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。

9/

9
●日
他

3さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）
指導者のための水泳教室

d９月９日㈰、11月４日㈰、来年１月14日（月・祝）午前９時半〜午後０時半l 

i同センター（南区清水一丁目）a511-1132f552-3447t18歳以上c

各20人（先着）y無料eファクスまたは来所で８月15日以降に同セン
ターへ。

9/

11
●火
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、育児の援助・依頼をする「両方会
員」になるための講習会。d９月11日㈫、12日㈬、21日㈮午前10時〜午
後２時半（12日は午後３時まで。連続講座）l南市民センター（南区塩
原二丁目）i福岡ファミリー・サポート・センターa736-1116f751-1524 
t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（抽選。無料。９月４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８月１日以降に同センター（中央区荒戸三丁目 ふくふくプ
ラザ３階）へ。
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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



松風園　①季節の室
しつらい

礼とおもてなし〜菊尽くしで長寿を願
う〜②夕ざりの茶会

　①室礼とは季節や人生の節目に部屋を整えることです。室礼の話を聞き簡単な
実技を行います。軽食付き。②夕暮れを楽しむお茶会です。弁当付き。d10月６日㈯
①午前11時〜午後０時45分、午後２時〜３時45分②午後５時15分〜７時半li同園

（中央区平尾三丁目）a・f524-8264 c①各25人②15人（いずれも先着）y①3,500
円②4,000円 ※いずれも入園料別e電話で８月６日以降に同園へ。

催 し

で９月３日〜11日（必着）に同課へ。 ※
８月20日㈪、21日㈫に説明会・見学会
あり。参加希望者は募集要項内の申
込書を郵送かメールで８月14日（必
着）までに同課へ。i同課a282-7124 
f282-7772
一時預かり事業（一般型）の補助
金交付対象事業者を募集

　詳細は８月１日以降に市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを。【募集
期間】８月１日〜９月７日i事業企画課
a711-4114f733-5718
街区表示板が破損している場合
は連絡を

　折れ曲がったり割れ
たりした街区表示板=
写真=は、市が改修し
ます。発見した場合は
区政課へ連絡を。i同
課 a711-4074f733- 
5595

井戸水の衛生対策
　井戸水は周辺環境の影響を受けや
すく、急に飲用に適さなくなることが
あります。「色、濁り、味」などに異常が
ないか日頃から確認し、設備の点検と
水質検査を定期的に行いましょう。水
質検査は各区保健福祉センター（保健 
所）で受け付けています（有料）。i生
活衛生課a711-4273f733-5588
港湾空港局所管施設の指定管理
者を募集

　【対象施設】市海浜公園、博多港国
際ターミナル・中央ふ頭クルーズセン
ター【募集要項の配布】８月９日から港
営課（博多区沖浜町 博多港センター
ビル３階）で。市ホームページにも掲
載【申し込み】必要書類を郵送か持参

お知らせ

お知
らせ

9/

13
●木
他

3
思春期子育て応援セミナー

「思春期の子育てに活
い

かすアンガーマネジメント」
　怒りの感情を上手にコントロールする方法を学びます。d９月13日
㈭、20日㈭午後２時〜４時（連続講座）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a718-1067f714-2141t市内に住
むか通勤する人で、中高生の子どもの家族など（前年度受講者を除く）
c40人（抽選）y無料n１歳〜就学前（先着順。無料）eはがき（〒810-
8622住所不要）かメール（csgkouza@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と
託児希望者は子どもの名前（ふりがな）、年齢（月齢）も書いて８月24日

（必着）までに同課へ。

9/

15
●土

3ラグビーワールドカップ2019TM福岡開催記念 
ビギナー向け ラグビー観戦教室

　ルールなどを学んだ後、ラグビートップリーグの試合を解説付きで
観戦。d午後１時半〜５時15分lレベルファイブスタジアム（博多区東
平尾公園二丁目）i市スポーツ協会a645-1233f645-1220t初めて
ラグビーを観戦する小学生以上（小中学生は保護者同伴）c50人（抽
選）y一般1,500円、高校生以下500円eはがき（〒812-0045博多区東
公園８-２）かファクスに代表者の応募事項と参加者全員の名前と年齢
を書いて８月１日〜20日（必着）に同協会へ。ホームページでも受け付
けます。

9/

15
●土
他

3市小学生ハンドボールスポーツ教室

d９月15日〜12月1日午後５時〜７時（全10回。いずれも土曜日）l福岡
大学（城南区七隈八丁目）i市ハンドボール協会事務局・光成a090- 
3418-9094f716-5036t市内に通学する小学生（保護者も参加可）c 

20人（先着）y1,000円e電話かメール（k.mitsunari621@gmail.com）で８
月１日以降に同事務局へ。

9/

15
●土
他

2
西区歴史よかとこ案内人と巡る
彼
ひがんばなみち

岸花路の史跡と神社巡り
　①愛宕神社、亀井南冥生誕地など②夫婦塚古墳、飯盛神社などを巡
ります。d９月①15日㈯午前９時半〜午後３時②22日㈯午前10時半〜
午後３時l①集合は地下鉄室見駅改札口、解散は姪浜住吉神社（西区
姪の浜三丁目）②集合は西鉄バス南金武バス停、解散はやよいの風公
園（西区吉武）i西区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128y 

300円eはがき（〒819-0013西区愛宕浜１-16-６）かメール（nishikuyokat
oko@gmail.com）に応募事項と希望日を書いて９月①11日②18日（いず
れも必着）までに同事務局へ。

9/

19
●水
他

2福岡アジア文化賞 市民フォーラム・授賞式

　アジア文化への貢献をたたえる同賞の受賞者を迎えて市民フォー
ラムと授賞式を開催。d【市民フォーラム】９月①大賞：賈樟柯（ジャ・
ジャンクー）＝19日㈬午後６時半〜９時半②学術研究賞：末廣昭＝22日㈯
午前11時〜午後１時③芸術・文化賞：ティージャン・バーイー＝22日㈯午後
４時〜６時【授賞式】９月20日㈭午後６時半〜８時l市民フォーラム＝①
ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13(博多区住吉一丁目)②③市科学
館（中央区六本松四丁目）、授賞式＝アクロス福岡シンフォニーホール

（中央区天神一丁目）i福岡アジア文化賞公式行事受付係a0120-716-
710（平日午前10時〜午後６時）f735-4130c市民フォーラム①375人
②③各300人、授賞式1,000人（いずれも先着）y無料e電話かファク
ス、または情報プラザ（市役所１階）などで配布中の専用はがきで９月
10日（必着）までに問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

9/

21
●金
他

3認知症コミュニケーション・ケア技法「ユマニチュードR」
家族・介護者向け講習会

d９月21日㈮、27日㈭の午前10時〜正午または午後２時〜４時（連続講
座）lアクロス福岡 セミナー室１（中央区天神一丁目）iエクサウィ
ザーズ 福岡市ユマニチュード事務局a050-6865-7848f053-415-9990 
t認知症の家族を介護している、市内に住むか通勤する人c各20人

（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）、各区保健福祉センター地域保健福祉課などで配布する申込書を
ファクスかメールで８月１日以降に問い合わせ先へ。

9/

30
●日
他

3障がい者スポーツ教室　サッカー教室

d９月30日㈰、10月７日㈰、11月25日㈰、12月16日㈰、来年１月20日㈰、
２月24日㈰午前10時〜正午（連続講座）l西南杜（もり）の湖畔公園(城
南区七隈六丁目)i市障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565 
t13歳以上の知的障がい者（チームでの申し込みも可）c40人（抽選）
y１人500円e７月27日から情報プラザ（市役所１階）、同協会(中央区
荒戸三丁目 ふくふくプラザ３階)、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、メール、持参で８月１日〜15日

（必着）に同協会へ。ファクス、メールの場合は送付後に電話連絡が必
要。

10/

10
●水
他

3伊都学（西区、糸島地域の自然と歴史発掘）

　縄文時代の貝塚や奈良時代の製鉄所などが発掘されている西区伊
都地域の自然と歴史について考えます。d10月10日〜12月19日の水曜
日午後６時半〜８時（12月12日を除く連続講座）lさいとぴあ（西区西 
都二丁目）i九州大学地球社会統合科学府公開講座担当a802-5790 
f802-5791t高校生以上c60人（先着）y一般3,000円、高校生1,000円
eファクスかメール（hbssyomu@jimu.kyushu-u.ac.jp）に応募事項とメ 
ールアドレスを書いて８月１日以降に問い合わせ先へ。

10/

17
●水
他

3初心者なぎなた教室

d10月17日〜12月19日の水曜日午前９時〜11時(連続講座)l西体育
館（西区拾六町一丁目）i市なぎなた連盟事務局a・f523-6426t18
歳以上c15人（抽選）y800円e往復はがき(〒815-0071南区平和１-２- 
10-501）で８月１日〜９月28日（必着）に同事務局へ。

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8月1日 情報BOX11



お知
らせ しごと

養手当の支給要件該当から７年経過
または手当を受給し始めて５年経過す
る人と、すでに一部支給停止適用除
外届出書を提出している人は、現況届
と併せて一部支給停止適用除外届の
手続きも必要です。i各区子育て支
援課
中小企業の新たな設備投資を支
援します

　詳細は市ホームページで確認する
か問い合わせを。【対象】市内に事業
所がある中小企業者。個人事業者や
農林水産業も対象。【申請】申請書と
必要書類を郵送か持参で政策調整課
へ。i同課a711-4326f733-5593
市高齢者保健福祉大会の参加者
募集

　100歳を祝う式典と高齢者演芸発
表会の観覧者を募集します。d９月３
日㈪午後１時〜４時半l市民会館（中
央区天神五丁目）i同大会事務局a 

713-1340f713-0157t市内に住む60
歳以上c500人（抽選）e往復はがき

（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）で８月
16日（必着）までに同大会事務局へ。
介護保険負担限度額認定証の更
新が必要です

　介護保険施設やショートステイで
の食費と居住費（滞在費）の利用者負
担額が軽減される「介護保険負担限
度額認定証」の有効期限は毎年７月
31日です。引き続き軽減を受ける場
合は、８月31日までに住所地の各区福
祉・介護保険課で更新手続きをしてく
ださい。i各区同課

難病患者等ホームヘルパー養成
研修「難病基礎課程」

d ▽ 基礎課程①＝８月30日㈭午前10
時〜午後３時 ▽基礎課程②＝９月13日
㈭午後１時〜３時10分、19日㈬午後１
時〜５時10分l①ふくふくプラザ（中
央区荒戸三丁目）②13日=あいれふ

（中央区舞鶴二丁目）、19日=天神クリ
スタルビル（中央区天神四丁目）t市
内に住むか通勤・通学する人で、①介
護職員初任者研修の修了者または履
修中の人、２級課程研修の修了者、介
護福祉士②介護福祉士養成のための
実務者研修の修了者または履修中の
人、介護職員基礎研修または１級課程
研修の修了者、介護福祉士c①50人
②100人(いずれも先着)y無料e市ホ 
ームページに掲載の申込用紙に保有

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。

資格を証明する物の写しを添えて、郵
送かファクスで市障がい者基幹相談
支援センターへ。i同センターa406-
2580f738-3382
留守家庭子ども会年休代替支援
員を募集

　市内の小学校内に設置する同会
で、主任支援員の休暇時などに職務
を代理します。【資格】保育士、教員免
許保有者、学童保育に２年以上従事
経験のある人など。詳細は市ホームペ 
ージに掲載【任用期間】10月１日〜来
年３月31日（再任用あり）【申し込み】

「年代希望」と書いた履歴書に勤務可
能日（月〜土曜日）を書き添えて、郵送

（〒810-8620住所不要）か持参で８月31
日（必着）までに放課後こども育成課

（市役所13階）へ【面接】９月11日㈫i

同課a711-4662f733-5736
スクールソーシャルワーカー（嘱
託員）を募集

　【資格】社会福祉士または精神保健
福祉士の資格を持つ人【任用期間】
10月１日〜来年３月31日（再任用あり）

【募集案内・申込書の配布】８月１日か
ら教育相談課（中央区地行浜二丁目
えがお館５階）、情報プラザ（市役所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【申し込み】
申込書と必要書類を郵送か持参で８
月22日（必着）までに同課へ。i同課
a832-7120f832-7125
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。日程など詳細は問い合わせ
を。d８月27日㈪〜10月12日㈮の全20
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a477-6088f477-6091tおおむ 
ね40歳から64歳までの求職者で、介
護業界等への就職を希望している人
c24人（抽選）y無料e８月１日から情
報プラザ（市役所１階）、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８月21日

（必着）までに同センターへ。

市社会福祉事業団の職員を募集
　【募集職種】社会福祉職、保育士、言
語聴覚士、作業療法士【採用予定日】
来年４月１日以降【募集案内・申込書
の配布】市社会福祉事業団事務局（中
央区荒戸三丁目）、情報プラザ（市役
所１階）で。ホームページにも掲載。郵
送での請求は、封筒の表に「受験申込
書請求」と朱書きし、120円切手を貼っ
た返信用封筒（A４サイズ）を同封し、
同事務局（〒810-0062中央区荒戸３-３
-39）へ。e郵送か持参で８月９日〜22日

（消印有効）に同事務局へ。i同事務
局総務課a731-3711f731-3722

（市役所12階）、情報プラザ（同１階）、各
区福祉・介護保険課で。郵送希望者は
電話で問い合わせ先へ【申し込み】必
要書類を郵送か持参で８月24日（消印
有効）までに障がい者在宅支援課へ。
i同課a711-4248f711-4818
証明書がイオン九州各店で発行
できるようになりました

　マイナンバーカードで住民票の写
しなどの証明書を全国のコンビニエ
ンスストアで取得できる「コンビニ交
付サービス」が、イオン九州各店でも
利用できるようになりました。詳しく
は市ホームページに掲載。i区政課
a711-4074f733-5595
図書館の本が西鉄薬院駅でも返
却できます

　ときめきショップトライ（西鉄薬院駅
ビル１階）で返却できます。 ※DVD、
CD、ビデオ、カセットなどを除く。o平
日・祝日午前10時〜午後６時（土・日曜
日、年末年始は休み）i図書サービス
課a852-0605f852-0609

市民農園利用者を募集
　利用期間は９月２日〜来年７月31日

（１世帯１区画=15平方㍍）。i農業振
興課a711-4852f714-4033t市内に
住む人y１区画8,000円e往復はがき

（〒810-8620住所不要）に応募事項と
希望農園（１カ所）を書いて８月１日〜
10日（消印有効）に市民農園組合事務
局（農業振興課内）へ。

農園名 募集区画
（抽選）

東部土井（東区土井一丁目）14区画
南部野多目（南区野多目四
丁目） ４区画

城南神松寺（城南区神松寺
一丁目） １区画

西部萩ケ丘（西区戸切三丁
目） ９区画

市地下鉄１日乗車券「ファミリーペ
ア券」を発売

　大人（保護者）と小学生のペアで使
える同券を地下鉄全駅の窓口（姪浜
駅 えきマチ１丁目姪浜口を除く）で７
月26日㈭から販売。 ※購入の際は２
人で窓口へ。i地下鉄お客様サービ
スセンターa734-7800f734-7801y 

800円
児童扶養手当の現況届・特別児童
扶養手当の所得状況届を提出し
てください

　児童扶養手当を受給している人は
８月１日〜31日に、特別児童扶養手当
を受給している人は８月10日〜９月11
日に提出してください。提出がない場
合は、８月分以降の手当の支給ができ
ません。なお、来年６月までに児童扶

城南区自転車駐車場の指定管理
者を募集

　【募集要項の配布】８月２日〜31日
に自転車課（市役所６階）で。市ホーム
ページにも掲載【申し込み】必要書類
を郵送か持参で８月22日〜31日（必
着 ）に同 課 へ。i同 課a711-4468f 

733-5591
市男女共同参画審議会の委員を
募集

　男女共同参画の推進に関する施策
や重要事項について審議し、評価・意
見を述べる委員を募集。詳細は確認
を。【資格】市内に住む20歳以上で、平
日に年数回開催される審議会に出席
できる人。国または地方公共団体の
議員・職員（臨時職員・嘱託職員を除
く）や、同委員に二期以上委嘱された
人は不可【任期】10月〜2020年９月

【報酬】審議会出席につき報酬あり
【募集案内・応募用紙の配布】８月１日
から男女共同参画課（市役所７階）、情
報プラザ（同１階）、アミカス（南区高宮
三丁目）、各区情報コーナー、各出張
所などで。市ホームページにも掲載

【申込期限】８月24日（必着）i同課a 

711-4107f733-5785
８月は北方領土返還運動全国強
調月間です

　歯舞（はぼまい）群島、色丹（しこた
ん）島、国後（くなしり）島、択捉（えとろ
ふ）島は日本固有の領土です。北方領
土問題について関心と理解を深め、粘
り強く返還を求めていきましょう。i

総務企画局総務課a711-4044f724- 
2098

人権尊重に関する作品を募集
　作文、ポスター・絵画、標語、絵手紙
を募集（いずれも１人１点）。【作文】
400字詰め原稿用紙５枚以内【ポス
ター・絵画】Ｂ３画用紙。画材は自由。

「人権尊重週間」の文字を使う場合は
期間（12月４日〜10日）も記入【標語】
400字詰め原稿用紙【絵手紙】はがき
サイズ。iココロンセンターa717-
1237f724-5162t市内に住むか通勤・
通学する人e郵送（〒810-0073中央区
舞鶴２-５-１ あいれふ８階）か持参で９
月13日（消印有効）までに同センター
へ。
市保健福祉審議会障がい者保健
福祉専門分科会委員を募集

　市の障がい福祉施策について審議
を行う同会の臨時委員を募集します。

【資格】平日日中に会議に出席でき
る、市内に１年以上住む20歳以上（８月
１日現在）で次のいずれか①障害者手
帳所持者②障害者総合支援法の対象
疾病患者③前記①②の家族【任期】９
月〜2021年３月【募集案内・申込書の
配布】８月１日から障がい者在宅支援課
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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



しごと 相談

などで。市ホームページにも掲載【申
し込み】申込書を郵送か持参で８月31
日（消印有効）までに青少年健全育成
課へ。i同課a711-4188f733-5534
市内の求人検索や応募などがで
きる「福岡市公式求人検索アプリ」

　７月25日以降、スマートフォンでダウ
ンロードできます（無料。iOS、Android向
け）。【特徴】 ▽企業からスカウトが届く

（希望者のみ） ▽企業とやりとりができ
るチャット機能付き。i経営支援課a 

441-1232f441-3211

「定年からのしごと探し」セミナー
　応募書類の作成、面接の心得など
事例を交えながら就職活動の進め方
を解説します。d９月12日㈬午後１時
半〜３時半l県立図書館（東区箱崎一
丁目）i県70歳現役応援センターa 

432-2512f432-2513tおおむね60歳
以上c20人（先着）y無料e電話かファ
クスで８月１日以降に同センターへ。

職業訓練協会の講習
　①ホームページ作成(HTML&CSS）②
介護福祉士（筆記）受験対策③AutoC
ADによる建築と機械部品図面作成④
経理で役立つ会計ソフト実務⑤賃貸
不動産経営管理士受験対策⑥アクセ
ス2016—を開催。日程や料金など詳
細はホームページで確認するか問い
合わせを。i同協会a671-6831f672- 
2133

職業訓練10月生を募集
　CAD／CAM科、ビル設備サービス科を
募集。日程や料金など詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。i

福岡職業能力開発促進センターa 

093-641-6909f093-631-6516

市障がい者110番 知的障がい ピ
ア相談

　知的障がいがある人の家族が相談
に応じます。d８月22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・f738-0010t市内に住む障がい者
やその家族などy無料e不要
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d８月17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

公証相談
　公正証書（相続、遺言、離婚、任意後

相 談

見など）に関する相談に応じます。d

第２・４金曜日午後１時〜４時（１人30
分）li市民相談室（市役所２階）a 

711-4019f733-5580t市内に住むか
通勤・通学する人y無料e相談日前日

（祝日の場合は直前の開庁日）までに
電話か来所で同相談室に予約を。

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。d９月５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
人やその支援者y無料e電話で同セ
ンターへ。
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。d８月18日㈯
午前10時〜午後４時l南市民センター

（南区塩原二丁目）i県行政書士会
a641-2501f641-2503y無料e不要

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。
　※８月13日㈪〜15日㈬は休み。
行政書士による「交通事故」無料
相談会

　交通事故解決までの流れ、後遺症
（後遺障害）認定申請手続きなどの相
談に応じます。d８月25日㈯午前10時
〜午後４時li

県行政書士会館
４階相談室（博多 
区東公園）a641- 
2501f641-2503 
y無料e不要

市立学校の臨時教職員を募集

　【資格】教員免許保有者（幼稚園教
諭、養護教諭を含む）【申し込み】市
ホームページに掲載の申込書を教職
員第１課（市役所11階）へ郵送か持参。
随時受け付けます。i同課a711-4754 
f733-5536
市職員（中級・初級・消防吏員Ｂ・保
育士・運輸業務従事者・海技）を募集

　【募集案内・申込書の配布】８月２日
から人事委員会事務局任用課（市役
所５階）、情報プラザ（同１階）、各区情
報コーナー、各出張所、福岡市東京事
務所、県民情報センター（県庁１階）
で。市ホームページにも掲載。郵便で
の請求は、封筒の表に「中初級等請
求」と朱書きし、140円切手を貼った返
信用封筒（Ａ４サイズが入る大きさ。
宛先を明記）を同封して同課（〒810-
8620住所不要）へ【申込期間】 ▽電子
申請＝８月２日午前９時〜15日午後５時

（受信有効） ▽ 郵送＝８月２日〜17日
（消印有効） ※重複申し込みは不可。
詳細は募集案内で確認を。i同課a 

711-4687f733-5866
定期募集（来年４月１日以降採用予定）
募集区分 受験資格

中
級

行政事務 平成６年４月２日〜平
成11年４月１日に生ま
れた人学校事務

初
級

行政事務
平成８年４月２日〜平
成13年４月１日に生ま
れた人（４年制大学在
学者と卒業者は受験
できません）

学校事務

行政
技術

土木 平成５年４月２日〜平
成13年４月１日に生ま
れた人（４年制大学在
学者と卒業者は受験
できません）

建築
電気
機械

消防吏員Ｂ

平成６年４月２日〜平
成13年４月１日に生ま
れた人で、日本国籍を
有する人（４年制大学
在学者と卒業者は受
験できません）

保育士

平成５年４月２日以降
に生まれた人で、保育
士として登録されて
いる人または来年３月
31日までに登録され
る見込みの人

運 輸 業 務 従
事者（地下鉄
職員）

平成元年４月２日〜平
成13年４月１日に生ま
れた人（４年制大学在
学者と卒業者は受験
できません）

海技（航海）

昭和58年４月２日〜平
成13年４月１日に生ま
れた人で、６級以上の
海技士（航海）の免許
を有する人（取得見込
みは不可。４年制大学
在学者と卒業者は受
験できません）

特別募集（今年12月１日以降採用予定）
募集区分 受験資格

中
級 行政事務

平成５年４月２日〜平
成10年４月１日に生ま
れた人

初
級 行政事務

平成７年４月２日〜平成
12年４月１日に生まれ
た人（４年制大学在学
者と卒業者は受験で
きません）

市立急患診療センター看護師を
募集

　【資格】土日祝日に月３回以上出勤
できる看護師または准看護師。他要
件あり【勤務場所】同センター（早良
区百道浜一丁目）、東・博多・南・城南・
西区の急患診療所（各区保健福祉セ
ンター内）【申し込み】電話で８月31日
までに同センターへ。i同センター
a847-1099（平日午前９時〜午後５時）
f852-1510
市立病院機構職員（医療技術職）
を募集

　診療放射線技師、臨床工学技士、理
学療法士、治験コーディネーターを募
集。【募集案内・申込書の配布】７月25
日から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、各出張
所などで。ホームページにも掲載【申
し込み】申込書と返信用封筒を郵送
か持参で８月１日〜24日（必着）に同課
へ。i同課a692-3422f682-7300
子ども・若者育成支援員（嘱託員）
を募集

　青少年健全育成課（市役所13階）で、
子ども・若者の健全育成・非行防止に
関する業務などに従事。【資格】教員
免許保有者、臨床心理士、保健師 ※
いずれも、子どもの育成に関する活
動歴を１年以上かつ民間企業等の職
務経験を３年以上有する人【任用期
間】来年４月１日〜2020年３月31日（再
任用あり）【申込書の配布】８月１日か
ら情報プラザ（市役所１階）、各区情報
コーナー、各出張所などで。市ホーム
ページにも掲載【申し込み】申込書を
郵送か持参で８月31日（消印有効）ま
でに同課へ。i同課a711-4188f733- 
5534

こども育成調査アドバイザー（嘱
託員）を募集

　各区の青少年担当課で、地域の子
どもを育むネットワークづくりへの支
援などを行う嘱託員を募集。【資格】子
どもの育成に関する地域活動や団体
活動に指導者として市内で３年以上
従事した人【任用期間】来年４月１日〜
2020年３月31日（再任用あり）【申込書
の配布】８月１日から情報プラザ（市役
所１階）、各区情報コーナー、各出張所

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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　※申し込みは①③電話かファクス、
メール、来所でアミカスへ。ホームペー
ジでも受け付けます。②電話（671-6831）
で職業訓練協会へ。いずれも託児希望
者は子どもの名前、年齢（月齢）も書い
て実施日の10日前までに申し込み。
①女性の起業ＩＴ活用セミナー「イン
スタグラムレッスン」
　仕事で活用する方法を学びます。d９
月１日㈯午前10時半〜正午t女性c30
人（先着）y無料n６カ月〜小学３年生。
無料e８月１日以降
②はじめてのＴＯＥＩＣ講座
d９月５日〜11月７日の水曜日午後１時
半〜４時半（連続講座）c20人（先着）y

　※いずれも無料。
わんにゃんよかイベント
　犬の手入れ、猫の譲渡会、子ども向け
の紙芝居など。犬の同伴可。雨天の場合
は内容変更あり。d８月５日㈰午前10時
〜午後２時e不要
ずっと一緒に暮らすための犬猫よろず
相談
　犬猫のしつけやトリミングの方法、健
康管理、飼い主の万が一に備える「ペッ
ト信託」などの相談に応じます（ペット信
託相談のみ要予約）d８月19日㈰午後１
時〜４時t犬猫を飼っている人、飼う予
定の人eペット信託相談のみ、電話で８
月１日〜17日に同相談室へ。

２万8,000円n６カ月〜小学３年生。無料
e９月４日まで
③アミカス男性カレッジ	「けんちゃん
先生と作る認知症予防ランチ」
　管理栄養士の嘉村健志氏=写真=か
ら料理を学びます。d９月15日㈯午前10
時半〜午後１時半t男性（女性１人の同
伴可）c24人（抽
選）y1,000円n

６カ月〜小学３年
生。無料e９月５
日（必着）。当選
者のみ通知。

プロドッグトレーナーに学ぶ	パピー
のためのしつけ方教室
　６カ月齢以下の犬との信頼関係の築
き方や飼い主の心得などを学びます。d 

８月27日㈪午後２時〜４時t市内に住む
犬の飼い主と飼い犬c６組（先着。１組２
人、１匹まで）e電話で８月１日午前８時
半以降に同相談室へ。

山もりデイズ
　「沢のいきもの観察会」のほか、色鉛
筆=写真=やバターナイフ作りなどさま
ざまなイベントを開催（各イベントで料
金設定あり）。軽食
の販売もあります。
詳細はホームペー
ジで確認を。d８月９
日㈭〜11日（土･祝）午
前11時〜午後４時
おとなのかんさつハイキング
d９月９日㈰午前10時半〜午後１時t中
学生以上c50人（抽選）y200円e往復
はがきで８月17日（必着）までに同施設
へ。ホームページでも受け付けます。

筑前絞り･再発見
　今では姿を消した博多の絞り染めを
紹介します。d８月７日㈫〜10月14日㈰y 

一般200円、高大生150円、中学生以下
無料
夏休みこども博物館
　実物大の金印レプリカ（複製品）を、当
時のように粘土に押して使う体験をしま
す。d８月８日㈬、９日㈭午前10時〜正
午、午後１時半〜３時t６歳以上c各100
人（先着）y無料e不要

STARRY	NIGHT	JAM（スターリーナイトジャ
ム）①コズミックダンス〜惑星を旅する
プラネタリウムライブ〜②星語り〜星
空と音楽の夕べ〜
　①福岡のクリエーターによるライブ②
音楽や星の解説などを聞きながら星空
を楽しみます。d９月①８日㈯午後７時〜
８時②22日㈯午後４時〜４時50分、５時半
〜６時20分c各回220人（先着）y①2,200 
円②中学生以上500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）e８月①８日②22日午後
４時以降に同館３階チケットカウンター
で販売。ホームページでも購入可。

８月のおはなし会
　０〜２歳と保護者、幼児、小学生を対象
に読み聞かせや紙芝居などを行ってい
ます。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。c各回50人程度（先着） 
y無料e不要
古文書学講座
　古代〜近代の古文書解読の基礎を学
ぶ連続講座。d８月25日〜９月15日の土
曜日午後２時〜４時i文学・文書課a852-
0634f852-0609t初めて古文書を読み
たいと考えている人c50人（抽選）y無
料e往復はがきで８月15日（消印有効）
までに同課へ（１人１通）。

介護実習普及センターフェスタ
d９月29日㈯午前10時〜午後４時y入場
無料e以下の講座・講演は電話かファク
ス、来所で８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・講演名 時間 定員
講座　今日からはじめよう 
椅子に座って簡単体操

10：00〜
11：00

50人
（先着）

講座　在宅医療、少しだけ
でも家で療養したい人に

10：15〜
11：15

156人
（先着）

講座　歌って笑ってリフレッ
シュ

11：30〜
12：30

60人
（先着）

講演会　「見張る」介護から
「見守る」介護へ

14：00〜
15：30

248人
（先着）

　※その他、介護食試食コーナーや介護ロ
ボットの展示などもあり。

　※以下の申し込みは、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８月１日〜実施日
の２週間前（必着）に同園へ。ホームペー
ジでも受け付けます。
植物観察会
　秋の野草について学んだあと、園内
の見頃の植物を観察します。d９月８日
㈯午後１時半〜３時半c50人（抽選）y

無料（入園料別）
園芸講座〜寄せ植え講座〜
　ヒャクニチソウなどを使って寄せ植え
を作ります。d９月26日㈬午後１時半〜３
時半c30人（抽選）y2,000円（入園料別）

園芸講座「ダイコン・白菜・ニンジンな
どの作り方」
　秋植え野菜の作り方について学びま
す。d８月16日㈭午後１時半〜３時半c 

50人（先着）y無料e電話かファクスで
８月９日以降に同公園へ。
ブドウフェア
　同公園で採れた巨峰やマスカットなど
=写真=を販売しま
す。d８月18日㈯、19
日㈰午前10時〜午後
４時e不要

　※いずれも無料。
カブトガニ観察会
　カブトガニが餌を食べる様子を観察
します。小学３年生以下は保護者同伴。
d８月３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「ブラックライトで光る食べ	
物をさがそう」
d９月１日㈯午前10時半〜11時t小学１
〜３年生（保護者同伴）c20人（先着）e

電話かメール、来所で８月１日午前10時
以降に同施設へ。

l①②④⑤⑥同センター③大濠公園（中央区）e電話で希望日の７日前までに同
センターへ。ホームページでも受け付けます。

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） ９／８㈯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） ９／９㈰、23（日・祝）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）

９／15㈯14:00〜16:00（毎月第３
土曜日開催） ー

年会費2,000
円（参加体験
は無料）

④食事チェックから始めよう
「気軽に糖尿病教室」 ９／18㈫13:30〜15:30 12人（先着） 500円

⑤禁煙教室 ９／29㈯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）

10／４〜25の木曜日（４回）、来年１
／24㈭のフォロー教室（１回）19:00 
〜(２時間程度) ※計５回１セット

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

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 

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。

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

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
o午前10時〜午後６時 x第３火曜

博物館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１
a845-5011	f845-5019
o午前９時半〜午後５時半（８月26日
までの金・土・日曜日および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） ※８月13日㈪は開館、８月16
日㈭は休館

花畑園芸公園
〒811-1353 南区柏原七丁目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

科学館
〒810-0044 中央区六本松四丁目２-１
a731-2525	f731-2530
o午前９時半〜午後９時半
x火曜（祝休日のときは翌平日） ※７
月21日㈯〜８月26日㈰は毎日開館。

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
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）

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）
８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 ▽８日㈬＝城南体育館（城南
区別府六丁目） ▽９日㈭＝東体育館（東区香住ケ丘一丁目） ▽10日㈮＝南体育館（南
区塩原二丁目）c①②なし③各回15人④20組（③④は先着）y①②③無料④200円
e①②不要③当日午前９時から６階総合受付で整理券を配布。④８月７日以降に電
話で受け付けます。

参加者を募集
　①「とびだせ あいくる探検隊〜わたしたちの住む福岡のまちを探検しよう〜」９
月17日（月･祝）に行われるまち歩きの参加者を募集。②「10月から始まるクラブ」詳細
はホームページで確認を。締め切りは①８月30日②９月23日（いずれも必着）。

内容 日時 対象
①こどものアソビバ ８／８㈬、９㈭、10㈮10:30〜12:00、13:00〜16:00 幼児〜中学生
②みんなであそぼう ８／12㈰13：30〜14:30 小中高生
③割り箸鉄砲作り ８／15㈬10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜 小中高生
④木育おもちゃのひろば ８／23㈭10:00〜12:00 乳幼児

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
o午前９時半〜午後９時半（日・祝日および８月13日・15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）

ふくおかどうぶつ相談室（家庭動物啓発センター）
〒819-0005 西区内浜一丁目４-22　a８９１-１２３１ f８９１-１２５９
o午前８時半〜午後５時 x土日祝日

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

情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年8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


