
早良障がい者フレンドホーム 
①はじめてのパソコン教室〜エクセル〜②リトミック教室

　いずれも連続講座。詳細は問い合わせを。d①９月25日〜10月23日の火曜日
午前10時〜正午②10月27日〜来年３月23日の第２・４土曜日午前10時〜11時、11
時20分〜午後０時20分（学年・経験等でクラス分け）li同ホーム（早良区百道
浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に住む①肢体・内部障がいのある18歳
以上②障がいのある小学生c①６人②各20人（いずれも抽選）y①1,000円②無
料e電話かファクス、メール（friend-mwp@fc-jigyoudan.org) に応募事項と希望教
室を書いて９月４日〜①14日②22日に同ホームへ。来所でも受け付けます。

講座・教室

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部 オトナ塾

　テーマは①明治時代の「筑紫新聞」から紐（ひも）解く西郷隆盛の最後の戦い
「西南戦争」②健康は健口（けんこう）から。d９月①18日㈫②25日㈫午後１時〜２
時（受け付けは午後０時半から）l六本松 蔦屋（つたや）書店（中央区六本松四丁
目）iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081c各50人（先
着）y無料e不要

講座・教室

　※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。

●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。

●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。

●外科当番医（９月前半の日曜日）
９月２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
９月９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
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●水
他

3うつ病予防講座 ①うつ病はどんな病気？②うつ病かも？ 
と思ったら③こころのサインに気づいたら

d９月①５日㈬②12日㈬③19日㈬午前10時〜正午（１回のみの受講も
可）l城南区保健福祉センター（城南区鳥飼五丁目）i城南区健康課
a831-4209f822-5844c30人（先着）y無料e電話かファクス、メール

（kenko.JWO@city.fukuoka.lg.jp）、来所で同課（同センター内）へ。
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11
●火
他

3ガミガミ言わずに育てる方法

　心理学に基づいた子育てのこつを学びます。テーマは①優しい親で
いたいのに②わが子のやる気をグングン伸ばす魔法の言葉③どうし
たらいいの？子どものしつけ。d９月①11日㈫②18日㈫③25日㈫午前
10時半〜正午（１回のみの受講も可）lあすみん（中央区今泉一丁目）
iペアレント・スキルアップ福岡a090-6297-3550t乳幼児〜思春期の
子どもの保護者c各30人（先着）y１回1,500円、３回通し4,000円e電話
かメール（info@ps-fukuoka.jp）で９月１日以降に問い合わせ先へ。
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12
●水

2楽水園　楽水庵茶会「出光佐三が画した一文字」

　出光興産の創業者・出光佐三の掛け軸を楽しむ茶会です。抹茶・和菓
子付き。d午前10時半、11時半、午後１時、２時半から（各１時間程度）
li同園（博多区住吉二丁目）a・f262-6665c各７人（先着）y1,500円

（入園料別）e電話で９月１日以降に同園へ。

9/

14
●金

3ボートレース福岡　古布でつくるとんぼのブローチ

　１人３種類ずつ作ります。d午後１時〜２時半lボートレース福岡
（中央区那の津一丁目）iアノンセa771-3166f771-3344t20歳以上
の女性c20人（抽選）y無料（入場料別）eはがき（〒810-0041中央区
大名２-３-３-903）かファクスに応募事項とファクスの場合はファクス番
号も書いて９月７日（必着）までに問い合わせ先へ。当選者のみ９月10
日までに通知。
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15
●土

3花畑園芸公園　園芸講座「みかんの夏
かしゅうしょう

秋梢はずし」

　夏・秋に生えた新しい枝のせん定方法等を学びます。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９月８日以降に同公園へ。
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●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９月１日以降に同ゴルフ場へ。
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15
●土

3ベジフルクッキング

　旬の野菜や果物を使った料理を作ります。青果物の販売（午前９時
〜正午）もあり。d午前10時半〜午後１時半liベジフルスタジアム

（東区みなと香椎三丁目）a683-5323f683-5328t18歳以上c30人（抽 
選）y1,000円eはがき（〒813-0019東区みなと香椎３-１-１-201）かメー
ル（brand.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）で９月７日（必着）までに同施設へ

（１人１通）。８月25日以降ホームページでも受け付けます。当選者のみ
９月８日に通知。
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15
●土

2市民会館　バックステージツアー〜劇場探けん隊〜

　西区フィルハーモニーオーケストラの演奏を鑑賞後、舞台装置等の
説明を聞いて実際に動かすことができます。終了後、舞台技術者の仕
事体験も可能（希望者のみ）。d午後１時〜３時20分（仕事体験は３時
半〜５時）li同館（中央区天神五丁目）a761-6567f761-5866t小
学生以上（小学生は保護者同伴）c50人（先着）y無料e電話かファク
ス、メール（uketsuke@fukuoka-civichall.jp）に応募事項と保護者氏名、
緊急連絡先、仕事体験参加希望の有無を書いて８月27日以降に同館
へ。来所、ホームページでも受け付けます。
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●土

2姪浜そうつき歩き with 街道ライブ

　①「そうつき歩き」古い町家が残る姪浜を案内します。②「街道ライ
ブ」神社で筑前琵琶と三線（さんしん）の演奏を楽しめます。d①午後
４時〜５時半②午後６時〜８時l姪浜住吉神社（西区姪の浜三丁目）i

唐津街道まちづくり協議会 姪浜・畑中a090-6428-8363f874-1517c 

①15人②25人（いずれも先着）y①500円②2,500円eファクスに応募
事項と希望イベント（両方の希望可）を書いて９月９日までに同協議会
へ。ホームページでも受け付けます。

福岡市政だより
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※カレンダーの日付は、イベント開催日（複数日ある場合はその初日）を記載しています。

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

情報BOX 電話以外で申し込む場合は次の	応募事項	を書いてください。
　●	催し名など（コースも）	 　●	郵便番号・住所
　●	氏名（ふりがな）	 	 　●	年齢
　●	電話番号	 	 	 　●	小中学生は学校名・学年

※ご記入いただいた個人情報は適切に管理し、目的外には使用しません。
※講座・催しなどで、特に記載がないものは誰でも参加（申し込み）可。

催し 講座
教室

応 募 事 項



アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん 
①修景池クリーンアップ大作戦②どんぐりで遊ぼう

　小学３年生以下は保護者同伴。①は修景池の清掃と外来生物の捕獲（持ち帰
り不可）を行います。汚れてもよい服装、サンダル以外の靴または長靴、網、バケ
ツ、ゴム手袋または軍手を持参。②はドングリを拾って工作などをします。d①９
月８日㈯午前10時〜午後３時（受け付けは午前９時半〜午後２時）②10月７日㈰午
前10時〜11時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020c①
なし②20人（先着）y①無料②100円（入館料別）e①不要②電話で９月７日以降
に同公園へ。

催 し

今津運動公園

　①「ジュニアテニススクール」②「初級・初中級テニス教室」③「初級・中級バド
ミントン教室」いずれも連続講座。詳細は問い合わせを。d①９月３日以降の平
日午後４時〜 ※１回50分（週１〜３回の選択制）②９月12日〜11月14日の水曜日
午前10時〜正午③９月14日〜11月16日の金曜日午前10時〜正午li同公園（西
区今津）a807-6625f807-6627t①４歳〜高校生②③20歳以上c①40人②各20
人③25人（①先着②③抽選）y①5,940円〜１万9,440円②8,400円③5,400円e電
話で９月１日以降に同公園へ。締め切りは９月②10日③12日。

講座・教室

市民体育館

　いずれも連続講座。詳細は問い合わせを。li同体育館（博多区東公園）a641- 
9135f641-9139t①65歳以上②③18歳以上④平成30年度に満５〜６歳になる幼
児eはがき（〒812-0045博多区東公園８-２）かファクス、来所で９月１日〜15日（必
着）に同体育館へ。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 定員
（抽選） 費用

①はじめての気功 10／３〜12／５の水曜日11:15〜
12:15（10／17、11／21を除く） 20人 4,000円

②気分爽快 ボクシングエク
ササイズ

10／４〜11／22の木曜日13:00〜
14:15 20人 5,600円

③Let's トライエクササイズ 10／４〜11／22の木曜日14:30〜
15:30 20人 4,800円

④げんきっず運動広場 10／４〜11／22の木曜日16：15〜
17：00 15人 4,000円

講座・教室
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2明星和楽〜W
ワ ラ ク

ARAKU S
サ ミ ッ ト

UMMIT〜

　国内外のスタートアップ（創業）についてのトークセッションなどの
他、最新のデジタル技術等を体験できるブースや屋台の出店もあり。
詳細は問い合わせを。d９月15日㈯、16日㈰午前10時〜午後７時lフ
クオカグロースネクスト（中央区大名二丁目）i明星和楽実行委員会
a080-3907-1094y入場無料e不要

9/

16
●日

2西南杜
もり

の湖畔公園　花市場

　季節の花苗を販売します。d午前９時半〜午後３時（なくなり次第終
了）li同公園（城南区七隈六丁目）a・f863-7929y入場無料e不要
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19
●水

3舞鶴公園　ドライアジサイでリースをつくろう

　アジサイのドライフラワーを使って作ります。d午前10時半〜午後
０時半li同公園（中央区城内）a781-2153f715-7590c20人（抽選）
y1,000円eはがき（〒810-0043中央区城内１-４）かファクス、メール（ma
iduru@midorimachi.jp）で９月１日〜７日（必着）に同公園へ。
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他

2博多ガイドの会
この秋こそ着物デビュー（着物で博多のまち歩き）

　着物レンタル・着付け込み。着物の持ち込みも可。d９月19日㈬、22
日㈯午後２時〜３時半l集合はマインキューブ川端店（博多区上川端町）
i博多区企画振興課a419-1012f434-0053t着物を着慣れていない
人c各10人（先着）y2,000円e電話で９月３日午前９時以降に同課へ。
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20
●木

4外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　スペインのマドリード出身のロペス・ボルハさんが日本語で話しま
す。d午後６時半〜８時li福岡よかトピア国際交流財団（博多区店
屋町 市国際会館）a262-1799f262-2700c50人（先着）y500円（外国
人学生は無料）e電話かファクス、メール（attaka@rainbowfia.or.jp)、
来所で９月１日以降に同財団へ。
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●木

3赤煉
れ ん が

瓦夜話「ある画材店主が見つめ続けた福岡〜戦前
から現在まで〜」

　講師は福岡の画材店・山本文房堂取締役会長の的野恭一氏。d午
後６時半〜８時l市文学館（市赤煉瓦文化館 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
９月11日（必着）までに同課へ。落選者のみ通知。
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●木
他

2
はかた伝統工芸館
金
キム

潤
ユンソン

善のセクシルヌビ（韓国の伝統手芸）展
　バッグやブローチなどの作品を展示・販売します。d９月20日㈭〜25
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）a409-5450f409-5460y入
場無料
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22
●土

2尾方蝶
ちょうか

嘉・筑前琵琶の世界
〜漆の町家・箱嶋邸に響く音と語り〜

　唐津街道の民話などを筑前琵琶の演奏と語りで楽しみます。琵琶
の演奏体験、町家見学もあり。d午後２時〜４時、６時〜８時li国登
録有形文化財「箱嶋家住宅」（東区馬出二丁目）a090-5043-2107f 

651-1062c各20人（抽選）y2,000円e電話かファクスに応募事項と希
望時間、参加人数を書いて９月１日〜20日に問い合わせ先へ。
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●火

2老人福祉センター長生園
長生園オレンジカフェ

　認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気で話や相談ができ
ます。d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-0903f 

641-0907tおおむね50歳以上c30人（先着）y無料e電話かファクス、
来所で９月１日以降に同園へ。

9/

25
●火

2緑のコーディネーターによる博多まち歩き

　歴史と緑に親しみながら、承天寺などを巡ります。d午前10時〜正
午l集合は博多駅、解散は櫛田神社（博多区上川端町）i市緑のまち
づくり協会みどり課a822-5832f822-5848c20人（抽選）y無料eは
がき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクスで９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。

9/

26
●水

4国連講演会「東アジアにおける安全保障」

　講師は外務省総合外交政策局安全保障政策課の首席事務官・山本
武臣氏。d午後１時〜２時半l福岡大学（城南区七隈八丁目）i日本
国際連合協会福岡県本部a713-8115f761-6762c100人（先着）y無
料e電話かファクス、メール（unaj-fukuoka@nifty.com）で９月１日以降
に同本部へ。ホームページでも受け付けます。

9/

29
●土

3友泉亭公園　季節の折り紙教室

　抹茶サービス付き。未就学児は参加不可。d午前９時45分〜10時45
分、11時〜正午li同公園（城南区友泉亭）a・f711-0415c各15人（先 
着）y500円（入園料別）e電話で９月１日午前９時以降に同公園へ。

催し情報BOX 福岡市政だより
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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



まもるーむ福岡（保健環境学習室）

　小学３年生以下は保護者同伴。liまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）
a831-0669f831-0670y無料e①当日午後１時から受け付け②③電話かメール

（mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で９月１日午前10時以降に同施設へ。
内容 日時 対象･

定員（先着）
①カブトガニ観察会 ９／９㈰、24（月･休）

15:00〜15:30 25人

②特別講座「キノコの世界の不思議」（講師は九
州大学農学研究院の大賀祥治教授）

９／22㈯10:30〜
12:00

小学生以上、
40人

③ラボで体験「トウモロコシのナゾ〜ポップコー
ンはなぜ弾ける？〜」

10／６㈯10:30〜
11:00

小学１〜３年
生、20人

講座・教室

ももち体育館

　いずれも連続講座。詳細は問い合わせを。li同体育館（早良区百道二丁目）
a851-4550f851-5551t①②④⑤18歳以上③１〜３歳と保護者のペアc①40人
②④⑤25人③20組（いずれも抽選）e往復はがき（〒814-0006早良区百道２-３
-15）に応募事項と希望教室を書いて９月１日から15日の午後８時（必着）までに同
体育館へ。来所でも受け付けます（返信用はがきを持参）。

内容 日時 費用

①リンパストレッチ教室 10／２〜来年２／19の火曜日
14:00〜15:00（１／１を除く） 5,800円

②はじめてのヨガ教室 10／４〜12／６の木曜日
9:30〜10:45 5,100円

③親子ヨガ教室 10／４〜12／６の木曜日
11:00〜12:00

１組
5,100円

④はじめてのピラティス教室 10／７〜12／９の日曜日
9：45〜11：00 5,200円

⑤バラエティステップ教室（さまざま
なダンスを取り入れたエアロビクス。
踏み台も使用します）

10／16〜12／18の火曜日
18：50〜19：40 5,200円

　※10月〜来年３月末開催のスポーツ教室（全27教室）の参加者を募集。詳細
は同体育館へ問い合わせを。申し込みは９月１日午前10時から開始（先着順）。

講座・教室

9/

29
●土

3西障がい者フレンドホーム
アロマで作るルームスプレー＆せっけん

d午前10時〜正午li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と介助者c10人（抽選）y500円e

電話かはがき（〒819-0005西区内浜１-５-54）、ファクス、来所で９月18日
（必着）までに同ホームへ。

9/

29
●土

2東・博多・南・城南障がい者フレンドホーム合同ボウリン
グ大会

d午後０時40分〜３時l博多スターレーン（博多区博多駅東一丁目）
i南障がい者フレンドホームa541-5858f541-5856t市内に住む障
がいのある人c30人（抽選）y1,000円e電話かファクス、来所で９月１
日〜14日に同ホーム（南区清水一丁目）へ。

9/

29
●土

2松風園　観月会〜管・弦・光のセッション〜

　紙袋灯明を使った地上絵、抹茶カフェ、クラリネットとギターによる
ジャズライブを行います。d午後６時〜９時 ※ジャズライブは午後７時
〜８時（受け付けは６時から）li同園（中央区平尾三丁目）a・f524- 
8264y大人1,500円、中学生以下500円e不要

9/

29
●土

2路線バスで行く 親子フィッシング体験

　路線バスで海づり公園（西区小田）へ移動し、親子で釣りを楽しみま
す。釣り具の無料レンタルあり。d午前８時〜午後３時l集合・解散は
JR今宿駅i交通計画課a711-4393f733-5590t小学生と保護者c10
組（抽選。１組２〜３人程度）y往復バス代（実費）＝大人860円、小学生440
円eはがき（〒810-8620住所不要）かメール（kotsu@city.fukuoka.lg.jp）
に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢を書いて９月１日〜14
日（必着）に同課へ。当選者のみ通知。

9/

29
●土

3市民防災センター　新米パパママ応急手当て講習会

　１歳前後の子どもに対する心肺蘇生法や異物除去法などを学びま
す。d午前10時〜11時半、午後１時〜２時半li同センター（早良区百
道浜一丁目）a847-5990f847-5970t１歳前後の子どもや孫がいる
人、子どもが生まれる予定の人c各10組（先着）y無料e電話で９月３
日以降に同センターへ。

9/

29
●土

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

d午前10時〜11時15分、午後２時〜３時15分li同園（中央区長浜一
丁目）a771-7677f716-0046t市内に住む60歳以上c各20人（先着）
y500円e電話で９月１日以降に同園へ。

9/

30
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園　フラワーデザイン
（プリザーブドフラワーの部屋飾り作り）

d午前10時〜正午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f 

587-0883c20人（先着）y2,000円e電話で９月１日午前10時以降に同
農園へ。

9/

30
●日

2福岡城 舞
まいゆう

遊の館
和服姿で、本物の人力車を引いたり乗ったりしてみよう

　写真撮影（１カット、和柄の台紙付き）や福岡城跡の散策など。忍者
や町娘などの衣装もあり。12歳以下は保護者同伴。d午前９時〜午後
３時li福岡城 舞遊の館（中央区城内 三の丸スクエア内）a707-3191 
f707-3193c５組（先着）y１組（２人）5,000円 ※３人以上での参加は１
人2,500円を追加e電話かメール（info@mayunoyakata.waza.co.jp）、来
所で９月１日以降に同施設へ。ホームページでも受け付けます。

9/

30
●日

3始めよう 子どもの居場所「おにぎり塾」 公開講座

　「子どものＳＯＳの拾いかた」をテーマに、スクールソーシャルワー
カーや元児童養護施設職員から学びます。d午後２時〜４時lふくふ
くプラザ（中央区荒戸三丁目）iふくおかこども「おにぎり塾」隊a292- 
3306f292-3217t高校生以上c70人（先着）y1,000円eファクスか
メール（shokuiku2012@gmail.com）に参加者全員の応募事項を書いて
９月１日以降に問い合わせ先へ。

10/

1
●月
他

3初心者向け「健康ボウリング教室」

d ▽10月１日〜11月12日の月曜日午後７時〜９時 ▽10月２日〜11月６
日の火曜日午後１時半〜３時半 ▽10月３日〜11月７日の水曜日 朝コー
ス＝午前10時半〜午後０時半、昼コース＝午後１時半〜３時半、夜コー
ス＝午後７時半〜９時半 ▽10月５日〜11月９日の金曜日午前10時半〜
午後０時半（いずれも連続講座）lフラワーボウル（博多区銀天町三
丁目）i県ボウリング連盟・秀嶋a090-9794-7113f573-8815c各コー
ス18人（先着）y2,000円（保険料別）e電話かファクス、メール（front@
flowerbowl.net）で９月１日以降に問い合わせ先へ。

10/

2
●火
他

3雁の巣レクリエーションセンター
雁の巣テニス教室（初心者向け）

d10月２日〜12月４日の火曜日午前10時〜正午（連続講座）li同セ
ンター（東区奈多）a606-3458f607-9057t18歳以上c14人（抽選）
y5,000円e往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスで９
月21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。

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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救命講習

　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９月①②１日③11
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

10／12㈮ 中央消防署（中央区那の津二丁目） a791-7151 40人
10／13㈯ 西市民センター（西区内浜一丁目） a806-0642 30人
10／18㈭ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） a475-0119 40人
10／27㈯ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人
10／28㈰ 市民防災センター（早良区百道浜一丁目）a821-0245 30人

②普通１
10／16㈫ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人
10／20㈯ 博多消防署 a475-0119 40人

③上級
10／４㈭

博多消防署 a791-7151 30人
10／18㈭

　※時間は①午前10時〜11時半（10月18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

市社会福祉協議会ボランティアセンター

　いずれも連続講座。①③の傾聴ボランティアは相手の寂しさや悩みなどを聴
いて心のケアを行うボランティアです。詳細は問い合わせを。l①③ふくふくプ
ラザ（中央区荒戸三丁目）②博多区保健福祉センター（博多区博多駅前二丁目）
i市社会福祉協議会ボランティアセンターa713-0777f713-0778t①市内在住
で傾聴ボランティア活動をしている人②市内在住で講座修了後に活動できる人
③市内に住む人c①30人②③20人（①③抽選②先着）e①③電話かファクス、来
所で９月１日〜22日に同ボランティアセンター（ふくふくプラザ内）へ。②電話（436- 
3651）かファクス（436-3652）で９月３日以降に博多区社会福祉協議会へ。

内容 日時 費用
①作家・小田豊二先生による傾聴ボラ
ンティアのための聞き書き講座

10／６㈯、13㈯10:00〜15:00 
※小田先生は６日のみ 1,000円

②高齢者外出支援ボランティア養成
講座

10／９㈫、19㈮、24㈬、11／７㈬
10:00〜12:00 ※10／29㈪〜11
／２㈮の間の１日もあり。

無料

③傾聴ボランティア入門講座 10／20〜12／１の土曜日10:00
〜15:00（11／３を除く） 2,000円

　※②10月29日〜11月２日の間の１日③11月17日は高齢者施設での体験のた
め、時間が異なります。

講座・教室

10/

2
●火
他

3九電記念体育館　初心者ヨガ教室

d ▽Ａコース＝10月２日〜12月４日の火曜日午前10時〜11時半 ▽Ｂ
コース＝10月３日〜12月５日の水曜日午後７時〜８時半（いずれも連続
講座）li同体育館（中央区薬院四丁目）a524-3906f524-3911t18
歳以上c各20人（抽選）y6,500円e往復はがき（〒810-0022中央区薬
院４-14-１）に応募事項と希望コースを書いて９月１日〜10日（必着）に
同体育館へ。

10/

3
●水
他

3ボランティアのためのお手玉チャレンジ講座

　ボランティア活動に生かせるお手玉遊びやゲームなどを学びます。
d10月３日㈬、10日㈬午後１時半〜３時半（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a718-1069f714-
2141t市内に住むか通勤するおおむね60歳以上c20人（抽選）y無
料eはがき（〒810-8622住所不要）かメール（csgkouza@city.fukuoka.
lg.jp）で９月19日（必着）までに同課へ。

10/

4
●木
他

2市障がい児・者美術展（福岡コアサイド・アート）

d10月４日㈭〜９日㈫午前10時〜午後８時（入場は30分前まで。最終日
の展示は午後６時まで）lアジア美術館（博多区下川端町 リバレイン
センタービル７階）i同展実行委員会事務局（市社会福祉事業団）a 

731-3711f731-3722y無料

10/

5
●金
他

2博多情緒めぐり

　①「博多旧市街の寺社を訪ねる」②「博多川端の心に出会う街」③
「お櫛田さんから住吉さん」④「博多のお宝探し」の各コースでボラン
ティアガイド=写真=が名所・旧跡などを案内します。④はかまぼこ絵付
け体験あり（火曜日は体験なし）。詳細は９月１日
から情報プラザ（市役所１階）、各区情報コー
ナー、各出張所などで配布するリーフレットで確
認するか問い合わせを。d10月５日㈮〜16日㈫
いずれも午前10時、午後２時から ※10日㈬、11
日㈭を除くl集合は櫛田神社（博多区上川端
町）i市観光案内ボランティア協会a080-8397-
9256f733-5055c各回30人（先着）y①600円②
③500円④2,000円（火曜日は700円）e電話で９
月１日以降に同協会へ。

10/

6
●土
他

3親子で学ぼう森林教室

　林業作業の見学と工作体験をします。d10月６日㈯、20日㈯午前９
時〜午後４時半l早良区の森林他。集合・解散は市役所i森林・林政
課a711-4846f733-5583t市内に住む小学３〜６年生と保護者c10組

（抽選。１組２人程度）y無料eはがき（〒810-8620住所不要）かファクス、
メール（shinrin-rinsei.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募
事項と希望日を書いて９月20日（必着）までに同課へ。

10/

7
●日

4市若年性認知症講演会
「若年性認知症を知っていますか？」

　みさき病院 田中清貴院長の講話とデイサービス所長 髙橋英二氏
の経験談を通して学びます。d午後１時半〜３時半l市役所15階講堂
i認知症支援課a711-4891f733-5587c100人（先着）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）、各区保健福祉セン
ター地域保健福祉課で配布する申込書をファクスかメールで９月３日
以降に同課へ。

10/

8
●●月・祝

2本当は面白い「技能職」 おしごと紹介イベント

　左官・タイル張工・建具製造工・めっき工などの技能職者が紹介しま
す。d午後２時〜４時l福岡商工会議所ビル（博多区博多駅前二丁目）
i市技能職団体連合会a631-7320f631-7321t中学生以上（保護者、
学校の進路指導担当者、就職支援活動従事者なども可）y無料e電話
かファクスで10月１日までに同連合会へ。

10/

9
●火

4中央区難病講演会「特発性拡張型心筋症について〜病
態と日常生活の過ごし方〜」

　講師は九州大学大学院医学研究院保健学部門の樗木（ちしゃき）晶
子教授。d午後２時〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i中央区
健康課a761-7340f734-1690c50人（先着）y無料e電話かファクス
で９月３日以降に同課へ。

10/

10
●水
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。d10
月10日㈬〜12月22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５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
９月14日までに問い合わせ先へ。来所でも受け付けます。

催し催し情報BOX 福岡市政だより
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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



油山市民の森 
①秋の森のキノコ観察会②絵画（スケッチ・はがき絵）教室

　中学生以下は保護者同伴。d10月①７日㈰午前10時半〜午後１時半②14日㈰
午前10時〜正午、午後１時半〜３時半l油山市民の森（南区桧原）i市民の森協
会a871-6969f871-6909t①不問②小学生以上c①40人②各15人（いずれも
抽選）y①200円②300円e往復はがき（〒811-1355南区桧原855-４）で９月①14日
②21日（必着）までに同施設へ。ホームページでも受け付けます。

講座・教室
市民スポーツフェスタ トップアスリートとの交流イベント

　①「陸上教室」元オリンピック選手の高野進氏（400ｍ走）、千葉真子氏（１万ｍ
走）が指導します。②「サッカー教室」アビスパ福岡の井原正巳監督、元サッカー
日本代表の宮間あや氏が指導します。d10月８日（月・祝）①午前11時半〜午後０時
半②午後１時〜２時l平和台陸上競技場（中央区城内）i市民総合スポーツ大
会実行委員会a645-1231f645-1220t①小学生以上②小学生c①短距離・長
距離で各250人②300人（いずれも抽選）y無料e９月14日までホームページで
受け付けます。

講座・教室

ひと山まるごとガーデニング

　市の水源地域・大分県日田市大山町で下草刈りや地元の人との交流を行いま
す。d９月29日㈯午前７時半〜午後５時半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a483-3194f483-3252t市内に住むか通勤・通学する
小学５年生以上で、山中の傾斜地で草刈り活動ができる人（中学生以下は保護者
同伴）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９月12日（必着）までに同課へ。

催 し

10/

11
●木

4城南区難病講演会「パーキンソン病について」

　講師は福岡大学病院神経内科の坪井義夫教授。d午後２時〜４時
半l城南区保健福祉センター（城南区鳥飼五丁目）i城南区健康課
a831-4261f822-5844c80人（先着）y無料e電話かファクスで９月３
日以降に同課へ。

10/

12
●金

3就労支援セミナー「障がい者が活躍できる福岡〜誰もが
イキイキはたらく社会を目ざして〜」

　エフコープ生活協同組合の障がい者雇用の取り組みについての講
演、企業で働いている障がい者の事例紹介など。d午後１時半〜５時
lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市障がい者就労支援センタ 
ーa711-0833f711-0834c200人（先着）y無料eファクスかメール（yu 
me_network@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項（ファクス番
号、メールアドレスがあれば記入）と所属する会社・事業所名（保護者
の場合は子どもの学校名）を書いて同センターへ。

10/

13
●土

2船にのって志賀島にあつまれ！ 博多湾N
ネ ク ス ト

EXTひろば

　①「アマモ（海の環境を良くする海草）場づくり」②「おさかな料理体
験」③「出張水族館&ビーチクリーン（海岸清掃）」いずれも昼食付き。d

午前10時半〜午後１時半l集合は市営渡船志賀島旅客待合所（東区志
賀島）i博多湾NEXT会議受付事務局（ふくおかFUN）a･f407-6970t小
学生以上（小学生は保護者同伴）c①③30人②20人（いずれも先着）y

無料eファクスかメール（hakatawan.next@gmail.com）に参加者全員の
応募事項と希望イベント名（第３希望まで可）を書いて９月１日以降に同
事務局へ。

10/

14
●日

2東図書館　知的書評合戦 ビブリオバトル

　「旅」をテーマにしたお薦めの本についての発表後、ディスカッショ
ンを行います。d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a674-3982f674-3973t中学生以上c５人（先着。観
覧は定員なし）y無料e電話か来所で９月１日以降に同図書館（なみ
きスクエア内）へ。観覧は申し込み不要。

10/

18
●木

4市民講演会「ひきこもり長期化打開のために家族ができ
ることを考えるワークショップ」

　①講師による講義。②グループごとに実際の関わり方を考えます。
d①午後１時〜２時半②２時45分〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁
目）i精神保健福祉センターa737-8825f737-8827t①市内に住む
引きこもり者と同居する家族（親や保護者など）、支援者②前半の講義
①の参加者のうち家族のみ（事前アンケートの提出が必要）c①100人

（先着）②60人（選考）y無料eメール（hiki@med.kyushu-u.ac.jp）に応
募事項と①のみ参加か①②とも参加かを書いて９月１日から30日午後
５時までに申し込みを。

10/

18
●木

4早良区難病講演会「もやもや病との上手な付き合い方〜
幼少期からの成長各段階に応じて〜」

　講師は福岡山王病院脳･神経機能センター長の松島俊夫氏。d午
後７時〜９時l早良区保健福祉センター（早良区百道一丁目）i早良
区健康課a851-6012f822-5733c60人（先着）y無料e電話かファク
スで９月10日以降に同課へ。

10/

19
●金

3建物の維持保全セミナー「防水改修工事の留意点」

　講師は市防水事業協同組合技術委員。d午後１時半〜２時50分l福
岡国際会議場（博多区石城町）i市施設整備公社総務課a738-7221 
f738-7230t市内に住むか通勤する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）で９月３日以降に同課へ。

10/

27
●土
他

2それいけ海の冒険団 獲る･作る･学ぶ 海の世界

　夜の水族館での観察など、海について学ぶ宿泊体験学習です。d10
月27日㈯午前９時半〜28日㈰午後１時半（１泊２日）li海の中道青少
年海の家（東区西戸崎）a603-2700f603-2782t小学５年〜中学生
c30人（抽選）y中学生6,800円、小学生6,700円eはがき（〒811-0321東
区西戸崎 海の中道海浜公園内）かファクス、メール（hp-inquiry@umina
ka.fukuoka-shizennoie.jp）に応募事項と性別、保護者氏名を書いて９月
27日午後５時（必着）までに同施設へ（１人１通）。

10/

27
●土
他

3市福祉有償運送運転者講習会

　要介護者や障がい者などの移送サービスを行うボランティア運転
手を養成。d10月27日㈯午前９時〜午後６時半、28日㈰午前９時〜11
時半（連続講座）lマイマイスクール花畑（南区花畑四丁目）i高齢福
祉課a711-4881f733-5587t市内の福祉有償運送実施団体登録者お
よび登録予定者（定員に満たない場合は前記対象者以外も可）c20人

（抽選）y1,000円（前記対象者以外は１万5,000円）eファクスかメール
（koreifukushi.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）で９月１日〜15日に同課へ。

10/

28
●日

2在宅重度肢体障がい者レクリエーション

　果物狩りなどを通して交流します。d午前９時半〜午後３時半l集
合はふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）か博多障がい者フレンドホ 
ーム（博多区西月隈五丁目）i市身体障害者福祉協会（市障がい者社
会参加推進センター）a732-6077f713-1393t市内に住む重度肢体
障がい者（身体障害者手帳１・２級）と介助者のペアc60組（先着）y１
人1,000円e往復はがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）に応募事項と
性別、身体障害者手帳の等級、車いす使用の有無、介助者の氏名・年
齢、希望する集合場所を書いて９月１日以降に同協会へ。

11/

3
●●土・祝
他

2博多座　新作歌舞伎『あらしのよるに』

　きむらゆういち作の絵本を歌舞伎舞台化。詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。d11月３日（土・祝）〜27日㈫午前11時半、午後４
時半から ※午前のみ、午後のみの日ありl博多座（博多区下川端町）
i博多座電話予約センターa263-5555f263-3630t４歳以上yＡ席１
万5,000円、特Ｂ席１万2,000円、Ｂ席9,000円、Ｃ席5,000円e９月８日午前
10時以降に電話で予約を。ホームページでも購入できます。

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

li同館（早良区百道浜三丁目）①a852-0600f852-0609②a852-0632f852-0631 
y無料e①整理券を当日午後５時半から配布。②電話か来所で９月１日以降に同
館へ。

内容 日時 対象・定員
①ストーリーテリングの夕べ〜大人のためのお
はなし会〜（日本・世界の昔話や物語など）

９／22㈯18：00
〜19：00

中学生以上、
50人（先着）

②アジアを知ろう　みんなであそぼう（市内在
住のインドネシア、韓国、中国人等による外国語
での絵本の読み聞かせ、文化の紹介など）

９／30㈰11：00
〜12：00

３歳以上、45人
（先着）

　※その他、土・日曜日の午後２時半から読み聞かせや紙芝居などを実施（無
料）。対象（０〜２歳と保護者、幼児、小学生）によって開始時間が異なります。詳
細はホームページで確認するか問い合わせ（a852-0600f852-0609）を。

催 し

南障がい者フレンドホーム 
①ペン習字教室②書道教室（連続講座）

d①10月10日〜2020年９月16日の第１・２・３水曜日（10月は第２・３・４水曜日）②10
月11日〜2020年９月17日の第１・２・３木曜日（10月は第２・３・４木曜日）いずれも午
前10時〜正午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c各５人（抽選）y①月100円②月200円e電話かファクス、
来所で９月15日までに同ホームへ。

講座・教室

博多発着 大型クルーズ船で行く上海（中国）クルーズ旅行 
ノルウェージャン・ジョイ

　詳細は博多港ホームページで確認するか問い合わせを。d ▽２泊３日＝12月
15日㈯〜17日㈪ ▽３泊４日＝９月23日（日・祝）〜26日㈬、９月30日㈰〜10月３日㈬、12
月８日㈯〜11日㈫ ▽４泊５日＝９月26日㈬〜30日㈰、12月11日㈫〜15日㈯iオリ
エンタルa432-2015f432-2017c各回40人（先着）y１人８〜16万円（いずれも２
人１室利用）e電話で出発日のおおむね２週間前までに問い合わせ先へ。

催 し

お知
らせ相談

職場のハラスメント（パワハラ、セ
クハラ、マタハラ等）集中相談会

　電話と面談で相談に応じます。d９
月12日㈬、13日㈭午前９時〜午後８時

（受け付けは終了30分前まで） ※弁
護士相談は13日午後３時〜７時li

福岡労働者支援事務所（中央区赤坂
一丁目 福岡西総合庁舎５階）a735-
6149f712-0497t労働者やその家族・ 
友人、雇用主（使用者）y無料e不要
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d９月８日㈯午後１時半〜４時lふく
ふくプラザ５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
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。d①９月10日㈪②９月
20日㈭③10月15日㈪④10月18日㈭い
ずれも午前10時〜午後３時l①③な
みきスクエア（東区千早四丁目）②④
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- 

相 談
2345（午前９時〜午後５時）f737-0500 
y無料e希望日の前日までに電話で
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。d10月３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。
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）。d９月
16日㈰午後１時〜４時liふくおかど
うぶつ相談室（西
区内浜一丁目）a 

891-1231f891-
1259t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
９月３日〜14日に同
相談室へ。

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）以降の午前９時〜午後５時に各問
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。

市重度心身障がい者福祉手当の
申請について

　【対象】９月１日現在市内に住み、住
民基本台帳に登録されているか、本
市の措置または介護給付費等支給決
定により、障がい児・者の福祉施設な
どに入所している場合で、次のいずれ
かに該当する人。 ▽身体障害者手帳１
級 ▽知的障がい者で療育手帳Ａ１・Ａ
２、または障がいの程度がＡ１・Ａ２と同
程度と判定された—上記の要件は９
月１日〜11月30日の期間、継続するこ
とが必要【金額】 ▽在宅者＝２万円 ▽

施設入所者＝１万5,000円【支給時期】
12月【申請】申請書（対象者に市から
郵送）、身体障害者手帳、療育手帳か
判定書、振込先の銀行預金通帳、印
鑑、施設入所者は入所証明書を持参、
または必要書類を郵送で９月３日〜10
月31日（消印有効）に住所地の各区福
祉・介護保険課へ。i各区同課

新しい水洗化区域のお知らせ
　８月24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。【早良区】西新一丁目【西区】橋本
一丁目、野方一丁目、野方四丁目、今
宿三丁目、大字宇田川原、大字田尻。
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）

緑のカーテンコンテスト 市民投票
　同コンテストの応募作品を市役所
１階ロビーで展示し、市民投票を実施
します（投票は市ホームページでも可
能）。表彰式は環境フェスティバルの
中で10月20日㈯に行います。【投票期
間】 ▽市役所１階＝９月11日㈫〜13日
㈭午前９時〜午後５時 ▽ 市ホーム
ページ＝９月11日㈫午前９時〜14日㈮
午後５時i環境・エネルギー対策課
a711-4282f733-5592
住民基本台帳に関する事務に係る「特定
個人情報保護評価書（全項目評価書）」の
変更案に対する意見募集の結果を公表

　【閲覧・配布】９月３日〜10月２日に
区政課（市役所７階）、情報公開室（同
２階）、情報プラザ（同１階）、各区情報
コーナー、各出張所などで。市ホーム
ページにも掲載。i同課a711-4074f 

733-5595

民有地の緑化を助成します
　道路（幅員４ｍ以上の公衆用道路）
から見え、かつ道路から６ｍ以内の場
所で新たに行う緑化に対して助成し
ます（先着順）。【条件】 ▽ 緑化面積５
平方㍍以上 ▽工事着工前に申請 ▽来
年３月22日までに工事完了し、完了報
告書を提出【助成金額】緑化施工費用
の２分の１に相当する金額で、上限20
万円【申請】ホームページに掲載の申
請書等を郵送か持参で来年２月15日

（必着）までに市緑のまちづくり協会
へ。i同協会a822-5832f822-5848
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】11月26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

イオンモール香椎浜
（東区香椎浜三丁目） 変更 ７月２日

９月は船員労働安全衛生月間です
　９月中、九州運輸局等の職員が停泊
中の船舶を訪船して安全衛生指導を
行う他、船員の無料健康相談所を開
設します（土日祝日を除く）。【場所・連
絡先】船員保険福岡健康管理センタ 
ー(東区原田三丁目)a611-6311、古森
病院(博多区対馬小路)a291-3945、有
村内科クリニック(中央区荒戸一丁目)
a721-6679i同局船員労働環境課a 

472-3175f472-3304y無料e電話で
上記の健康管理センター、各病院へ。
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中学生は学校名・学年

電話以外で申し込む場合は
次の	応募事項	を書いてください。

※講座・催しなどで、特に記載がな
いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項

講座
教室



文化振興部所管施設の指定管理
者を募集

　見学会あり。詳細は市ホームペー
ジまたは情報プラザ（市役所１階）な
どで閲覧できる市公報で確認を。【対
象施設】市民会館、祇園音楽･演劇練
習場、大橋音楽･演劇練習場【募集要
項の配布】９月21日まで市ホームペー
ジに掲載【申込期間】９月25日から10
月１日午後５時まで。i文化施設課a 

733-5113f733-5537
９月は清掃月間　清潔で住みよい
生活環境づくりを

　町内会などで地域の道路や広場な
どを清掃する「地域ぐるみ清掃」に取
り組みましょう。ごみ袋の配布やごみ
の回収については各区生活環境課、
西部出張所へ事前に相談を。i資源
循環推進課a711-4039f733-5907

市営渡船の船名を募集
　定期航路の代船（船舶検査時など
に代わって運航する船）や博多湾内の
観光船（貸切船・納涼船）として使用す
る新船の名前を募集します。詳細は
ホームページで確認を。i客船事務所
a291-1085f281-5329eはがき（〒812-
0021博多区築港本町13-６）かファクス、
メール（senmeibosyu@city.fukuoka.lg.
jp）に応募事項と船名（ふりがな）、船名
の説明を書いて９月１日〜30日（必着）
に同事務所へ。

児童手当現況届 未提出の人へ
　未提出者には現況届の提出を再度
案内しています。未提出の場合、６月
分以降の手当を受け取ることができ
ませんので早めに手続きを。i市児
童手当コールセンターa711-5484（平 
日午前９時半〜午後５時半。月曜日の
み午後８時まで)f733-2504
放生会には地下鉄で〜臨時列車
を運行〜

　９月15日㈯〜17日（月・祝）に筥崎宮
（東区箱崎一丁目）で開催される「放
生会」に合わせ、午後６時台〜９時台に
臨時列車を運行します。i地下鉄お
客様サービスセンターa734-7800f 

734-7801
平成30年７月豪雨災害で被害を
受けた人へ

　災害時に市内に住んでいた人に支
援を行っています。詳細は問い合わせ
を。【災害見舞金の支給】住居に床上
浸水や土砂の堆積以上の被害を受け
た人に２万円〜６万円を支給【負傷見
舞金の支給】負傷で１カ月以上の治療

が必要な人に３万円〜５万円を支給
【災害援護資金の貸し付け】対象は次
のいずれかに該当する世帯。 ▽ 世帯
主が全治１カ月以上の負傷 ▽住居の
被害が半壊以上 ▽家財の損害が３分
の１以上。貸付限度額は被害の状況に
より異なります（最高350万円）。償還
期間は10年（据え置き期間３年）、利率
は年３%（利子補給制度あり）、所得制
限あり。i各区地域保健福祉課
防衛大学校・防衛医科大学校の学
生を募集

　防衛大学校学生、防衛医科大学校
医学科学生、防衛医科大学校看護学
科学生（自衛官候補看護学生）を募
集。【資格】高卒（来年３月卒業見込み
を含む）の21歳未満【受付期間】９月５
日〜28日（必着）i自衛隊福岡地方協
力本部福岡地区隊a・f591-7451

福岡地区職業訓練協会の講習
　①エクセル中級データベースと実
務関数講習②（医薬品）登録販売者受
験対策講習③ファイナンシャル・プラ
ンナー２級学科短期集中講習④イン
テリアコーディネーター２次資格試験
対策講習⑤実務で役立つワード＆エク
セル（中級相当）講習—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
中央区地域保健福祉課保健師（臨
時的任用職員）を募集

　各種健診の問診、健康相談などに
従事。【資格】基本的なパソコン操作

（エクセル等）ができる保健師の有資
格者【任用期間】10月１日〜11月30日

（更新あり）【募集案内・申込書の配
布】地域包括ケア推進課（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、各出張
所で。市ホームページにも掲載【申込
期間】９月12日（必着）まで。i中央区地
域保健福祉課a718-1111f734-1690
老人福祉センター長生園　企業に
よる高齢者の就労支援セミナー

　企業が高齢者に期待することを話
します。高齢者の就労体験談のほか、
レジ接客体験もあり。d９月22日㈯午
後１時半〜２時50分li同園（博多区
千代一丁目）a641-0903f641-0907t

市内に住むおおむね60歳以上c30人
（先着）y無料e電話かファクス、来所
で９月１日以降に同園へ。

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。

高齢者のための販売・接客講習会
　高齢者雇用のニーズが高い「小売
業」で必要とされる販売・接客の基礎
を学びます。就職活動に役立つ情報
の提供もあり。d９月26日㈬午前10時
〜午後４時lはかた近代ビル（博多区
博多駅東一丁目）i県70歳現役応援
センターa432-2540f432-2513tお
おむね60歳以上c30人（先着）y無料
e９月１日からホームページに掲載、
または情報プラザ（市役所１階）、各区
情報コーナー、各出張所、各公民館な
どで配布するチラシ裏面の申込用紙
をファクスで同センターへ。電話でも
受け付けます。

福岡地区障がい者雇用促進面談会
　就職を目指す障がい者と企業との
面談会。d９月20日㈭午後０時半〜４時

（受け付けは２時半まで）l福岡国際
会議場（博多区石城町）i各ハローワ 
ーク（公共職業安定所） ▽ 福岡東a 

672-8609（42＃）f672-3000 ▽福岡中
央a712-8609（44＃）f725-3465 ▽ 福
岡南a513-8609（44＃）f513-8606 ▽

福岡西a881-8609（42＃）f883-5876 
y無料e電話で住所地のハローワー
クへ。

市臨時的任用職員を追加募集
　10月１日〜来年３月31日を任用開
始日とする任用期間６カ月以内の一
般事務補助職員を募集。詳細は市ホ 
ームページで確認を。【対象】平成30
年度の同募集に初めて申し込む人、
既に申し込みをしているが希望勤務
所属を変更したい人【勤務時間】午前
８時45分〜午後５時半（勤務場所によ
り異なる場合あり）【募集案内・申込書
の配布】市総務事務センター（市役所
３階）、情報プラザ（同１階）、各区総務
担当課、各区情報コーナー、各出張所
で【申込期間】９月１日〜15日（消印有
効）i同センターa711-4923f733- 
5885

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。d10月①９日〜19日②12日
〜26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 

①天神センタービル（中央区天神二
丁目）②天神MMTビル（中央区天神一
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a713-8631 
f721-9665t市内に住むか市内での
就職を希望する人。他要件ありc①
85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、各出張所、各保育所（園）な
どで配布する申込書を郵送で９月１日
以降に同運営事務局へ。
市立学校職員互助組合の事務嘱
託員を募集

　詳細は市ホームページで確認を。
【任用期間】来年４月１日〜2020年３月31
日【募集案内・申込書の配布】９月３日か
ら同組合（市役所北別館４階）で。【申込
期間】９月11日（必着）まで。i同組合a 

751-7885f751-8128

非常勤調理業務員を追加募集
　市立小学校で給食調理業務などに
従事。随時受け付け。【募集案内・申込
書の配布】教育委員会職員課（市役所
11階）、情報プラザ（同１階）、各区情報
コーナー、各出張所、各公民館など
で。市ホームページにも掲載。郵送で
の請求は、封筒の表に「非常勤調理業
務員申込書請求」と朱書きし、120円
切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイズ
が入るもの）を同封して同課（〒810-
8621住所不要）へ。i同課a711-4609 
f711-4936

　行政事務は点字での受験も可能。
【採用予定日】来年４月１日以降【募集
案内・申込書の配布】８月30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。郵送
での請求は、封筒の表に「身体に障が
いのある人を対象とする採用選考請
募集区分 受験資格

行政事務

次のア〜エの要件全てに該当する人
（ア）平成元年４月２日〜平成13年４月１日生まれ
（イ）身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳(１〜６級)の
　　交付を受けている

（ウ）自力で通勤できる
（エ）介護者なしに職務の遂行が可能

学校事務 行政事務の受験資格に加え、活字印刷文による出題に対応できる人

市職員(身体に障がいのある人を対象とする採用選考)を募集

求」と朱書きし、140円切手を貼った返
信用封筒(Ａ４サイズが入るもの)を同
封して同課（〒810-8620住所不要）へ。
市ホームページにも掲載【申込期間】

▽電子申請＝８月30日午前９時〜９月
12日午後５時（受信有効） ▽郵送＝８月
30日〜９月14日（消印有効）i同課a 

711-4687f733-5866

新船イメージ図

お知
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10月の講座
y①③〜⑧無料②150円e電話かファク 
ス、来所で９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=写真　
10／２㈫10：00〜16：00 25人

②自助具製作教室（屋外用車いす
のまま室内に入る時に便利な「車い
すタイヤカバー」を作ります）
10／13㈯14：00〜16：00

10人

③今日から実践　認知症予防　
10／17㈬14：30〜16：30 40人

④自分に合った車いす選びと介助
10／18㈭10：00〜12：00 20人

⑤歩行を助ける用具と靴選び　
10／20㈯11：00〜13：00 15人

⑥アロマの香りでリラックス（アロマ
の効能やアロマオイルを使った手
のマッサージ法を学びます）　
10／24㈬14：00〜16：00

40人

⑦らくらく車いす移乗
10／25㈭10：00〜12：00 20人

⑧大切な人へのツボ押し
10／30㈫14：00〜16：00 40人

　※以下の催しの託児は６カ月〜小学３
年生（無料。①③は10日前までに要予
約）。申し込みは来所、ホームページで
も受け付けます。
①女性の人生サポート講座「知ってお
きたい相続税と贈与税の基礎」
d９月22日㈯午後１時半〜３時半t女性
c40人（先着）y無料e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（月齢）を書いて９月１日
以降にアミカスへ。
②託児で安心	アミカスBOOKタイム
　託児付きで読書やDVD視聴が楽しめ
ます。d９月26日㈬、28日㈮、29日㈯午前
10時〜11時50分iアミカス図書室a534-
7593f534-7595t６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）y無料e電話かファクス、メール（am
itosho@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項
と子どもの名前・年齢（月齢）、希望日（１
日のみ）を書いて９月９日までに同図書
室へ。当選者のみ通知。
③講演会「もう１人で悩まない…おしっ
こは健康のバロメーター」
　竹内皮膚泌尿器科医院の竹内俊夫院
長が、尿から分かる健康状態や尿もれ
防止について話します。d９月29日㈯午
後２時〜４時半c150人（先着）y無料e

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（月齢）
を書いて９月１日以降にアミカスへ。

　※以下の企画展示は一般200円、高大
生150円、中学生以下無料。
企画展示「古代のお金」
　奈良・平安時代のお金を紹介します。
d８月28日㈫〜10月28日㈰
企画展示「弔いのすがた」
　時代と共に変化する弔いの方法や供
え物などを紹介します。d８月28日㈫〜
12月16日㈰
企画展示「市美×市博	黒田資料名品展	
黒田家の具足とお守り」
　福岡藩主や家臣のよろいかぶとに付
属するお守りなどを展示します。d９月４
日㈫〜11月４日㈰

　※いずれも無料。申し込みは電話か
ファクス、メール、来所で９月１日以降に
同施設へ。
ボランティア講座
　ボランティア活動を始める際の心構
えや、ボランティアを受け入れる際の注
意点など。d10月６日㈯午後７時〜８時
半c20人（先着）
ＮＰＯ入門講座
　NPOに関する知識や県内のNPO法
人の紹介など。d11月６日㈫午後７時〜
９時c20人（先着）

　※自家用車などで来所してください。
星空観察会（スターウオッチング）
　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。d９月８日㈯午後７時〜８時半

（入場は８時15分まで）y無料e不要
せふりの自然に親しむつどい
　ハイキングや野外調理など。d10月
27日㈯午前10時〜28日㈰午後３時（１泊
２日）t小中学生と保護者c35人（抽選）
y大人6,000円、小中学生4,500円eはが 
きかファクス、メール（mail-inquiry@sefu
ri.fukuoka-shizennoie.jp）に参加者全員
の応募事項と性別を書いて９月30日（必
着）までに同施設へ。ホームページでも
受け付けます。

花まつり
　季節の花苗=写真=や野菜苗の紹介
と販売。花苗の配布もあ
り（100人、先着順）。購入
した苗で寄せ植え体験
もできます。d９月16日
㈰午前10時〜午後３時
y入場無料e不要
みそ作り教室
　みそを作り、持ち帰ります。d９月23日

（日・祝）午後１時〜４時c15組（先着）y１
組2,000円e電話で９月15日以降の午前
８時45分〜午後５時に同農園へ。

９月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①は上履きと床に敷くタオルなどを持参。会場は西体
育館（西区拾六町一丁目）。c①②③なし④20組（先着）y①②③無料④１組200円
e①②③不要④電話で９月４日以降に同館へ。

STARRY	NIGHT	JAM(スターリー　ナイト　
ジャム)ハロウィン	ドームスペシャル　
探査機「はやぶさ２」宇宙最前線
　初代はやぶさ広報担当の寺薗淳也
氏、宇宙ビジネスコンサルタントの大貫
美鈴氏が「はやぶさ２」や宇宙旅行など
について話します。クイズ、星空の解説
もあり。d10月27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）e９月26日午後４時以降に市科
学館３階チケットカウンターで販売。
ホームページでも購入可。

　※いずれも18歳未満は保護者同伴。
今宿の四季を楽しむ〜きのこ編〜
　散策しながらキノコの観察をします。
解説あり。d10月３日㈬午前10時半〜午
後０時半c20人（先着）y500円e電話で
９月８日以降に同センターへ。
ミツロウシートでくるくるキャンドル
をつくろう
　蜜蜂の蜜ろうを加工したシートを使
います。d10月14日㈰午後１時半〜４時
c20人（抽選）y参加費100円と材料費１ 
セットにつき1,500円e往復はがきに参
加者全員の応募事項と作る数を書いて
９月１日〜28日（必着）に同センターへ。

浄土九州展記念講演会	①「仏教におけ
る浄土思想」②「救いのほとけ　阿弥陀
信仰の造形」
　講師は①筑紫女学園大学学長の中川
正法氏②弘前大学教授の須藤弘敏氏。
d①９月29日㈯②10月13日㈯午後２時〜 
３時半c各240人（抽選）y同展=４面に
掲載=の観覧券（半券可）が必要eはが
き（〒810-0001中央区天神１-４-１）かファ
クス（731-5210）、メール（jyoudo＠nishini 
ppon-event.co.jp）に希望する講演名と
参加者全員の応募事項を書いて９月①
14日②28日（必着）までに西日本新聞イ
ベントサービス内「浄土九州展」係へ。１
通につき２人まで。当選者のみ通知。

　※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９月１日から実施
日の２週間前の午後５時（必着）までに同
園へ。ホームページでも受け付けます。
園芸講座「押し花教室」
　小物から始め、額入り作品まで作りま
す。d10月２日〜来年３月12日の火曜日
午前10時〜正午（月１回の連続講座）c 

20人（抽選）y2,500円程度（入園料別）
旬の植物ガイド
d10月６日㈯午後１時半〜３時半c50人

（抽選）y無料（入園料別）

「ハロウィン実行委員」を募集
　10月27日㈯に開催するイベントの準備や当日の運営の手伝い、パレードの引率
などを行います。申し込み方法など詳細はホームページで確認を。t中高生

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） 10／６㈯10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円

（食事付き）

②楽しくおいしく健康料理教室 10／10㈬10：00〜13：30 24人（先着） 1,000円
（食事付き）

③30歳代のヘルシースクール
（個別健康相談） 10／14㈰、28㈰14:00〜16:00 各10人（先着） 無料

④ニコニコペース健康教室（ウ
オーキング） 10／20㈯14:00〜16:00 ―

年会費2,000
円（参加体験 
は無料）

⑤やせナイト塾（生活習慣改善
教室）

11／１〜22の木曜日（４回）、
来年２／21㈭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

l①②③⑤同センター④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。

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・日曜日は午後８時まで） ※入館
は閉館30分前までx月曜（祝休日のときは翌平日）

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） ※８
月27日㈪まで毎日開館。

今津リフレッシュ農園
〒819-0165 西区今津5685
a806-2565	f806-2570
o午前７時〜午後７時（４月〜９月）、
午前８時〜午後６時（10月〜３月）
x月曜（祝休日のときは翌平日）

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（９月８日までの
土曜日は午後９時まで） ※入園は閉園
30分前までx月曜（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）

内容 日時 対象

①あかちゃんといっしょ（乳幼児の親子あそび）９／12㈬10：30〜11：30 まだ一人で歩けない
乳幼児

②お手玉あそび ９／15㈯14：00〜15：30 幼児〜高校生
③ボードゲームであそぼう ９／16㈰13：30〜14：30 小中高生
④木育おもちゃのひろば ９／26㈬10：00〜12：00 乳幼児
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。

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

介護実習普及センター
〒810-0062 中央区荒戸三丁目３-39 ふくふくプラザ３階
a731-8100 f731-5361　o午前10時〜午後６時 x第３火曜

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９月10
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）

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
m info@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

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

今宿野外活動センター
〒819-0163 西区今宿上ノ原217-２
a806-3114	f806-3115
o午前９時〜午後６時半（４月〜９月）
x月曜（祝休日のときは翌平日） ※９
月２日㈰まで毎日開館。
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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


