
市科学館　ふくおかＳＳＪ（スーパーサイエンスジュニア） 
こども科学研究所

　同研究所は子どもの科学に対する応用力を養う講座です。10月からロボット
のプログラミングなどを学び、来年３月に成果発表を行います。事前説明会あ
り。日程や申込方法など詳細はホームページで確認するか問い合わせを。li

同館（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-2530t小学３年生〜中学１年生
c20人（抽選）y受講料４万3,200円、材料費４万円程度e申込期間は９月25日ま
で。

講座・教室

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/

9/

17
●●月・祝

2福岡タワー　敬老の日イベント

　65歳以上は展望料無料。午後３時までは、展望室で観光ボランティ
アガイドによる案内を行う他、健康相談コーナーもあり。d午前９時半
〜午後10時（入館は午後９時半まで）li福岡タワー（早良区百道浜
二丁目）a823-0234f822-4656y高校生〜64歳800円、小中学生500
円、４歳以上の未就学児200円e不要

9/

17
●●月・祝

2よりみち保健室

　血圧や血管年齢を測定できます。ボートレーサー・魚谷香織氏の
トークショーもあり。10月20日㈯に行う出張健診の事前予約も受け付
けます。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午前10時
〜午後３時lボートレース福岡（中央区那の津一丁目）i健康増進課
a711-4269f733-5535y無料（入場料別）e不要

9/

19
●水

3がんに関する情報講座 意外に身近な肺がんのはなし

　講師は済生会福岡総合病院 医師の江見泰徳氏、古山和人氏。個別
相談会もあり。d午後２時〜３時半lコミセンわじろ（東区和白丘一丁
目）i和白図書館a608-8490f608-8495c50人（先着）y無料e電話
か来所で同図書館（コミセンわじろ内）へ。同病院がん相談支援セン
ターの電話（a771-8151）でも可。ホームページでも受け付けます。

9/

20
●木

3こころの健康づくり教室

　臨床心理士から、うつ病や認知行動療法について学びます。d午後
２時〜４時l博多区保健福祉センター（博多区博多駅前二丁目 大博
センタービル２階）i博多区健康課a419-1092f441-0057t市内に住
む人c50人（先着）y無料e電話かファクスで９月18日以降に同課へ。
空きがあれば当日も受け付けます。

9/

23
●●日・祝

2アイランドシティ スロージョギングRを楽しむ会

　健康運動指導士の解説の下、会話ができる速さでゆっくり走りま
す。d午前９時半〜11時lアイランドシティ外周緑地（東区香椎照葉
一丁目）他iにこにこ健康アイランド事務局a321-0137f323-1372y

無料e初めて参加する人は電話で同事務局へ連絡を。

9/

23
●●日・祝

3市ヨットハーバー　初心者クルーザー教室

d午前10時〜午後４時li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）a882-
2151f881-2344t市内に住む16歳以上c10人（先着）y4,000円e９月
15日以降に来所、ホームページで受け付けます。

9/

24
●●月・休

3木造住宅の耐震向上セミナー

　市の耐震改修補助制度や木造一戸建て住宅の耐震診断・補強方法
について解説します。木造住宅模型を使った倒壊実験や、耐震補強パ
ネルなどの展示もあり。d午後２時〜５時lあいれふ（中央区舞鶴二
丁目）i市耐震推進協議会a724-7744f739-6380c120人（先着）y

無料e電話かファクスで９月15日以降に同協議会へ。

9/

26
●水
他

2市食育イベント 毎日野菜をプラス１皿
〜９月は食生活改善普及運動月間〜

　野菜摂取量を増やすためのこつやレシピの紹介の他、期間中は野
菜の種のプレゼント（各日200人。先着順）も行います。d９月26日㈬、
27日㈭午前10時〜午後３時lイオンマリナタウン店２階（西区豊浜三
丁目)i健康増進課a711-4374f733-5535y無料e不要

9/

26
●水
他

2
市観光案内ボランティアとまち歩き

「福岡・博多“深”発見 狛
こまいぬ

犬探訪・博多編」
　東長寺や承天寺など博多旧市街の寺社を巡ります。d９月26日㈬、
29日㈯午後２時〜４時半l集合は櫛田神社（博多区上川端町）i福岡
観光コンベンションビューローa733-5050f733-5055c各20人（先着）
y500円、小学生以下無料（保護者同伴）eファクスかメール（m event- 
bora@welcome-fukuoka.or.jp）に参加者全員の応募事項と希望日、代
表者名を書いて問い合わせ先へ。

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

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

催し

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 ※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
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

催し 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。

●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。

●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。

●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。

●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。

●外科当番医（９月後半の日曜日・祝休日）
９月16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

９月17日（月・祝）
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40） 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

９月23日（日・祝）
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

９月24日（月・休）
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
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15） a558-0081
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

９月30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

a＃7119



アンスティチュ・フランセ九州　
フランス語秋期講座 体験レッスン

d９月22日㈯午前11時、正午、午後１時、10月２日㈫午後１時、７時、３日㈬午前11
時から（各１時間）liアンスティチュ・フランセ九州（中央区大名二丁目）a712-
0904f712-0916y無料e電話かメール（m kyushu@institutfrancais.jp）に応募
事項と希望日時を書いて希望日の前日までに問い合わせ先へ。

講座・教室

アミカス　①夫・パートナーとの関係を考えたい人のための
グループワーク「木もれ陽

び
の会」②女性リーダー育成研修

　いずれも連続講座。①はDVの特徴や影響を学びます。d①10月２日、16日、23
日、11月６日、20日、12月４日（いずれも火曜日）午後1時半〜３時半② ▽土曜コース
＝10月６日㈯、13日㈯、20日㈯ ▽平日コース＝10月11日㈭、17日㈬、24日㈬いずれも
午前10時〜午後５時liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766t女
性c①12人②各30人（いずれも先着）y①無料②5,000円n６カ月〜小学３年生。
無料。10日前までに要予約e①電話（a526-3788）かファクス、メール（m amikas.so
udan@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と託児希望者は子どもの氏名・年齢を書いて
９月15日以降にアミカス相談室へ。来所、ホームページでも受け付けます。②申込
先はウイルブレイン。ファクス（f292-3558）に応募事項と託児希望者は子どもの
氏名・年齢を書いて９月15日以降に送付、またはホームページで申し込みを。

講座・教室

南障がい者フレンドホーム　楽しいバーベキュー

　同ホーム（南区清水一丁目）に集合後、西区の小戸公園に移動してバーベキュ 
ーを行います。d10月６日㈯午前10時〜午後３時半i同ホームa541-5858f541-
5856t市内に住む障がい児・者とその介助者c15人（抽選）y食費、交通費（当日
折半）e電話かファクス、来所で９月21日までに同ホームへ。

催 し

9/

29
●土

3埋蔵文化財センター　考古学講座「福岡市の肉食文化
〜福岡市内遺跡出土獣骨を中心に〜」

　昔の人々がどのような動物を食べていたか解説します。d午後１時
半〜３時半（開場は午後０時半）li同センター（博多区井相田二丁
目）a571-2921f571-2825c200人（先着）y無料e不要

9/

29
●土

2博多ガイドの会「着物 de 角打ち＆禅寺でお庭も」

　着物で、承天寺など「和の博多」=本紙４面参照=開催中の博多の名
所を巡った後、酒屋でお酒を楽しみます。洋服でも参加可。d午後３時
〜５時l集合は東長寺（博多区御供所町）i博多区企画振興課a419-
1012f434-0053t20歳以上c30人（先着）y1,800円 ※着物レンタル・
着付けは別途2,000円e電話で９月18日午前９時以降に同課へ。

9/

30
●日

4フォーラム 新しい絆「人生を豊かにする里親生活〜新
しい“老いの生き方”の提案〜」

　講師は、バルセロナ五輪で金メダルを獲得した岩崎恭子氏の父で、
現在里親として子どもを育てている岩崎勝稔氏。d午後１時半〜４時
半lえがお館（中央区地行浜二丁目）i子どもＮＰＯセンター福岡a・
f716-5095c120人（先着）y無料n無料。申込時に子どもの氏名・年
齢または月齢を書いて予約を（先着順）e電話かファクス、メール（m 

kodomo-npo.cf@rose.ocn.ne.jp）で問い合わせ先へ。ホームページでも
受け付けます。

10/

1
●月

2世界ハビタット・デー ごみ処理に関するワークショップ

　ごみ問題について考えます。d午後５時から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a724-7121f 

724-7124c50人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m habitat.fu
kuoka@un.org）で同本部へ。

10/

1
●月
他

2雁の巣レクリエーションセンター　
①ノルディック・ウオーキング教室②みんなでいもほり

　①２本のポール（ストック）を使った、運動効果の高い歩き方を学び
ます。雨天時は中止。②サツマイモを収穫し、持ち帰ります。d10月①
１日〜29日の月曜日（10月８日を除く）午前10時〜11時半②20日㈯、21
日㈰午前10時〜午後４時 ※収穫時間は当選後に案内li同センター

（東区奈多）a606-3458f607-9057t①小学生以上②不問c①各30人
（先着）②各50組（抽選。１組５人まで）y①無料（ポールレンタル代300
円）②１組500円e①当日午前９時45分から球技場管理棟で受け付け。
②往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスに応募事項と
希望日、ファクスの場合はファクス番号も書いて10月１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。

10/

3
●水

3緑のコーディネーターによる体験講座
「ナチュラルテラリウム」

　ガラスの器にドライフラワーなどを入れた
作品を作ります。d午後２時〜４時l南市民
センター（南区塩原二丁目）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９月20日（必着）
までに同課へ。ホームページでも受け付けま
す。

10/

6
●土

2唐津街道箱崎宿の特別公開町家巡り

　江戸時代の建築様式を残す町家６軒をガイドと一緒に巡ります。国
登録有形文化財の箱嶋家住宅で箱崎宿の魅力についての話もあり。
d午後２時〜４時半l集合は筥崎宮（東区箱崎一丁目）i箱嶋家住宅
a090-5043-2107f651-1062c30人（先着）y1,000円e電話かファク
スで９月15日以降に問い合わせ先へ。

10/

6
●土

2ジャズ イン 鴻
こ う ろ か ん

臚館〜秋のクロスロードコンサート〜

　秋にちなんだ曲などを演奏します。詳細は問い合わせを。d午後１
時〜２時（開場は午後０時半）li鴻臚館跡展示館（中央区城内）a・f 

721-0282y無料e不要

10/

6
●土

2かなたけの里公園　秋の里山観察会〜草木染め編〜

　公園内で採取した草木でハンカチを染めます。d午前10時〜正午
li同公園（西区金武）a・f811-5118c30人（抽選）y500円e往復
はがき（〒819-0035西区金武1367）で９月15日〜24日（消印有効）に代
表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢を書いて同公園へ（１組１
通）。

10/

6
●土

3救急医療市民公開講座「目からウロコの救急医療」

　応急手当ての知識など日常生活に役立つ救急医療について話しま
す。d午後２時〜４時lアクロス福岡国際会議場（中央区天神一丁目）
i市急患診療センターa847-1099f852-1510c300人（先着）y無料e 

電話かファクス、メール（m kyukyu@city.fukuoka.med.or.jp）で９月15日
以降に同センターへ。ホームページでも受け付けます。空きがあれば
当日も受け付け可。

10/

6
●土

3月隈パークゴルフ場　パークゴルフ初心者教室

　座学と実技で学びます。中学生以下は保護者同伴。d午前９時〜正
午li同ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a504-5333f586-5388c８人

（先着）y1,000円e電話かファクス、来所で９月15日以降に同ゴルフ場
へ。

10/

6
●土

3もーもーらんど油山牧場　陶芸教室

d午前10時半〜午後０時半li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-
7040t小学生以上c15人（抽選）y1,000円e往復はがき（〒811-1353
南区柏原710-２）に参加者全員の応募事項を書いて９月28日（必着）ま
でに同牧場へ。ホームページでも受け付けます。

作
品
例

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

催し 講座
教室 講演福岡市政だより

2018（平成30）年9月15日 情報BOX13 催し



市民クルーズ 「にっぽん丸」で航
い

く 九州一周クルーズ

　同クルーズを一般価格の10パーセント引きで提供。客室はコンフォートステー
ト。詳細は市ホームページに掲載、または情報プラザ（市
役所１階）、各区情報コーナー、各出張所で配布するチラ
シで確認を。d10月15日㈪〜19日㈮iクルーズ課a711-
4559f733-5901t市内に住むか通勤・通学する人c３組

（抽選。１組２人）y大人１人17万1,000円（２人１室利用）
eメール（m cruiseship.EPB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者
全員の応募事項、市外に住む人は通勤・通学している会
社名・学校名を書いて、９月21日午後５時までに同課へ。

催 し

10/

6
●土
他

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　落葉堆肥の活用方法、設置型コンポストを使った肥料の作り方を学
びます。①バレイショの芽の間引き、レタスの種まき②ホウレンソウの
種まき、サツマイモ掘りも行います。d10月①６日㈯午後１時半〜３時
②18日㈭午前10時〜11時40分lクリーンパーク・東部敷地内（東区蒲
田一丁目）i循環生活研究所a405-5217f405-5951t市内に住む人
c各30人（抽選）y無料e電話かはがき（〒811-0201東区三苫４-４-27）、
ファクスに応募事項と希望日を書いて各実施日の７日前（必着）までに
同研究所へ。

10/

7
●日

2東障がい者フレンドホーム・ふよう学園フェスタ

　①歌やダンス等の文化教室、サークル活動などの合同発表会②福
祉バザー、ゲームコーナー、飲食物の販売③干支（えと）置物絵付け体
験教室など。d午前10時〜午後２時l東障がい者フレンドホーム（東
区松島三丁目）i同ホームa621-8840f621-8863、ふよう学園a611-
0122f611-0129y①②入場無料③550円e不要

10/

8
●●月・祝

2市民総合スポーツ大会 ソフトテニス競技

　種目は混合ダブルス、親子の部、小学生の部、初級の部。詳細は問
い合わせを。d午前８時15分からl今津運動公園（西区今津）i市ソフ
トテニス連盟事務局a・f847-1350t市内に住むか通勤・通学する人、
または同連盟に所属している人y１組1,000円eホームページに掲載、
または同事務局（早良区室見二丁目）で配布する申込書に振込用紙の
写しを添えて郵送かファクス、メールで９月24日（必着）までに同事務
局へ。

10/

10
●水

3ふくおかどうぶつ相談室　プロドッグトレーナーに学
ぶ 家庭犬のしつけ方講習会

　犬の基本的なしつけ方を学びます。犬の同伴不可。d午後２時〜４
時li同相談室（西区内浜一丁目）a891-1231f891-1259t市内に住
む犬の飼い主、飼う予定の人c20人（先着。１組２人まで）y無料e電
話で９月18日午前８時半以降に同相談室へ。

10/

10
●水
他

3こころの病で悩んでいる家族のための講座
「統合失調症の理解」

　内容は、①症状と治療について②家族への支援について③当事者
の体験談（希望回のみの参加可）。d①10月10日㈬②11月７日㈬③12
月５日㈬午後２時〜３時半l東区保健福祉センター（東区箱崎二丁目）
i東区健康課a645-1079f651-3844t統合失調症の人の家族などy

無料e不要

10/

13
●土

2楽水園音楽祭

　灯籠の明かりによる幻想的な雰囲気の中、日本庭園で生の歌声（ゴ
スペル・コーラス）を楽しみます。d午後７時〜９時li同園（博多区住
吉２）a・f262-6665c100人（先着）y大人1,500円（1,000円）、中学生
以下800円（500円） ※かっこ内は前売りe電話で９月15日以降に同園
へ。

10/

13
●土

2鮮魚市場　①市民感謝デー②こどもおさかな料理教室

　①新鮮な魚介類を販売します。②サバのみそ煮を作ります。d午前
10時〜午後１時l鮮魚市場会館（中央区長浜三丁目）i鮮魚市場a 

711-6414f711-6099t①不問②市内に住む小学３年〜中学生と引率
者c①なし②25人（抽選）y①入場無料②１人500円e①不要②電話
かメール（m 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10月３日午後４時半までに同市場へ。当選
者のみ通知。

10/

13
●土

3高齢期の住まい方セミナー

　講師は、エイジング・デザイン研究所代表の山中由美氏。①「知って
おきたい “高齢期の住み替え”基礎知識」②「高齢者住宅見学でココを
チェック（設備・サービス・経営）」の２部構成。d①午前11時〜午後１時
②午後２時〜４時l天神ビル（中央区天神二丁目）i住宅計画課a 

711-4279f733-5589t市内に住むか通勤する人c各120人（先着）y

無料e電話かファクス、メール（m j-keikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp）
に応募事項と希望時間（両方参加可）を書いて９月15日以降に同課へ。
定員を超えた場合のみ通知。

10/

13
●土
他

2志賀島金印まつり

　志賀島一帯で、スタンプラリーや宝探し、地引き網体験=写真、産直
市などを実施。地引き網体験は21日㈰午後０
時半から整理券を配布（先着順）。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。d10月13日㈯、14日㈰、20日㈯、21日㈰ ※
イベントにより日時が異なるi金印まつり実
行委員会a603-6035f603-6172e不要

10/

13
●土
他

2今津リフレッシュ農園　サツマイモ収穫体験

　１組10株程度まで収穫し、持ち帰ります。d10月13日㈯、14日㈰、20
日㈯、21日㈰午前９時〜午後４時li同農園（西区今津）a806-2565f 

806-2570c500組（抽選）y１組1,000円e往復はがき（〒819-0165西区
今津5685）に代表者の応募事項と希望日を書いて９月15日〜21日（必
着）に同農園へ（１組１通）。

10/

13
●土
他

2西区歴史よかとこ案内人と行く西区絶景歴史散策トレッ 
キングと史跡探訪ウオーキング

　①飯盛山〜叶（かのう）岳を散策します。②白髭（しらひげ）神社や能
古博物館等を巡ります。③今宿元寇防塁や今山石斧（せきふ）史跡等
を巡ります。d10月①13日㈯午前９時半〜午後４時②18日㈭午前９時
〜午後４時③27日㈯午前９時半〜午後３時l①集合は西鉄バス姪浜
駅南口バス停または橋本駅バス停、解散は生松台中央公園（西区生
松台）②集合・解散は能古島側の渡船場（市営渡船に各自乗船）③集
合・解散はＪＲ今宿駅前i西区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-
7128y①③300円②400円eはがき（〒819-0013西区愛宕浜１-16-６）か
メール（m nishikuyokatoko@gmail.com）に応募事項と希望日を書いて
10月①９日②14日③23日（いずれも必着）までに同事務局へ。

10/

14
●日

2市海浜公園　海っぴ凧
たこ

あげ大会

　凧を揚げます（①凧作り教室で作った凧②持ち込んだ凧）。①の凧
作りは午前10時から愛宕浜公民館（西区愛宕浜四丁目）で行います。
詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午後０時半からl

マリナタウン海浜公園（西区愛宕浜三丁目）i市海浜公園管理事務所
a822-8141f822-8147t４歳以上（小学生以下は保護者同伴）c各150 
人（先着）y500円eホームページに掲載、または情報プラザ（市役所
１階）、各区情報コーナー、各出張所などで配布する申込書をファクス
で９月15日以降に同事務所へ。ホームページでも受け付けます。

にっぽん丸
（写真提供：三好 和義）
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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

催し 講座
教室



アクロス福岡

lアクロス福岡シンフォニーホール（中央区天神一丁目）iアクロス福岡チケッ
トセンターa725-9112f725-9102e電話で問い合わせ先へ。チケットぴあ、ロー
ソンチケットでも販売。

公演名・内容 日時 費用
「福岡・天神薪能」　人間国宝の狂言
師・山本東次郎による狂言「千鳥」と能
楽師・観世喜正による能「葵上」

10／11㈭
18：30〜 全席指定4,500円

「福岡・音楽の秋 ブルガリア国立歌劇
場」　演目はビゼーの歌劇「カルメン」 
※全４幕 フランス語上演・日本語字幕
付き

10／12㈮
18：30〜

ＧＳ席１万6,000円、Ｓ席１万
3,000円、Ａ席１万1,000円、Ｂ
席9,000円、Ｃ席7,000円（学
生券3,500円）

「福岡・音楽の秋 ベルリン・フィル バ
イオリン･アンサンブ ル 」　曲目は
J.S.バッハの「Ｇ線上のアリア」他

10／15㈪
19：00〜

Ｓ席7,000円 
Ａ席5,600円（学生券2,800円）

催 し

福北連携コーナー
南紫音ヴァイオリン・リサイタル

　北九州市出身のバイオリン奏者・南紫音が出演。未就学児は入場不可。d12
月１日㈯午後３時〜５時l響（ひびき）ホール（北九州市八幡東区平野一丁目 
国際村交流センター内）i響ホール音楽事業課a093-663-6661f093-662-3028 
c720人（先着）y全席指定 一般3,000円、25歳以下2,000円e電話で同課へ。
ホームページまたはチケットぴあ、ローソンチケットでも購入できます。

10/

17
●水
他

3ももち体育館　
リラクゼーションヨガ教室（初心者向け）

d10月17日〜12月19日の水曜日午後３時半〜４時半（連続講座）li

ももち体育館（早良区百道二丁目）a851-4550f851-5551t18歳以上
c25人（抽選）y5,100円e往復はがき（〒814-0006早良区百道２-３-15）
に応募事項と教室名を書いて９月15日から30日午後８時（必着）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）。

10/

18
●木
他

3さざんぴあ博多　フラワーアレンジメント

　①ハロウィン②クリスマスリース③賀正用生花④しめ縄飾りをテー
マに、フラワーアレンジメントを作ります。d①10月18日㈭②11月29日
㈭③④12月27日㈭午後６時〜７時（④は午後６時半〜７時半）liさざ
んぴあ博多（博多区南本町二丁目）a502-8570f502-8571c各20人（先
着）y１回1,500円e電話か来所で９月21日以降に問い合わせ先へ。

10/

19
●金
他

2友泉亭公園　観月会〜月夜に流れるオトナの時間〜

　ライトアップされた園内で生演奏（ピアノ・
ジャズボーカル）を楽しみます。抹茶サービス
付き。未就学児入場不可。d10月19日㈮、20日
㈯午後７時〜８時半li同公園（城南区友泉亭）
a・f711-0415c各100人（先着）y前売り3,000円、
当日3,500円 ※前売り券完売の場合は当日券な
しeチケットは９月15日午前９時以降に同公園で
販売。

10/

20
●土

2路線バス「志賀島島内線ぐりーん号」で行く
志賀島ハイキング

　西戸崎から路線バスで移動し、志賀海神社や潮見公園等を歩いて
巡ります。d集合は①午前７時②７時50分、解散は11時40分l集合は
①ベイサイドプレイス博多（博多区築港本町）②JR西戸崎駅。解散は
市営渡船志賀島旅客待合所i交通計画課a711-4393f733-5590t一
部坂道を含む約５kmを歩ける中学生以上c25人（抽選）y交通費（実
費）①840円②400円eはがき（〒810-8620住所不要）かメール（m kot
su@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年
齢、集合場所を書いて９月28日（必着）までに同課へ。当選者のみ通知。

10/

20
●土

2博多の森テニス競技場　緑まち杯 博多の森テニス大会
（ベテランダブルス）

　部門は40歳以上、50歳以上、65歳以上。詳細は問い合わせを。d午
前９時〜午後５時l同競技場（博多区東平尾公園一丁目）i東平尾公
園管理事務所a611-1544f624-6161c60組（抽選）y１組5,000円e電
話かはがき（〒812-0852博多区東平尾公園１-１-１）、ファクス、メール（m 

Tennis.hakatanomori@midorimachi.jp）に参加者全員の応募事項と生年
月日、性別を書いて９月13日〜10月６日（必着）に同事務所へ。

10/

20
●土
他

2子どもくるくる村 in 環境フェスティバルふくおか

　職業体験を通して、物を大切にする暮らしやお金の仕組みについて
学びます。d10月▷20日㈯＝午前10時５分、10時55分、午後０時40分、１
時半、２時20分▷21日㈰＝午前10時20分、11時10分、午後０時55分、１時
45分（いずれも開始時間）l市役所西側ふれあい広場i循環生活研
究所a405-5217f405-5951t４〜12歳（保護者同伴。受け付け・体験は
子どものみで行います）c各回80人（抽選）y無料e往復はがき（〒 
812-0024博多区綱場町２-２ 福岡第一ビル６階）に参加者全員の応募
事項と希望日、希望回（第３希望まで）を書いて９月30日（消印有効）ま
でにエフ・ジェイエンターテインメントワークス応募事務局へ（１通４人
まで）。ホームページでも受け付けます。

10/

21
●日

3男性家族介護者のつどい「手軽にできる料理教室」

　料理講座、家族介護者同士の意見交換・懇親会。d午前10時〜午後
２時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会地域
福祉課a720-5356f751-1524t市内に住み、要支援または要介護の
認定を受けた人を在宅で介護している男性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、メール（m 

chiiki@fukuoka-shakyo.or.jp）に応募事項と家族の誰を介護している
か、介護している人の要支援度・要介護度を書いて10月５日（必着）ま
でに同課へ。来所でも受け付けます。

10/

21
●日

2健康づくりフェスタふくおか
「サザエさん通りうきうきウオーク」

　早良区の西新・百道エリアの街並みを歩きます（５km）。ゴール地点
ではさまざまな健康チェックができる「健康マルシェ」も開催。d午前
10時からlスタートは西南学院百年館（早良区西新二丁目）、ゴール
はRKB放送会館前（早良区百道浜二丁目）i健康づくりフェスタ実行
委員会事務局a852-6666c1,000人（先着）y無料eはがき（〒814-8585 
早良区百道浜２-３-８ RKB毎日放送３階）に代表者の応募事項と参加人
数を書いて９月15日以降に同事務局へ。ホームページでも受け付けま
す。

10/

22
●月
他

3西南杜
もり

の湖畔公園　初心者向けテニススクール

d10月22日〜11月29日の月・木曜日午前10時〜正午（11月８日、15日を
除く連続講座）li同公園（城南区七隈六丁目）a・f863-7929t18歳
以上c20人（先着）y8,000円e電話で９月18日午前９時以降に同公園
へ。

10/

25
●木

3ひとり親家庭支援センター　
生活支援講習会「養育費・面会交流セミナー」

d午前10時〜正午li同センター（中央区大手門二丁目）a715-8805 
f725-7720t市内に住む一人親c15人（先着）y無料n小学生まで。無 
料。前日までに要予約e電話か来所で９月15日以降に同センターへ。

10/

26
●金

4早良区難病講演会「多発性硬化症について」

　講師は福岡大学医学部神経内科学 助教の津川潤氏。d午後２時半
〜４時半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a851-6012f822-5733t同症治療中の人やその家族などc60人

（先着）y無料e電話かファクスで９月18日以降に同課へ。

夜の同公園

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

催し 講座
教室

福岡市政だより
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講演



博多座「市民半額観劇会」

　十一月花形歌舞伎『あらしのよるに』を半額で観劇できます。d11月３日（土・
祝）、４日㈰、６日㈫、８日㈭午前11時半、午後４時半から（４日・８日は午後４時半の回
のみ）l博多座（博多区下川端町）i市民半額会事務局a751-8258（平日午前10
時〜午後６時）c各回50人（抽選）yＡ席7,500円（事務手数料・振込手数料別）e

はがき（〒810-8799福岡中央郵便局留「市民半額会」）に代表者の応募事項と希
望日時（１公演のみ）、参加人数（２人まで）を書いて９月25日（消印有効）までに同
事務局へ。当選者のみ通知（９月28日ごろ発送）。

催 し

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部 m
マイフ

if塾のコミュニケーション講座

　①「グループエンカウンター〜心のキャッチボール〜」自己理解や他者理解に
ついて学びます。②「落語に学ぶ伝え方の極意」③「“自分が知る私”と“他者が感
じている私”とは？他者の目を通して知る“私”」d９月29日㈯①午後０時半〜１時
半②２時〜３時③３時半〜５時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a401-3456f739-6081c各20人（先着）y1,000円e電話か
ファクス、メール（m info@r60festa.jp）で９月15日以降に同事務局へ。

催 し

まもるーむ福岡

　小学３年生以下は保護者同伴。詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。liまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）a831-0669f831-0670t①②不
問③小学生以上c①②25人③40人（いずれも先着）y無料e①当日午後１時か
ら受け付けます。②③電話かメール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で
９月15日午前10時以降に同施設へ。

内容 日時
①ミラクルラボ体験教室（色やにおい、水質チェックの実
験。開催日ごとに内容が異なります）

10／８（月・祝）、14㈰、
28㈰15:00〜15:30

②みんなでチャレンジ「指紋を見つけよう」 10／13㈯10:30〜
11:00

③特別講座「身近にみられるアリの多様性〜冬にも活動し
ているのかな？〜」

10／20㈯10:30〜
12:00

催 し 福岡地区職業訓練協会の講習
　①パワーポイント２日でマスター講
習②シーケンス制御講習③ファイナ
ンシャル・プランナー３級講習④ホー
ムページ作成（ＨＴＭＬ／ＣＳＳ）講座を
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。d10月29日㈪〜12月５日㈬の全20

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。

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介護
業界等への就職を希望しているおお
むね40歳から64歳までの人c24人

（抽選）e９月15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10月22日（必着）ま
でに同センターへ。
高齢者活躍人材育成事業「店舗ス
タッフ」技能講習会

　商品管理の知識や食品表示、陳列
などについて学びます。d10月10日
㈬〜12日㈮午前10時〜午後４時（連
続講座）lももちパレス（早良区百道
二丁目）i県シルバー人材センター
連合会a292-1857f623-5677t市内
に住み、勤労意欲のある60歳以上c 

15人（選考）y無料e電話連絡後、申
込書を郵送かファクス、来所で９月28日

（必着）までに同連合会へ。

10/

27
●土

2福岡のスポーツチームとスポーツを楽しもう 
親子でジャンプ スタージャンプ福岡

　福岡を拠点とするサッカー、野球などのスポーツチームの選手や
コーチと一緒に、いろいろなボールを使って遊びます。d午前９時半
〜午後１時l雁の巣レクリエーションセンター（東区奈多）i市スポー
ツ協会事業課a645-1233f645-1220t小学１〜４年生と保護者c200人

（抽選）y１人500円eホームページで９月28日まで受け付けます。

10/

27
●土

2「水源の森づくり」学習活動

　水源の森づくり学習会と間伐体験など。d午前10時〜午後２時l県
立四王寺県民の森（粕屋郡宇美町四王寺）i県水源の森基金a732-
5450f733-8872t小学５年生以上（小学生は保護者同伴）c80人（先
着）y無料e電話かファクス、メール（m f-suigen@deluxe.ocn.ne.jp）
に応募事項と天神発の無料貸切バス利用の有無を書いて９月15日以
降に同基金へ。ホームページでも受け付けます。

10/

28
●日

3アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　
小玉かぼちゃでランタン作り

　ハロウィーンのランタンを作ります。小学３年生以下は保護者同伴。
d午後１時半〜３時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980 
f661-8020c30人（先着）y1,000円（入館料別）e電話で９月28日以
降に同公園へ。

10/

28
●日

2市民俗芸能公演会

　出演する民俗芸能は今宿青木獅子舞、香椎宮奉納獅子楽、玄清法
流盲僧琵琶、博多松ばやし稚児舞、元岡祇園ばやし。d午後２時〜４時
半（開場は午後１時半）l住吉神社能楽殿（博多区住吉三丁目）i文
化財活用課a711-4862f733-5537c250人（先着）y無料e不要

10/

29
●月

2九大アトピー性皮膚炎相談会

　九州大学皮膚科の医師・古江増隆氏による講話と質疑応答。d午後
２時半〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i保健予防課a711-4270 
f733-5535c30人（先着）y無料n６カ月以上。無料。先着順e電話か
ファクス、メール（m hokenyobo.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項
と託児希望者は子どもの人数・名前・年齢（月齢）・性別を書いて10月
22日までに同課へ。

11/

10
●土

2筑前琵琶ライブシアター
〜音と映像で魅せる、平家物語〜

　尾方蝶嘉（ちょうか）、髙木青鳳（せいほう）による筑前琵琶の演奏
に、現代の音楽や映像が融合した公演です。未就学児入場不可。d午
後２時、６時から（開場は30分前）l市科学館サイエンスホール（中央
区六本松四丁目）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-6259c各
250人（先着）y前売り一般2,000円、ユース（25歳以下。当日年齢確認
が必要）1,000円 ※当日一般のみ300円増しn３カ月〜就学前。500
円。電話で10月31日までに同財団へeチケットぴあ、ローソンチケット
などで販売。

11/

23
●●金・祝

2博多券番の芸
げ い ぎ

妓衆とお座敷体験

　料亭ならではの季節の料理を味わいながら、博多芸妓の唄と舞を
楽しみます。d正午〜午後２時l料亭 嵯峨野（博多区住吉二丁目）i

福岡観光コンベンションビューローa733-5050f733-5055c60人（先
着）y１万7,000円eファクスかメール（m event-fcvb@welcome-fukuo 
ka.or.jp）に参加者全員の応募事項と代表者名を書いて10月３日午前
10時以降に問い合わせ先へ。

11/

25
●日

2県民さわやかマラソン大会

　全29種目。詳細は申込書かホームページで確認を。d午前10時〜
午後１時半l海の中道海浜公園（東区西戸崎）i同大会実行委員会
事務局a643-6001f643-6003c2,000人（先着）y一般3,500円、高校
生以下1,200円、家族ペア（１km・２km）3,000円、家族ペア(0.5km)2,500円
e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
する申込書兼振込用紙に必要事項を記入し、10月８日までに参加料の
振り込みを。ランネットのホームページでも受け付けます。

情報BOX 福岡市政だより
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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

しごと催し 講座
教室



母子保健訪問嘱託員（産休・育休
代替）を募集

　博多・南区保健福祉センター健康
課に勤務。【資格】保健師または助産
師【任用期間】11月12日〜来年３月31
日【募集案内･申込書の配布】９月10
日からこども発達支援課（市役所13
階）、情報プラザ（同１階）、各区保健福
祉センターで【申込期間】９月28日（必
着）まで。i同課a711-4178f733-5534
母子訪問指導に従事する助産師
または保健師を募集

　南区保健福祉センター健康課に勤
務。事前に電話で詳細を確認の上、申
し込みを。随時受け付け。【資格】病院
勤務などの実務経験を３年以上有す
る助産師か保健師i同課a559-5119 
f541-9914
特別支援学校の年休代替等職員（①
看護師②給食介助③校内介助）を募集

　嘱託員の休暇時などに職務を代行
します。随時受け付け。【資格】①看護
師②③不問【勤務場所】①東福岡（東
区青葉三丁目）、南福岡（博多区西月
隈五丁目）、屋形原（南区屋形原二丁
目）②南福岡、今津（西区今津）③東福
岡、南福岡【任用期間】来年３月31日ま
で（再任用あり）【募集案内・申込書の
配布】発達教育センター（中央区地行
浜二丁目）、情報プラザ（市役所１階）
で。市ホームページにも掲載。i同セ
ンターa845-0015f845-0025

特別支援学校介助員を募集
　【勤務場所】東福岡特別支援学校

（東区青葉三丁目）【任用期間】12月１
日〜来年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】発達教育セン
ター（中央区地行浜二丁目）、同特別
支援学校、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【申込期間】９
月28日（消印有効）まで。i同センタ 
ーa845-0015f845-0025
水質管理課臨時的任用職員（試験
検査等）を募集

　水質検査等に従事。資格要件あり。
【任用期間】11月５日〜来年１月25日
【募集案内の配布】９月10日から水質
管理課（中央区地行浜二丁目）、情報
プラザ（市役所１階）で。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】９月28日午後５
時（必着）まで。i同課a831-0560f 

833-9165

市立学校の講師(臨時教員)を募集
　今年度または来年度に勤務できる
人を募集。登録申込書は市ホーム
ページに掲載。随時受け付け。i教職
員第１課a711-4754f733-5536

福岡地区 合同会社説明会・面談会

d９月27日㈭午前11時〜午後1時半、
２時半〜５時（いずれも受け付けは開
始30分前から終了30分前まで）l福
岡ビル９階（中央区天神一丁目）i県
30代チャレンジ応援センターa720-
8831f725-1788tおおむね39歳まで
の求職者y無料e不要

大学等合同会社説明会
　約100社が参加。詳細はホームペー
ジで確認を。d10月３日㈬正午〜午後
５時（受け付けは午前11時半〜午後４
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県若者しごと
サポートセンターa720-8832f725-
1776t来年３月大学等卒業予定者、45 
歳未満の求職者y無料e不要
市内の農家で農作業に従事する
人を募集（登録制）

　詳細は問い合わせを。【報酬】時給
789円から【申し込み】来所で問い合
わせ先（西区今宿青木）へ。iJAファ 
ーム福岡a807-1233f807-1355

歯科衛生士リカバリー研修会
　現在歯科衛生士として働いていな
い有資格者向けの復職支援研修会。
詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d９月30日㈰、来年２月３
日㈰午前10時〜午後２時半 ※２日と
も内容は同じli福岡歯科衛生専門
学校（中央区大名一丁目）a751-5827 
f771-2988c各30人（先着）y無料n 

無料。９月25日までに予約e電話かは
がき（〒810-0041中央区大名１-12-43）、
ファクス、メール（m gakkou@fdanet.or.
jp）、来所で９月25日（必着）までに同学
校へ。ホームページでも受け付けま
す。

医師による不妊専門相談
d10月５日㈮午後３時〜５時li不妊
専門相談センター（市役所地下１階）
a080-3986-8872t市内に住むか通勤
する人c３人（先着）y無料e電話で
９月18日以降に同センターへ。

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）

相 談

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。

特設電話相談「シニアの悩み110番」
　年金や相続、介護など高齢者が抱
える悩みや問題について相談に応じ
ます。【相談電話】a643-5595d９月22
日㈯、23日（日・祝）午前10時〜午後５時
i九州シニアライフアドバイザー協
会・福与a・f812-6580y無料e不要

ひきこもり相談
　臨床心理士や社会福祉士などが、
電話や面接で相談に応じます。d平日

（年末年始を除く）午前10時〜午後５
時liひきこもり成年地域支援セン
ター「よかよかルーム」（中央区舞鶴
二丁目 あいれふ３階）a716-3344f 
716-3394t市内に住むおおむね20歳
以上の引きこもり本人や家族などy

無料e面接による相談は電話で同ル 
ームに予約を。

精神保健福祉センター 専門相談
　いずれも無料。【専門電話相談】①
依存症・引きこもり②発達障がい・性
同一性障がいa737-8829d①火・木
曜日②第１・３水曜日（いずれも祝休日
を除く）午前10時〜午後１時【専門医
師による面接相談】アルコール・薬物
などの依存症、引きこもりについての
相談。電話（a737-8829 火・木曜日午
前10時〜午後１時）で事前予約が必
要。日時など詳細は問い合わせを。l 

i同センター（中央区舞鶴二丁目）a 

737-8825f737-8827

政治倫理審査会で市長、市議会
議員の資産などを審査しました

　「福岡市長の政治倫理に関する条
例」および「福岡市議会議員の政治倫
理に関する条例」に基づき、市長、市
議会議員の資産などについて、７月24
日に政治倫理審査会で審査が行われ
ました。審査の対象は市長および市
議会議員の平成29年12月31日現在の
資産等報告書、平成29年分の所得等
報告書、平成30年４月１日現在の関連

お知らせ

会社等報告書です。各報告書の記載
事項等を審査した結果、特に指摘す
べき事項はないとの「審査報告書」が
提出されました。同報告書および議
事録は総務企画局総務課（市役所８
階）で閲覧できます。i同課a711-
4044f724-2098
介護実習普及センター等の運営
法人を募集

　介護実習普及センター、住宅改造
相談センター、働く人の介護サポート
センターの運営法人募集に関して、説
明会を開催します。詳細は９月27日以
降市ホームページに掲載する申込書
で確認を。d10月４日㈭午前10時〜正
午lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁
目）i高齢福祉課a711-4881f733- 
5587t本市で保健・医療・福祉に関す
る事業を実施している法人e申込書
をファクスかメールで10月３日正午ま
でに同課へ。
土壌改良材ふくよかチップを無料
配布

　家庭菜園・花壇など家庭での使用に
限ります。事前に問い合わせの上、緑
のリサイクルセンター（東区蒲田五丁
目）へ来所してください。d午前９時半
〜午後４時（日曜日と１月１日〜３日を除
く）iクリーンパーク・東部a691-0831 
f691-0205
「博多旧市街ライトアップウォーク」
のボランティアを募集

　10月31日㈬〜11月４日㈰の午後５
時半〜９時に開催する同イベントで、
来場客の誘導や入場チケットの確認
などを行うボランティアを募集。謝礼
あり（同イベント入場チケット２枚、ス
タッフユニフォーム１着）。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせ
を。d ▽事前研修＝10月25日㈭〜27日 
㈯午後２時、５時から（各１時間程度） 
※いずれか１回の参加が必要iプロ
ジェクトワークスa262-0444（平日午
前10時〜午後５時）f262-0445t開催
期間中に２日以上参加できる人c60
人程度（先着）e９月15日以降ホーム
ページに掲載する申込書をファクス
かメールで問い合わせ先へ。
アスベストの分析調査や除去な
どの費用を助成します

　申請は11月30日まで。【対象建築物・
助成内容】解体の予定がない建築物

▽分析調査＝アスベストを含む可能
性がある吹き付け材の分析調査費用

（通常10万円程度。上限25万円） ▽除
去など＝多数の人が利用する建築物
のアスベスト除去・封じ込め・囲い込
みの工事費用の３分の２以内（上限
120万円。指定建築物の除去工事に限
り、上限300万円）。詳細は市ホーム
ページに掲載。i建築指導課a711-
4573f733-5584
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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（入館は閉館30分
前まで）x水曜（祝休日のときは翌平日）

　※以下の展示・販売は、最終日は午後
５時まで。
博多伝統職の会展
　博多鋏（はさみ）、博多張子（はりこ）、
博多曲物（まげもの）、博多独楽（こま）、
福岡積層工芸ガラス「マルティグラス」、
今宿人形の作品を展示・販売。d９月27
日㈭〜10月２日㈫y入場無料
博多織伝統工芸士会	作品展
　博多織の帯
やバッグ、小物
などを展示・販
売=写真。d10
月４日㈭〜９日
㈫y入場無料

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
山野草展示会
d９月29日㈯、30日㈰y無料
園芸講座「タマネギ・エンドウ・ソラマメ
などの作り方」
d10月４日㈭午後１時半〜３時半c70人

（先着）y無料e電話かファクスで９月
27日以降に同公園へ。
スケッチ大会
　画板、クレヨンの無料貸し出しあり。
d10月６日㈯、７日㈰午前９時〜午後４時
t小学生以下（保護者同伴）y無料e不 
要

13日㈯ メタオ（11）、グァバの季節（２）
14日㈰ ゴミの山の大将（11）、アオザイ（２）

17日㈬ 伝説の男（11）、きのう、平和の夢を
見た（２）

18日㈭ グァバの季節（11）、メタオ（２）
19日㈮ ゴミの山の大将（11）、アオザイ（２）

20日㈯ 伝説の男（11）、きのう、平和の夢を
見た（２）

特別企画	100年の映画

24日㈬ 100年の谺（11）、あるアトリエの100年
（２）

25日㈭ あるアトリエの100年（11）、100年の谺
（２）

26日㈮ 100年の谺（11）、あるアトリエの100年
（２）

27日㈯ 100年の谺（11）、あるアトリエの100年
（２）

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

などで配布する申込書をファクスか来
所で９月15日以降に同課へ。電話でも受
け付けます。

映像ホール・シネラ10月上映一覧
福岡県・ハノイ市友好提携10周年記念
通常上映	ベトナム映画特集
３日㈬ おかあさんはおるす（11）、愛は17度

線を越えて（２）

４日㈭ 旅まわりの一座（11）、黒いサボテン
（２）

５日㈮ ナイフ（11）、ロイテ —誓い—（２）

６日㈯ おかあさんはおるす（11）、愛は17度
線を越えて（２）

７日㈰ 旅まわりの一座（11）、黒いサボテン
（２）

８日
(月・祝)

朝よ 来ないで（11）、砂のような人生
（２）

11日㈭ ロイテ —誓い—（11）、ナイフ（２）

12日㈮ 砂のような人生（11）、朝よ 来ないで
（２）

医療費について＝こども発達支援課
a711-4178f733-5534

住宅・土地統計調査を実施します
　９月中旬から、調査員証を携行した
県知事任命の調査員が対象の世帯を
訪問します。回答をお願いします。i

統計調査課a711-4081f711-4934

都市再生整備計画事業「福岡市東部
地域地区」事業評価原案について

　【原案の閲覧・配布】９月18日から住
宅都市局企画課（市役所４階）で。市
ホームページにも掲載【意見書の提
出】郵送かファクス、メール、持参で10
月２日（必着）までに同課へ。i同課a 

711-4771f733-5590

意見募集

ひとり親家庭等医療証・重度障がい
者医療証の更新について

　【ひとり親家庭等医療証】医療証の
更新申請書をまだ提出していない人
は、住所地の区役所・出張所保険年金
担当課へ提出を。【重度障がい者医療
証】更新に申請は原則不要ですが、市
から別途案内が届いた人は、内容を
確認の上、同課へ必要書類を提出し
てください。i各区役所・出張所同課

自立援助ホームの運営法人を公募
　応募には10月４日㈭に開催する説
明会への参加が必要です。詳細は市
ホームページで確認を。iこども家
庭課a711-4238f733-5534
「特定個人情報保護評価書」を確
定しました

　介護保険に関する事務に係る同評
価書の確定内容を公表します。【閲覧】
９月21日〜10月20日に介護保険課（市

役所12階）、情報公開室（同２階）、情報
プラザ（同１階）、各区情報コーナー、各
出張所で。市ホームページにも掲載。
i同課a733-5452f726-3328
西部工場・西部資源化センターの
ごみの受け入れを休止

　10月１日㈪〜20日㈯は定期点検の
ため、同工場と同センター（西区拾六
町）のごみの受け入れを休みます。i

クリーンパーク・西部a891-3433f 

891-0171
指定難病等での寡婦（夫）控除の
みなし適用について

　特定医療費（指定難病）および小児
慢性特定疾病医療費の自己負担上限
額の決定に当たり、婚姻歴のない一
人親を対象に９月１日から寡婦（夫）控
除のみなし適用を行っています。詳細
は問い合わせを。i ▽特定医療費（指
定難病）について＝保健予防課a711-
4986f733-5535 ▽小児慢性特定疾病

市国民健康保険運営協議会を開催

　市国民健康保険事業の運営を審議
する同協議会を傍聴できます。d９月
28日㈮午後５時〜６時半（受け付けは
４時45分〜55分）l西鉄イン福岡２階

（中央区天神一丁目）i国民健康保険
課a711-4242f733-5441c20人（抽選）
y無料e不要
来年度から小中一貫教育を行う能古小・中
学校（西区）への転入学児童生徒を募集

　【対象】次の要件を満たす市内在住
の保護者･児童 ▽自宅から姪浜旅客
待合所まで公共交通機関を利用し、
60分以内で通学できる ▽保護者説明
会（実施済み）、またはオープンスクー
ルへ参加【申込期間】10月29日〜12
月14日（必着） ※オープンスクールを
10月14日㈰、27日㈯午前10時〜正午
に開催（要事前申し込み）。詳細は市
ホームページで確認を。i学校指導
課a711-4638f733-5780

Pepperと英語で遊ぼう「かるた遊び」・
ローマ字ブロック英単語つくり
　ロボットのペッパーが英語でかるたの
札を読み上げます。d９月30日㈰午前10
時半〜午後３時（受け付けは午前10時20
分から）t小学生（かるた遊びは低学年・
高学年に分かれます）y無料e不要

ビブリオバトル
　読んで面白いと思った一冊を１人５分
間で紹介し、競います。観戦自由。d10月
14日㈰午前11時〜午後０時半c５人（先
着）、観戦は定員なしy無料e電話かファ
クス、メール（m yokatai@tbknet.co.jp）
に応募事項と紹介したい本の名前・著者
を書いて９月15日以降に同館へ。来所で
も受け付けます。観覧は申し込み不要。
九州がんセンター講演会「緩和ケアとＡ
ＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）
〜”生きる”を考える〜」
　同センターの看護師ががん治療にお
ける緩和ケアなどについて話します。
d10月20日㈯午後２時〜３時半i同館
図書サービス課a852-0632f852-0631 
c80人（先着）y無料e同館および分館

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

　※いずれも入園料別。講座・教室の申
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、

「北崎（西区）のバラを使ったフラワーア
レンジメント教室」は希望時間も書いて
９月15日〜開催日の２週間前（必着）に同
園へ。ホームページでも受け付けます。
おもと名品展
　万年青（おもと）を約100鉢展示。栽培
方法の指導もあり。d10月６日㈯〜８日

（月・祝）y無料
どんぐりの標本展
d10月10日㈬〜11月11日㈰y無料
秋の盆栽展
　約20点を展示。販売もあり。d10月12
日㈮〜14日㈰y入場無料

北崎（西区）のバラを使ったフラワーア
レンジメント教室
d10月26日㈮午前11時〜午後０時40分、 
１時半〜３時10分c各10人（抽選）y500
円
園芸講座
　①「ハンギングバスケット基礎講座」
=写真②「秋のバラの手入れと管理」③

「フラワーアレンジメント基礎講座」
d①10月31日㈬②11月１日㈭③11月２
日㈮午後１時半
〜３時半c①③
30人②50人（い
ずれも抽選）y 

①2,600円②無
料③2,000円

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（入園は閉園30分前まで）x月曜（祝休日のときは翌平日）

ペッパー君とかるた遊び
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施設の情報お知
らせ

意見
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10月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住む
か通勤・通学する人e①②④⑥〜⑩往復
はがきかファクスで①②④⑥〜⑨開催日
の10日前⑩10月12日（必着）までに同施設
へ。①②⑥⑦⑩はホームページでも受け
付けます。③⑤⑪電話で10月２日以降に
同施設へ。

内容・日時・費用 定員
①リフォーム講座　10／２〜11／
27の火曜日10：00〜13:00（10／９を
除く連続講座）　500円

10人
（抽選）

②ハーブ講座（ジャム作りなど）　
10／７㈰10:00〜13:00　500円

15人
（抽選）

③傘の修理　10／10㈬、14㈰10:00
〜13:00　無料（部品代別）

各６人
（先着）

④秋物パンツ講座　10／12㈮10:00 
〜13:00　300円

８人
（抽選）

⑤木製のまな板削り　10／13㈯、
25㈭10：00〜16：00　無料

各12人
（先着）

⑥使いきりクッキング　10／14㈰
10:00〜13:00　無料

10人
（抽選）

⑦包丁研ぎ講座　10／18㈭10：00
〜12：00　無料

５人
（抽選）

⑧ 古 布でぞうり作り　10／26㈮
10:00〜13:00　200円

10人
（抽選）

⑨高機（たかばた）で裂き織り　10
／26㈮、31㈬10:00〜13:00　500円

各３人
（抽選）

⑩DIY木工講座（バターナイフ等）　
10／27㈯13:00〜16:00　1,500円

15人
（抽選）

⑪おもちゃの病院　10／28㈰10：00
〜14：00　無料（部品代別）

10人
（先着）

臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）
〒812-0051 東区箱崎ふ頭四丁目13-42　a６４２-４６４１ f６４２-４５９８
o午前10時〜午後５時 x月曜（祝休日のときは翌平日）

９・10月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③は上履きを持参、会場は城南体育館（城南区別府六
丁目）。y①②③無料④100円e①②③不要④電話で10月１日以降に同会館へ。

内容 日時 対象・定員
①ふれあいひろば（読み聞かせ）９／23（日・祝）14:00〜15:00 幼児〜高校生

②劇団きらきらによる劇公演 ９／24（月・休）14:00〜15:00 幼児〜高校生

③あいくるがやってくる（親子遊び）９／26㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児

④おもちゃ病院 10／21㈰10:00〜14:00 幼児〜高校生、20人（先着。１人１個）
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。

中央児童会館「あいくる」
〒810-0021 中央区今泉一丁目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）

自分に挑戦	チャレンジウオーク
　西区下山門から同会館まで約20ｋｍを歩きます。福岡タワー（早良区）の階段も上
ります。d11月４日㈰午前９時〜午後５時t小学４年〜高校生c10人（抽選）y1,000
円e往復はがきに応募事項と性別、生年月日を書いて10月12日（必着）までに同会
館へ。高校生はメール（m info@jidoukaikan-aikuru.or.jp）での申し込みも可。

「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）

　※以下の申し込みは電話かファクス、
メール（m furusatokan＠hakatamachiya.
com）、来所で同館へ。
ランタン作りワークショップ
　講師はアーティストのトゥー･キム・
ヴー氏（ベトナム）=写真。ランタンは「博
多灯明ウォッチング」「博多旧市街ライト
アップウォーク」で展示後、持ち帰り可。
中学生以下は
保護者同伴。d 

９月29日 ㈯ 午
前10時〜午後５
時半c12組（先
着）y１組1,500
円e９月15日以
降に同館へ。

古文書はじめて講座〜『筑前国続風土記
（ちくぜんのくにぞくふどき）』に挑戦〜

　古文書の読み方や郷土史について学
びます。初心者向け。d10月18日㈭〜来
年1月17日㈭の第３木曜日午後６時〜７
時半（連続講座）c20人（抽選）y2,000
円e９月30日までに同館へ。当選者のみ
通知。

総合体育館
〒813-0017 東区香椎照葉六丁目1-１　a410-0314	f410-0318
o午前８時〜午後10時50分（施設の使用は午前９時から ※一部は午前８時半
から） x毎月第３月曜（祝休日のときは翌平日）　※12月１日㈯にオープンする施
設です。以下の催しはオープン前の特別イベント。詳細は問い合わせを。

　※以下の催しは10月28日㈰に開催。い 
ずれも無料。問い合わせは市スポーツ
協会事業課（a645-1231f645-1220）へ。
申し込みは10月５日までホームページ
で受け付けます。当選者のみ通知。
ゴールボール体験教室
　目隠しを着用して鈴の入ったボール
を転がしゴールに入れる
球技「ゴールボール」を
体験します。講師はロン
ドンパラリンピック金メ
ダリスト・浦田理恵氏=写
真。d午前10時45分〜11
時半t小学生c50人（抽
選）

ランニング教室
　講師は男子400m
ハードルの日本記録
保持者・為末大氏=写
真。d午前10時45分〜
11時45分t中高生c 

100人（抽選）
ブラインドサッカー体験教室
　視覚障がい者の５人制サッカー「ブラ
インドサッカー」を体験します（目隠しを
着用）。講師はブラインドサッカー日本
代表女子チームのコーチ・藤井潤氏。d

午前11時45分〜午後０時半t小学４年
〜中学生c50人（抽選）

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
せふり畑のいもほり体験
　芋の収穫体験=写真=と焼き芋の試
食ができます。d11月３日（土・祝）、４日㈰
午前９時〜午後１時、１時〜５時t自家用
車などで来所できる家族・グループc

各回20人y大人1,000円、小中学生700
円、未就学児500円eはがきかファクス、
メール（m mail-inquiry@sefuri.fukuoka-shi 
zennoie.jp）に参加者全員の応募事項と
希望日時を書
い て10月14日

（必着）までに
同施設へ。ホ 
ームページで
も受け付けま
す。

秋の親子オリエンテーリング大会
　山野のコースを巡ります。d10月21
日㈰午前９時半〜午後２時t幼児〜中
学生を含む家族（家族以外も可）c90組

（抽選）y１人200円（別途１組につき200
円が必要）e往復はがきに参加者全員
の応募事項を書いて９月28日（必着）ま
でに同施設へ。ホームページでも受け
付けます。

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

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
休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪10月２日㈫、７日㈰、８日（月・祝）、
14日㈰、21日㈰、28日㈰午前９時〜10時

（２日は午後６時〜７時）⑫10月７日㈰、21
日㈰午前９時〜10時⑬10月28日㈰午前
10時〜正午t①は市国民健康保険加入
者、⑪は、⑨か⑩の受診者で一定の条件
の該当者c先着順y一部減免ありn３
カ月〜小学３年生、500円（希望日の４日
前までに要予約）e電話で同センター
へ。ホームページでも受け付けます。

内容 対象年齢 費用
① よかドック 40〜74歳 500円
② よかドック30 30〜39歳 500円
③ 胃透視検査 40歳以上 600円
④ 胃がんリスク検査 35歳か40歳 1,000円

⑤ 胃内視鏡検査
50歳以上
の偶数年
齢者　　

1,800円

⑥ 乳がん検診 40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑦ 子宮けいがん検診 20歳以上 400円
⑧ 大腸がん検診 40歳以上 500円
⑨ 肺がん検診 40〜64歳 500円
⑩ 結核・肺がん検診 65歳以上 無料

⑪ 喀痰（かくたん）細
胞診検査 50歳以上 700円

⑫ 骨粗しょう症検査 40歳以上 500円
⑬ 歯周病健診 18歳以上 1,000円
　※10月14日㈰、21日㈰、28日㈰は⑦の検
診を女性医師が行います。①②⑥の健（検）
診は全日程女性医師および女性技師です。

過去の同講座

10月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人（③は販売業者を
除く20歳以上）e①②④はがきかファク
ス、来所で９月①②21日④26日（必着）ま
でに同施設へ。当選者のみ通知。③往復
はがきかファクスで９月26日（必着）まで
に同施設へ。⑤⑥
⑦電話かファクス、
来所で⑤希望日の
３日前までに同施
設へ。⑥⑦は随時
受け付け。

内容・日時・費用 定員
①パッチワーク教室　10／２〜12
／18の原則火曜日13：00〜16：00（連
続講座）　1,500円

12人
（抽選）

西部３Rステーション （リサイクルプラザ）
〒819-0162 西区今宿青木1043-２　a8８２-３１９０ f8８２-４５80
o午前10時〜午後５時 x月曜（祝休日のときは翌平日） ※10月４日㈭は臨時休館。

②古布ぞうり作り=写真　10／５
㈮、12㈮13：00〜16:00（連続講座）　
300円

15人
（抽選）

③フリーマーケットの出店　10／８
（月・祝）10:00〜13:00　無料

16区画
（抽選）

④着物で基本のベスト作り　10／
11〜25の木曜日13：00〜16：00（連
続講座）　500円

15人
（抽選）

⑤ハーブ入りリサイクルせっけん
作り　水曜日10:30〜11:30　無料

各10人
（先着）

⑥牛乳パックで紙すき体験　毎日
10:30〜15:00の30分程度　無料 ―

⑦つまみ細工の花飾り　毎日10:30
〜15:00の30分程度　無料 ―

市民体育館
〒812-0045 博多区東公園８-２　a641-9135 f641-9139
o午前９時〜午後10時（プールは午後９時まで）x毎月第３月曜（祝休日のときは翌平日）
体育の日	①トレーニング室使い方教室
②キレイ・元気の秘訣	体幹トレーニン
グ教室
d10月８日（月・祝）①午前10時〜11時②
午後２時〜３時半t18歳以上c①15人
②20人（いずれも先着）y無料e電話か
来所で９月15日午前10時以降に同体育
館へ。

体育の日施設無料開放
　補助競技場、プール、本館の各部屋を
無料開放します。補助競技場・本館の各
部屋では室内用運動靴を、プールでは
水泳帽を着用してください。午後６時以
降の小中学生の利用は保護者同伴。
d10月８日（月・祝）午前９時〜午後10時

（プールは午後９時まで）。利用は２時間
以内y無料e不要
美ボディピラティス
d10月23日〜来年３月12日の火曜日午
後１時〜２時半（１月１日を除く連続講
座 ）t18歳 以 上c20人（ 抽 選 ）y１万
4,000円eはがきかファクス、来所で９月
15日〜30日（必着）に同体育館へ。ホー
ムページでも受け付けます。

体幹トレーニング教室

過
去
の
同
大
会
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