
福岡よかトピア国際交流財団　①外国人学生が語るふるさ
との街と福岡②外国人による日本語スピーチコンテスト

　①ロシア連邦・タタールスタン共和国出身のディナラ･ガラエヴァさんが日本
語で話します。②福岡都市圏で日本語を学ぶ外国人が話します。留学生による
日舞や民族舞踊などもあり。d10月①18日㈭午後６時半〜８時②21日㈰午前10
時〜午後２時半l①同財団（博多区店屋町 市国際会館）②ふくふくプラザ（中央
区荒戸三丁目）i同財団a①262-1799②262-1744f262-2700c①50人②200人

（いずれも先着）y①500円（外国人学生は無料）②無料e①電話かファクス、メ 
ール（m attaka@rainbowfia.or.jp)、来所で10月１日以降に同財団へ。②不要

催 し

市スポーツ協会 ①G
ゴーゴー
OGO Z

ゼ フ ァ ー
EPHYRバスケットボール観戦教室

②スポーツ体験塾「スカッシュ教室」
　①はルールや観戦のポイントなどを学んだ後、ライジングゼファーフクオカの
試合を観戦します。d11月①２日㈮午後６時〜９時②17日㈯午後１時半〜３時半
l①市民体育館(博多区東公園)②リバティスカッシュコート（博多区石城町）i

同協会事業課a645-1233f645-1220t小学生以上（①の小中学生は保護者同
伴）c①40人②30人（いずれも抽選）y①一般2,300円、小中高生1,200円②無料
e①はがき（〒812-0045博多区東公園８-２）かファクスに参加者全員の応募事項
を書いて10月１日〜19日（必着）に同協会へ。ホームページでも受け付けます。②
ホームページで10月１日〜14日に受け付けます。いずれも当選者のみ通知。

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。

●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。

●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（10月前半の日曜日・祝日）
10月７日㈰

福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
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
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
10月８日（月・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
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

10月14日㈰

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

昨年の同イベント

10/

6
●土
他

2
市観光ボランティアとまち歩き　①博多千

せんねんのもん

年門コース
②モンゴル軍襲来（元

げんこう

寇）の足跡を探そうコース
　①博多千年門や承天寺など博多旧市街を巡ります。②同日午後２時
から元寇祭が開催される元寇神社や西新元寇防塁（いずれも早良区）
などを巡ります。d10月①６日㈯②20日㈯午前10時〜午後０時半l集
合は①市観光案内所（博多駅総合案内所）②地下鉄西新駅改札前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代表者名、希
望日を書いて10月①１日②３日午前10時以降に問い合わせ先へ。

10/

6
●土
他

2フードエキスポ九州~九州うまいもの大食堂〜

　九州･沖縄の飲食店が約60店舗集結します。
d10月６日㈯〜８日（月･祝）午前10時〜午後８時

（６日は午前11時から、８日は午後５時まで）l

天神中央公園（中央区天神一丁目）iフードエ
キスポ九州実行委員会a441-1119f441-1149 
y入場無料e不要

10/

7
●日

2わんにゃんよかイベント in ふくおかどうぶつ相談室

　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。d午前10時〜午後２時li同相談室（西
区内浜一丁目）a891-1231f891-1259y無料e不要

10/

9
●火
他

3市民パソコン教室

　パソコン入門、エクセル中級、インターネット、タブレット・スマホ、デジ
カメ・画像処理、年賀状講座などの各コースあり。詳細は問い合わせを。
d10月９日㈫〜11月12日㈪ ※各コース全５回（１回２時間）li市シル
バー人材センター西出張所（西区姪の浜四丁目）a･f881-7266t20
歳以上のパソコン初級者〜中級者c各10人（先着）y6,500円（テキスト
代別）e電話かファクス、来所で10月１日以降に問い合わせ先へ。

10/

9
●火
他

2九州建設技術フォーラム

　建設技術についての講演、展示など。詳細はホームページで確認
を。d10月９日㈫午後１時〜５時、10日㈬午前10時〜午後４時半（いず
れも受け付けは30分前から）l福岡国際会議場（博多区石城町）i九
州建設技術管理協会a471-0189f414-0767y無料e不要

10/

10
●水
他

3ゆうゆうセンター　発達障がいのある人の保護者向け
連続講座「はじめの一歩」

　発達障がいの特性と関わり方の工夫を学ぶ講座。テーマは①就労
を支えるサービス②感覚の違いと付き合い方③うまく使おう、福祉
サービス。参加できる日のみの受講可。詳細はホームページで確認
を。d①10月10日㈬②11月２日㈮③12月５日㈬午前10時〜正午（受け
付けは午前９時半から）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i同セ
ンターa845-0040f845-0045y無料e不要

10/

11
●木

2ロコモティブシンドローム（運動器症候群）に負けない
体と健康づくりセミナー

　ロコモ度チェックの他、骨密度測定、血糖値測定、健康セミナーも行
います。d午前10時〜午後４時、健康セミナーは午前11時、午後１時半、
３時からlエルガーラ･パサージュ広場（中央区天神一丁目）i健康増
進課a711-4374f733-5535c測定は随時受け付け（混雑状況に応じ
て整理券を配付）。セミナーは各50人（先着）y無料e不要

10/

11
●木
他

2九州大学EUセンター（ジャンモネCoE九州）市民講座
「模索するEU」

　テーマは①ユーロの理想と現実②ＥＵの外交政策③欧州統合のな
かのイタリア政治④ヴィシェグラードグループと欧州統合の「苦悩」。
d10月①11日㈭②18日㈭③25日㈭④11月１日㈭午後７時〜８時半l 

JR博多シティ（博多区博多駅中央街）i同センターa802-2190c各70人
（先着）y無料eホームページに掲載、または各公民館、各市民センタ 

ーなどで配布する申込書を郵送かメールで同センターへ。

福岡市政だより
2018（平成30）年10月1日 情報BOX15

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

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

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

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

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

催し 講座
教室

応 募 事 項



東図書館　「目黒キョウジュと本の世界を旅する」トークイ
ベント＆ワークショップ

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。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y無料e10月１日以
降に同図書館（なみきスクエア内）で整理券を配布（複数参加可）。

内容 日時 定員
（先着）

本はどこから来てどこへ行くのか 本の2000年
の進化を旅する 10／20㈯14:00〜16：00 50人

銀河鉄道に乗って宮沢賢治の本の世界を旅する 10／27㈯14:00〜16:00 50人
『水仙月の四日』朗読会 10／27㈯16:00〜17:30 15人
絵本は子どもだけのもの？いえ、大人のあなた
が読む本です 11／９㈮14:00〜16:00 15人

人はなぜ旅をするのか〜あなたが旅に持って
行くのはどんな本？〜 11／17㈯14:00〜16:00 50人

物語スコーレ「大事な人にラヴレターを紡ぐ」 11／23（金・祝）14:00〜16:00 15人

催 し

はかた伝統工芸館　①新作博多人形展 IN HAKATA
②木村博多織手織り専門工房展

d10月①11日㈭〜23日㈫②25日㈭〜30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）a409-5450 
f409-5460y入場無料

催 し

10/

12
●金
他

2
博多ガイドの会　
博多の名

めいさつ

刹 東長寺五重塔初層内陣特別拝観
　２年ぶりに公開される五重塔の内部を案内します。d10月12日㈮〜
16日㈫午前10時、11時、正午、午後１時、２時、３時から（１回30分程度）l 

東長寺（博多区御供所町）i博多区企画振興課a419-1012f434-0053c

各10人（先着）y300円e当日午前９時半から五重塔前で受け付け。受
付時に拝観時間を決定。

10/

14
●日

2金印シンポジウム「あの金印を造ってみた」

　「道の駅むなかた館」館長の西谷正氏による基調講演など。d午前
10時〜午後４時50分（受け付けは午前９時半から）lなみきホール（東
区千早四丁目 なみきスクエア）i志賀島歴史研究会･坂本a090-1168- 
9596f414-1698c500人（先着）y無料（資料代別）e不要

10/

14
●日

2ももち福祉まつり

　ステージイベントや福祉施設のバザー、飲食コーナー、抽選会な
ど。d午前10時〜午後３時liももち福祉プラザ（早良区百道浜一丁
目）a847-2761f847-2763y入場無料e不要

10/

16
●火
他

3南障がい者フレンドホーム　編み物教室（初心者向け）

　帽子などを作ります。d10月16日〜来年３月26日の火曜日午後２時
〜４時（連続講座）li同ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-
5856t市内に住む障がい児・者c10人（抽選）y材料費e電話かファク
ス、来所で10月９日までに同ホームへ。

10/

20
●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10月１日以降に同ゴル
フ場へ。

10/

21
●日

2立花寺緑地リフレッシュ農園　秋まつり

　フリーマーケット、ポップコーン無料配布（先着200人）、バルーンア 
ート、国東半島の野菜物産展、農産物の販売など。d午前10時〜午後
３時li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883y入場
無料e不要 ※フリーマーケット出店希望者（先着15区画。１区画４平
方㍍で500円）は電話で10月２日午前10時以降に同農園へ。

10/

21
●日

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〜

　唐津街道の民話等を筑前琵琶の演奏と語りで楽しみます。琵琶体
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）a090-5043-2107f651-1062c各30人
（先着）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10月１日以降に問い合わせ先へ。

10/

21
●日
他

2
アイランドシティ中央公園　
①輪投げＴ

ツ リ ー

ＲＥＥ②花壇の花植え体験
　①輪投げに成功すると観葉植物を持ち帰れます。②公園の花壇に
花苗を植えながら、手入れの仕方などを学びます。いずれも小学３年
生以下は保護者同伴。d①10月21日㈰午後１時半〜３時半②11月10
日㈯午前10時〜11時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980 
f661-8020c①30人②20人（いずれも先着）y①500円（１回につき２
投）②無料e①当日午後１時15分からぐりんぐりん前芝生広場で②当
日午前９時55分から修景池北側花壇で受け付けます。

10/

23
●火

2市博特別展「浄土九州」を100倍楽しく 博多ガイドの会
と行く「旧市街･博多の地獄極楽めぐりツアー」

　博多旧市街の寺社を巡ります。d午後２時、３時から（各２時間）l集
合は櫛田神社（博多区上川端町）i市文化芸術振興財団a263-6257f 

263-6259c20人（先着）y無料e電話で10月1日以降に同財団へ。

10/

25
●木

3ボートレース福岡　
プリザーブドフラワーを使ったハーバリウム作り

　ガラス瓶の中にオイルと花を入れて飾り物を作ります。作品は持ち
帰り可。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10月15日

（必着）までに問い合わせ先へ。10月19日までに当選者のみ通知。

10/

26
●金
他

3こころの健康づくりセミナー ①生活習慣を見直してう
つ予防②うつ病を予防するための認知行動療法

d①10月26日㈮②11月２日㈮午後２時〜４時l南区保健福祉センター
講堂（南区塩原三丁目）i南区健康課a559-5118f541-9914y無料e 

電話かファクスで同課へ。

10/

27
●土

3触って・話して・考えて 「博多の魅力、再発掘」

　土器や陶磁器などに触れたり、クイズに答えたりしながら、重要文
化財について考えます。講師は産業能率大学経営学部准教授の皆川
雅樹氏。d午前10時半〜午後３時lアジア美術館あじびホール（博多区
下川端町 リバレインセンタービル８階）i埋蔵文化財センターa 

571-2921f571-2825c50人（抽選）y無料e往復はがき（〒812-0881博多
区井相田２-１-94）かメール（m kouza.maibun.c@city.fukuoka.lg.jp）で
10月15日（必着）までに同センターへ。

10/

27
●土

2もーもーらんど油山牧場　大人の牧場１日飼育体験

　家畜の世話や、バター作りなどを体験します。d午前９時10分〜午
後２時10分li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040t20歳以上
c６人（抽選）y1,000円e往復はがき（〒811-1353南区柏原710-２）で
10月15日（必着）までに同牧場へ。ホームページでも受け付けます。

催し情報BOX 福岡市政だより
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教室

●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中学生は学校名・学年

電話以外で申し込む場合は
次の	応募事項	を書いてください。

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



「博多町家」ふるさと館

　①は和の文化を楽しめる関連イベントもあり。②小学生以下③中学生以下は
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同館（博多
区冷泉町）a281-7761f281-7762c①なし②各10人③各20人（いずれも先着）y 

①無料②1,500円③2,000円、中学生以下無料（①②は入館料別。③は軽食代込み、
中学生以下で軽食希望の場合は400円と事前予約が必要）e①不要②③電話か
ファクス、メール（m furusatokan@hakatamachiya.com）に応募事項と希望日時を
書いて10月１日以降に同館へ。来所でも受け付けます。

内容 日時

①777年の伝統を祝って 博多織展〜能「呉服（く
れは）」に織の心を知る〜（人間国宝 小川善三郎・
規三郎父子による帯や能装束などを展示）

９／26㈬〜11／25㈰９・10月＝
9：00〜17：00、11月＝10：00〜
18：00  ※入館は30分前まで。
10／22㈪、11／26㈪は休館。

②博多織展関連イベント ダンボールで織るミニ
タペストリー（作ったタペストリーは持ち帰り可。
博多織で使う絹糸なども使えます）

10／7㈰、11／23（金・祝）13：00
〜14：00、15：00〜16：00

③博多ライトアップ見どころツアー（市観光案内
ボランティアのガイドと共に、博多旧市街ライト
アップウォークの会場を巡ります。ライトアップ
ウォークチケット）

10／31㈬、11／１㈭17：00〜
20：00

催 し

10/

27
●土

4元気 長生き いきいき健康セミナー「いつでもできる す
ぐにできる 簡単な認知症予防体操」

d午後２時〜３時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i健康づくりサ
ポートセンターa751-7778f751-2572c250人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m soum@kenkou-support.jp）、来所で10月１日以降
に同センター（あいれふ内）へ。

10/

27
●土

2アミカス　女性の人生サポート講座 
「熟年離婚〜第２の人生のために〜」

　弁護士が講師を務めます。受講後に個別相談も可。d午後１時半〜
３時半liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766t女性
c40人（先着）y無料n６カ月〜小学３年生（無料｡10月17日までに要
予約）e電話かファクス、メール（m amikas@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10月１日以降に同施
設へ。来所、ホームページでも受け付けます。

10/

27
●土

2西部運動公園　
「フラワーパーク西部」をみんなで創ろう

　同公園に花を植えます。参加者には花の苗を進呈。d午前10時〜正 
午li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549c20人（先着）y無
料e電話か来所で10月１日以降に同公園へ。

10/

28
●日

2かなたけの里公園　里の収穫祭「サツマイモ収穫体験」

　収穫体験の他に音楽コンサート、竹を使った工作教室、野菜などの
販売もあります。d午前10時〜正午、午後２時〜４時li同公園（西区
金武）a･f811-5118c各130口（抽選）y１口（４株）500円e往復はがき

（〒819-0035西区金武1367）に代表者の応募事項と午前・午後の希望、
希望口数（１組２口まで）を書いて10月14日（消印有効）までに同公園へ

（１世帯１通）。

10/

29
●月
他

3ヘルスメイト（食生活改善推進員）養成教室

　健康・栄養についての講義、調理実習、運動実技などの連続講座。
詳細は問い合わせを。d10月29日㈪〜来年１月28日㈪午後１時〜３時
10分（全10回。12月13日は午前10時〜午後１時）lふくふくプラザ（中
央区荒戸三丁目）i健康増進課a711-4374f733-5535t市内に住み、
教室修了後に校区での健康づくりのボランティアに参加できる人c40 
人（先着）y無料e電話かファクスに応募事項と生年月日を書いて10
月１日以降に同課へ。

10/

30
●火
他

2早良障がい者フレンドホーム　
はじめてのパソコン教室 〜スマートフォン〜

d10月30日〜11月20日の火曜日午前10時〜正午（連続講座）li同
ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に住む肢
体・内部障がいのある18歳以上c６人（抽選）y1,080円e電話かファク
ス、メール（m y.ooba01@fc-jigyoudan.org) 、来所で10月２日〜13日に
同ホームへ。

10/

30
●火
他

3初心者太極拳教室

d10月30日〜12月25日の火・金曜日午前９時〜11時（連続講座）l南
体育館（南区塩原二丁目）i市武術太極拳連盟・白川a090-2508-8875 
c30人（抽選）y2,000円e往復はがき（〒812-0044博多区千代２-４-23-
605）かメール（m spfq6649@grace.ocn.ne.jp）に応募事項と性別を書
いて10月１日〜20日（必着）に問い合わせ先へ。

10/

30
●火
他

3時短でバランスよかごはん

　バランスの取れた食事を短い時間で作るこつを学び、グループで
調理実習をします。 ※２日とも内容は同じです。d①10月30日㈫②11
月７日㈬午前10時半〜午後１時半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n３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）も
書いて10月16日（必着）までに同課（〒810-0001中央区天神１-８-１）へ。
１人１通。当落通知は１週間前に発送。

10/

31
●水

3博多障がい者フレンドホーム　
お正月の準備をしよう〜和紙のちぎり絵教室〜

d午後１時半〜３時li同ホーム（博多区西月隈五丁目）a586-1360f 

586-1397c５組（抽選。１組２人まで）y作品１つにつき700円〜1,000円
（作品によって異なる）e電話かファクス、来所で10月1日〜15日に同
ホームへ。

10/

31
●水

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10月１日以降に同園へ。

11/

3
●●土・祝

2弥生の都「吉野ケ里」たんけん隊“秋”

　佐賀県吉野ケ里町の五ケ山ダム見学や自然散策など。d午前８時
半〜午後５時l集合・解散は市水道局（博多区博多駅前一丁目）i流
域連携課a483-3194f483-3252t市内に住むか通学する小学生と保
護者c40人（抽選）y無料eはがき（〒812-0011博多区博多駅前１-28-
15）かファクス、メール（m ryuiki.WB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員
の応募事項を書いて10月12日（必着）までに同課へ。

11/

3
●●土・祝
他

4九州在宅医療推進フォーラム「私達のことを私達抜きに決
めないで〜当事者参加型の介護・福祉・医療を語ろう〜」

　①認知症や軽度認知障がいと診断された当事者と福岡市職員によ
るシンポジウム②介護・福祉・医療をテーマにした特別講演と九州各
県の在宅ケアに関する取り組みの発表。d11月①３日（土・祝）午後２時45
分〜５時②４日㈰午前９時半〜午後４時45分lなみきスクエア（東区千
早四丁目）i九州在宅医療推進フォーラムin福岡事務局（あおばクリ
ニック内）a663-2037f692-1024c各800人（先着）y無料eファクス
に代表者の応募事項と参加者全員の氏名を書いて同事務局へ。各区
保健福祉センター、各公民館などで配布中のチラシでも可。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

福岡市政だより
2018（平成30）年10月1日 情報BOX13 講演



救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（②は大人に対する方
法、③は子どもに対する方法）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。受付開始は10月①②１日③④９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
11／６㈫ 中央消防署（中央区那の津二丁目） a791-7151 40人
11／21㈬ 早良消防署（早良区百道浜一丁目） a821-0245 30人

②普通１

11／４㈰ 市民防災センター（早良区百道浜一丁目）a821-0245 30人
11／７㈬ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人
11／９㈮ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人
11／30㈮ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） a475-0119 40人

③普通３ 11／12㈪ 博多消防署 a791-7151 30人

④上級
11／５㈪

博多消防署 a791-7151 各30人
11／13㈫

　※時間は①午前10時〜11時半（11月21日は午後７時〜８時半）②③午前10時
〜午後１時④午前９時〜午後５時。応急手当普及員講習および応急手当普及員
再講習については救急課へ問い合わせを。

講座・教室

楽水園　①香玉流 心を伝える 四季の筆ペン術 in 楽水園
②フォトコンテスト作品募集

　②は同園で撮影した写真を募集。選考した10作品を来年２月１日㈮〜28日㈭
に展示し、投票を受け付けます。詳細は問い合わせを。d①10月17日㈬午後１時
〜３時②募集期間＝11月１日㈭〜12月28日㈮午前９時〜午後５時li同園（博多
区住吉二丁目）a･f262-6665c①８人（先着）②なしy①3,500円②無料（撮影時
は入園料が必要）e①電話かファクスで10月１日以降に同園へ。②郵送（〒812-
0018博多区住吉２-10-７）か来所で同園へ（１人１点。郵送の場合は要事前連絡）。

催 し

昨年の同教室

11/

3
●●土・祝
他

2花畑園芸公園　ミカン狩り

　１人当たり約２㎏を収穫できます。d11月①３日（土・祝）②４日㈰③11
日㈰④18日㈰⑤23日（金・祝）午前11時、午後２時から（各40分）li同公園

（南区柏原七丁目）a565-5114f565-3754c各回400人（抽選）y300円
e往復はがき（〒811-1353南区柏原７-571-１）に参加者全員の応募事項 
と希望日（時間指定不可）を書いて①10月12日②10月15日③10月23日
④10月30日⑤11月１日（いずれも必着）までに同公園へ。

11/

6
●火

4技術講演会「インフラ政策と国土強
きょうじん

靱化〜九州の発展
を導く公共政策〜について」

　講師は京都大学大学院工学研究科教授・藤井聡氏。d午後２時〜４
時半lアクロス福岡 国際会議場（中央区天神一丁目）i県地質調査
業協会a471-7221f471-5786c250人（先着）y無料e電話かファクス、 
メール（m f-kyoukai@fukuoka-geo.net）で10月１日以降に問い合わせ
先へ。ホームページでも受け付けます。

11/

7
●水

2〜水の旅をたどろう〜 秋の水道施設見学会

　乙金浄水場（大野城市）、江川ダム（朝倉市）を見学。道の駅 三連水
車の里あさくら（朝倉市）で昼食（持参）。d午前８時40分〜午後５時20
分l集合・解散は市水道局（博多区博多駅前一丁目）i水道局総務課
a483-3139f482-1376t市内に住む18歳以上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（m sui 
dou-kengaku@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事項と昼間連絡が
可能な電話番号、参加者全員の氏名、年齢を書いて10月５日（必着）ま
でに同課へ（１通４人まで）。

11/

９
●金

4九州先端科学技術研究所（ISIT）市民講演会
子どもたちを守ろう〜人とIoTとで安全安心な通学を〜

　県安全安心まちづくりアドバイザーの金子昌隆氏が「地域で取り組
めること」をテーマに話します。地域の企業や研究所の新技術を活用
した取り組みも紹介。d午前10時〜午後０時半l福岡ＳＲＰセンタービ
ル（早良区百道浜二丁目）i同研究所事業支援部a852-3460f852-
3455c50人（先着）y無料eファクスかメール（m kouen@isit.or.jp）で
10月1日以降に問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

11/

10
●土

3地行浜ビーチコーミング〜海からのメッセージ〜

　地行浜を歩きながら、貝殻や流木などを探した後、水中の映像を
使った学習をします。d午前10時〜午後１時lまもるーむ福岡（中央
区地行浜二丁目）他i地行浜いきものプロジェクト実行委員会a・f 

407-6970t小学３年生以上（小学生は保護者同伴）c20人（先着）y無
料eメール（m jigyohama.ikimono@gmail.com）で10月１日以降に同実行
委員会へ。

11/

10
●土

3西障がい者フレンドホーム　マクラメ教室

　何本かのひもを結び編み込むマクラメ編みでネックレスを作りま
す。d午後１時半〜３時半li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017 
f883-7037t市内に住む障がい児・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10月20日（必着）
までに同ホームへ。

11/

10
●土

2市民総合スポーツ大会 ミックステニス大会

　一般の部（中級クラス）とベテランの部（①50歳以上②65歳以上）で
試合を行います。d午前８時40分から受け付け（試合開始は午前９時
から）l博多の森テニス競技場（博多区東平尾公園一丁目）i市テニ
ス協会a735-7615（月・水・金曜日の午前10時〜午後４時）f735-7616 
t市内または近郊に住むか通勤する、または市内のテニスクラブに所
属する男女のペア ※①昭和43年12月31日②昭和28年12月31日以前
に生まれた人y１組6,000円eホームページに掲載する申込書を郵送
で10月17日（必着）までに同協会へ。

11/

10
●土

3舞鶴公園　親子サッカー教室

　サッカーの基本動作などを学びます。
d午後３時〜４時半li同公園（中央区
城内）a781-2153f715-7590t小学生と
保護者のペアc15組（抽選）y無料eは
がき（〒814-0133城南区七隈６-21-10-201）
に応募事項と保護者氏名を書いて10月１
日〜24日（必着）にわかばスポーツ＆カル
チャークラブへ。

11/

10
●土
他

3市初級障がい者スポーツ指導員養成研修会

　障がい者スポーツの安全管理などを学ぶ連続講座。詳細は問い合
わせを。d11月10日㈯、11日㈰、18日㈰午前９時半からlさん・さんプ
ラザ（南区清水一丁目）i市障がい者スポーツ協会a781-0561f781-
0565t18歳以上（平成30年４月１日現在）c35人（抽選）y6,000円e９
月26日からホームページに掲載、または同プラザ、同協会（中央区荒
戸三丁目）、情報プラザ（市役所１階）で配布する申込書を、郵送かファ
クス、メール、持参で10月３日〜17日（必着）に同協会へ。

11/

12
●月

3若年性認知症相談従事者研修会

d午後２時〜４時l市役所15階講堂i認知症支援課a711-4891f733- 
5587t若年性認知症の人の介護や相談業務に関わる専門職c100人

（先着）y無料e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認知症支援課
へ。空きがあれば当日も受け付けます。

催し催し情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年10月1日 12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



市博物館　黒田家名宝展示 
「黒田継高和歌・黒田治高書ほか」

　江戸時代中期の筑前福岡藩藩主の和歌や書を展示します。d10月２日㈫〜11
月11日㈰午前９時半〜午後５時半（入館は５時まで）。月曜休館（祝休日のときは
翌平日）li同館（早良区百道浜三丁目）a845-5011f845-5019y一般200円、
高大生150円、中学生以下無料

催 し

福岡副都心クリスマスマーケット 会場づくりワークショップ

　12月20日㈭〜25日㈫に同会場で開催する同マーケットで使用する、たるに見
立てたテーブルや廃材を使ったクリスマスツリーを作ります。d11月①10日㈯②
11日㈰午後１時〜４時l①西鉄大橋駅西口広場②西鉄香椎駅東口広場i福岡
副都心クリスマスマーケット実行委員会・青栁a080-8359-1109f215-3231t市
内に住むか通勤・通学する人（小学生以下は保護者同伴）c各30人（抽選）y 

1,000円（クリスマス飾りのお土産付き）eファクスかメール（m info@fukutoshin-
xmas.com）に参加者全員の応募事項と希望会場を書いて10月１日〜31日に同実
行委員会へ。当選者のみ通知。

催 し

青葉公園　車いすテニス教室

　初めて参加する人には専用の車いすの貸し出しあり。詳細は問い合わせを。d 

月曜日午後７時半〜９時（４回１セット。連続講座）li同公園（東区青葉四丁目）
a・f691-5725t車いすを利用している人c10人（先着）y１セット5,500円e電話
で同公園へ。随時受け付け。

講座・教室

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）a 

831-0669f831-0670y無料e①当日午後１時から窓口で受け付け②③電話か
メール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で10月２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　10／７㈰、21㈰15:00〜15:30 各25人
②理科応援教室「においと味の不思議」　10／27㈯10:30
〜12:00 小学４〜６年生、25人

③特別講座「なぜ食べ物でアレルギーが起こるのか〜食
物アレルギーを知って対応できること〜」　11／３（土・祝）
10:30〜12:00

小学生以上、40人

講座・教室

精神保健福祉センター

　いずれも連続講座。事前面接あり。詳細は問い合わせを。lあいれふ（中央区
舞鶴二丁目）i同センターa737-8825f737-8827y無料e電話（a737-8829 火・
木曜日の午前10時〜午後１時）で同センターへ（③は10月19日締め切り）。

内容 日時 対象 定員
①薬物依存症回復支援
プログラム

10／12〜来年３／22の第２・
４金曜日

薬物使用をやめたい
（やめ続けたい）人 10人

②アルコール家族教室 11／７〜来年３／６の第１水
曜日14:00〜16:00 飲酒問題に悩む家族 10人

③ひきこもり家族教室 11／14〜来年３／13の第２
水曜日14:00〜16:00 引きこもり者の家族 15人

④薬物依存問題を抱え
る家族のための教室

11／21〜来年３／20の第３
水曜日14:00〜16:00

薬物依存問題に悩む
家族 10人

講座・教室

油山市民の森

　中学生以下は保護者同伴。li油山市民の森（南区桧原）a871-6969f871-
6909t①２km程度歩ける小学４年生以上②③不問y①1,000円（ポール持ち込み
の場合は500円）②③200円e往復はがき（〒811-1355南区桧原855-４）に参加者
全員の応募事項と、①はポール貸し出しの有無、貸し出し有りの場合は身長も書
いて10月①12日②③19日（必着）までに同施設へ。ホームページでも受け付けま
す。

内容 日時 定員
（抽選）

①秋のノルディックウオーキング教室 11／３（土・祝）9:30〜11:30 30人
②油山十六景めぐり（観音コース） 11／11㈰9:30〜13:00 50人
③森のおはなし会と秋の生きものたんけん隊

（絵本の読み聞かせと生き物探し） 11／11㈰14:00〜15:30 40人

催 し

11/

13
●火

2桧原運動公園　
親睦テニス大会①ミックスダブルス②女子ダブルス

d午前９時〜午後５時li同公園（南区桧原五丁目）a566-8208f566- 
8920t平成30年12月31日時点の年齢が①合計90歳以上のペア②各
30歳以上の女性のペア ※平成27年以降に中級レベル以上の大会（団
体戦を除く）で優勝経験のある人同士のペアは出場不可c①８組②
16組（いずれも先着）y１組4,000円e電話か来所で10月８日午前９時
以降に同公園へ。

11/

14
●水
他

3福岡ファミリー・サポート・センター　
提供・両方会員養成講習会

　育児の援助をする「提供会員」と、育児の援助・依頼をする「両方会
員」になるための講習会。d11月14日㈬、16日㈮、27日㈫午前10時〜午
後２時半（14日は午後３時まで。連続講座）lふくふくプラザ（中央区
荒戸三丁目）i同センターa736-1116f751-1524t市内に住み、心身
共に健康で自宅で安全に子どもを預かることができる人c100人（先
着）y無料n６カ月〜就学前（抽選。無料。11月７日までに要予約）e電
話かファクス、メール（m f-support@fukuoka-shakyo.or.jp）、来所で10
月1日以降に同センター（ふくふくプラザ３階）へ。

11/

30
●金

2成年後見制度説明会
〜成年後見制度ってどんなもの？〜

d午後２時〜４時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i福岡家庭
裁判所総務課a981-9651（平日午前９時〜午後５時）f781-8393c150
人（先着）y無料e電話で同課へ。

12/

8
●土

2松風園　①季節の室
しつらい

礼とおもてなし〜年神さまをお迎
えして新年を祝う〜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夕暮れを楽しむ茶会で
す。弁当付き。d①午前11時〜午後０時45分、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・f524-8264c①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10月８日以降に同園へ。

12/

8
●土

2博多をどり

　博多券番の芸妓衆（げいぎしゅう）が邦楽・舞を披露します=写真。
詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d午前11時、午後１時半、
４時から（各１時間半）。 ※演目は同じl 

博多座（博多区下川端町）i博多伝統
芸能振興会a441-1118f441-1149y 

S席6,000円、A席4,000円、B席2,000円
eチケットぴあ、ローソンチケットで
10月１日午前10時から販売。

12/

15
●土

2ＦＦＡＣおんがくさんぽ「親子で楽しむ あいうえオペラ」

　オペラ「ヘンゼルとグレーテル」の抜粋やクリスマスソングなど。０
歳から入場可。d午後２時〜３時l博多市民センター（博多区山王一
丁目）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-6259c500人（先着）y

前売り券一般1,000円、中学生以下500円（膝上の場合は無料） ※当日
券はそれぞれ500円増し。前売り券完売の場合は当日券なしeチケッ
トぴあ、ローソンチケットなどで10月１日午前10時から販売。

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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アクロス福岡

　いずれも全席指定。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 日時 費用
アクロス・ランチタイムコンサート「新・福岡古楽
音楽祭プレコンサート ラ・フォンテヴェルデ〜バ
ロックの幕開け モンテヴェルディのマドリガーレ
〜」

10／23㈫
12：00〜 1,000円

新・福岡古楽音楽祭　第５回記念公演
「オルフェオ」

10／26㈮
18：30〜

Ｓ席8,000円
Ａ席6,000円

（学生券3,000円） 

ホセ・カレーラス　テノール・リサイタル　
Intima いとしいひと

11／４㈰
15：00〜

ＧＳ席３万円
Ｓ席２万6,000円
Ａ席２万1,000円
Ｂ席１万6,000円

催 し

中央市民センター文化祭

d10月28日㈰午前10時〜午後４時半li同センター（中央区赤坂二丁目）a 

714-5521f714-5502y入場無料e①不要。受け付けは当日午前９時半から②〜
⑦電話かファクス、メール（m center@shinko-chuo.jp）に応募事項と希望講座を
書いて10月１日以降に同センターへ。来所でも受け付けます。

内容・時間 定員
（先着） 費用

①歴史講座「維新150年 福岡藩の幕末史〜西郷（せご）どんに
もの申す〜」　10:00〜11:30 500人 無料

②自分のタイプを知って実践 収納の工夫術　10:00〜11:30 30人 無料
③世界に誇るスーパーフード 大人の「みそ玉」作り　10:30〜
12:00 20人 300円

④健康寿命を延ばそう ロコモ体操と健康チェック　11:00〜
12:30 30人 無料

⑤折って楽しく飾って美しい バラの立体折り紙講座　13:00〜
15:00 20人 無料

⑥おしゃれで手軽に楽しめる ハーバリウム講座　13:30〜、
14:30〜 各10人 500円

⑦野菜を丸ごと皮ごと食べてみよう 健康・長生き食育講座　
14:00〜15：30 30人 300円

　※同センター利用サークルの作品発表や高校生の音楽演奏、野菜等の販売
もあります。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。

催 し

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

　③は希望する部のみの受講可（ただし全て受講した場合と同料金）。l①中央
市民センター（中央区赤坂二丁目）他②六本松 蔦屋（つたや）書店（中央区六本
松四丁目）③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a401-3456f739-6081c①40人②50人③各20人（いずれも先着）e①③電話
かファクス、メール（m info@r60festa.jp）で10月１日以降に同事務局へ。②不要

内容 日時 費用
①歴史講座とまち歩き「筑前勤王と巨星・加藤
司書の生涯とゆかりの地めぐり」（黒田藩最後
の藩主の家老・加藤司書について、１回目は講
義、２回目は博多区を巡りながら学びます）

10／14㈰、26㈮10：00〜
12：00 1,000円

②オトナ塾〜黒田公より「西郷（せご）どん」を
選んだ福岡士族 西南戦争を報道した「筑紫新
聞」を読む〜（西日本新聞社社員による解説）

10／16㈫13：00〜14：00
（受け付けは12：30〜） 無料

③mif（マイフ）塾のコミュニケーション講座 ▽１
部＝まわしよみ新聞とプラス・ワン ▽２部＝自分
らしさを見つける〜人生すごろく「金の糸」〜

▽３部＝苦手な人とのコミュニケーション術

10／18㈭１部＝12：30〜、 
２部＝14：30〜、３部＝16： 
30〜（各１時間半）

1,000円

講座・教室

お知
らせ

九州大学病院「家族向けひきこも
り教育支援プログラム開発研究」
家族モニター募集

　同病院が開発する、引きこもり者に
社会復帰を促す対処法を実践的に学
ぶ講習会および効果検証プログラム
に参加する家族を募集します。参加に
は登録が必要。詳細は問い合わせを。
d12月７日㈮、21日㈮、来年1月11日㈮
午後１時〜４時（連続講座）l同病院

（東区馬出三丁目）i精神保健福祉セ
ンターa737-8825f737-8827t市内
に住み、引きこもり者と同居する親や
保護者などc25人（選考）y無料eメ 
ール（m hiki@npsych.med.kyushu-u.ac.
jp）で10月1日から11月２日午後５時ま
でに同病院へ。
市県民税の公的年金からの特別
徴収の開始・変更について確認を

　市県民税が公的年金から特別徴収
（引き去り）になっている人は、10月分
から金額が変更になる場合がありま
す。また、今年度新たに特別徴収にな
る人と今年度から再開する人は、10月
から特別徴収が開始されます。特別
徴収金額は、６月に送付した「市民税・
県民税納税通知書」で確認を。i各区
課税課
板付基地返還促進協議会定期総
会が開催されました

　８月16日に開催された同総会で協
議会の今後の運動方針や今年度事業
計画などを話し合い、板付基地の早
期全面返還を目指し運動を進めてい
くことを決定しました。詳細は市ホー
ムページに掲載。i総務企画局総務
課a711-4044f724-2098

「雑がみ回収袋」を配布しています
　紙箱や包装紙などの雑がみをリサ
イクルする際に使える「雑がみ回収
袋」=写真=を、区役所や市民センタ 
ーなどの資源物回収ボックスで配布
しています。配布場所など詳細は市
ホームペー
ジで確認す
るか問い合
わせを。i

資源循環推
進 課a711-
4039f733-
5907

合併処理浄化槽の設置費用の一
部を助成します

　合併処理浄化槽（し尿と台所や風
呂などの生活雑排水を併せた生活排
水を処理する浄化槽）を設置する場

合に助成金を交付します。詳細は問
い合わせを。【対象】 ▽市内のうち、公
共下水道事業計画区域等を除く地域

▽居住を目的とした住宅 ▽合併処理
浄化槽を設置する場合（汲み取り便
槽や単独処理浄化槽からの転換も含
む）—の全てを満たす場合【助成金額】
設置費用の４割（上限あり）i下水道
事業調整課a711-4428f733-5533
犬の登録および狂犬病予防集合
注射の実施

　生後91日齢以上の犬は、生涯１回の
登録と毎年度１回の狂犬病予防注射
が義務付けられています。【登録】あに
まるぽーと（東区蒲田５丁目）、ふくお
かどうぶつ相談室（西区内浜一丁目）、
各区保健福祉センター（西区を除く）
で随時受け付け。市獣医師会の動物
病院でも実施【料金】登録は3,000円、
予防集合注射は3,200円。【狂犬病予
防集合注射】下表の通り実施します。
日時 会場

10／7㈰
13：30〜14：30

南市民プール（南区三
宅三丁目）

10／21㈰
13：30〜14：30

市役所北側（ベスト電
器側）玄関横

10／28㈰
12：30〜14：30

舞鶴公園（中央区城内 
※どうぶつ愛護フェス
ティバル in ふくおか
会場）

　※詳細はホームページで確認する
か、あにまるぽーと（a691-0131f691- 
0132）へ問い合わせを。
福岡市長選挙の立候補予定者説
明会を行います

　出席は各３人まで。代理人出席可。
立候補関係書類を配布しますので、
出席者の印鑑を持参してください。
d10月19日㈮午後１時半からl市役所
15階i市選挙管理委員会a711-4682 
f733-5790
「福岡市の障がい福祉ガイド」のデイジー
（デジタル録音図書）版を配布しています
　障がいのある人とその家族などが
利用できる施策や各種相談機関等の
情報をまとめた同ガイドの音声版ＣＤ

（コンパクトディスク）を配布していま
す。【配布場所】各区福祉・介護保険
課、情報プラザ（市役所１階）i障がい
者在宅支援課a711-4248f711-4818

ホストファミリー登録説明会
　外国人に日本の生活や文化体験の
機会を提供するボランティア家庭の
登録説明会。d10月21日㈰午前10時
〜11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）a 

262-1744f262-2700t福岡都市圏に
住む日本人家庭c20人（先着）e電話
かファクス、メール（m hostfamily@rai
nbowfia.or.jp）で10月15日までに同財
団へ。
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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



お知
らせ

原子爆弾被爆者二世に対する健
康診断（無料）

　期間は10月１日㈪〜来年２月28日
㈭。実施医療機関など詳細は問い合
わせを。i県がん感染症疾病対策課
a643-3267f643-3331
「宅配ボックス無料体験実証実
験」への参加者を募集します

　参加者には宅配ボックスを無償で
提供します。設置前後の２回、荷物の受
け取りストレスに関するアンケートへ
の回答が必要。詳細は市ホームペー
ジで確認を。【体験期間】11月１日㈭〜
来年1月31日㈭i 

ナスタa0120-003-
410f03-6779-8776 
t市内の戸建住宅
に住む人c1000世 
帯（抽選。１世帯１台） 
e10月14日までに
市ホームページで
申し込みを。

10月〜12月に交通実態調査を実施
　人の１日の動きについての交通実
態調査を実施します。調査対象となる
人にアンケート調査票を郵送します
ので回答をお願いします。i北部九
州圏パーソントリップ調査実施サポー
トセンターa0120-171-190（平日・土
曜日の午前９時〜午後６時）f0120-
171-303

知っていますか？ 建退共制度
　同制度は、建設現場で働く人のた
めに国が作った退職金制度です。退
職金の試算やパンフレットの請求方
法などはホームページで確認を。i

建退共福岡県支部a477-6734f477- 
6726

消費税の制度が変わります
　来年10月から消費税率が10％に引
き上げられるのと同時に軽減税率制
度が実施されます。市内の各税務署
で事業者向けの説明会を開催。詳細
はホームページで確認を。i各税務署

10月は骨髄バンク推進月間
　白血病など血液疾患の患者に骨髄
移植の機会を提供するため、ドナー登
録にご協力ください。i日本骨髄バン
クa03-5280-1789f03-5280-0101

暴力団等被害集中相談日
　暴力団などからの不当要求に対し
て、警察や弁護士などが電話・面接で
相談に応じます。d10月20日㈯午前

相 談

10時〜午後４時li市暴力追放相談
センター（市役所２階）a711-4076f 

711-4083y無料e不要

自死遺族法律相談
　臨床心理士同席の下、弁護士が相
談に応じます。d11月７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。
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。d10月20日
㈯午前10時〜午後４時lコミセンわ
じろ（東区和白丘一丁目）i県行政書
士会a641-2501f641-2503y無料e

不要
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d10月６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

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。
成年後見制度と相続税・贈与税の
無料相談

　相談時間は１人30分以内。d10月
27日㈯午前10時〜午後５時（受け付け
は午後４時まで）l九州北部税理士
会館（博多区博多駅南一丁目）i九州
北部税理士会a433-2366f481-3878 
y無料e電話で10月１日〜27日に同
会へ。

くらし・行政困りごと相談所

　国の行政機関や地方公共団体、弁
護士会、司法書士会等が相談に応じ
ます。先着順。１機関につき原則30分
以内。d10月11日㈭午前10時半〜午
後３時半lＪＲ博多シティ 10階大会議
室（博多区博多駅中央街）i九州管区
行政評価局行政相談課a431-7082f 

431-8317y無料e不要
市障がい者110番 肢体障がい ピ
ア相談

d10月17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市内に住む肢体障がい者やそ
の家族などy無料e不要

福岡起業塾
　創業計画を基礎から学びます。受
講後も経営課題等を相談できます。
d11月10日㈯、11日㈰、17日㈯、18日
㈰午前10時〜午後５時（連続講座）l

福岡商工会議所（博多区博多駅前二
丁目）i同会議所経営支援グループ
a441-1146f482-1523tおおむね１年 
以内の起業予定者c20人（抽選）y 

6,000円eホームページで10月１日〜
26日まで受け付けます。

非常勤調理業務員を募集
　市立小学校で給食調理業務などに
従事。【資格】平成13年４月１日までに
生まれた人【任用】来年４月１日以降
【募集案内・申込書の配布】10月１日か
ら教育委員会職員課（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
求は同課に問い合わせを。【申込期
間】11月30日（消印有効）まで。i同課
a711-4609f711-4936
福祉の職場 面談・説明会

　高齢者施設の職員が、仕事内容の
説明および面談を行います。d10月
14日㈰午前11時〜午後４時lふくふく
プラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会
福祉協議会生活福祉課a751-1121f 

751-1509y無料e不要

市立病院機構職員（看護師）を募集
　【資格】昭和34年４月２日以降に生
まれた看護師の有資格者（今年度取
得見込み含む）【申し込み】ホーム
ページに掲載、または９月25日から市

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。

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
配布する申込書と小論文、返信用封
筒を郵送か持参で９月25日〜10月18日

（消印有効）に同課へ。i同課a692-
3422f682-7300
市保育士・保育所支援センター出
張相談会

　保育所等への就労に関する相談に
応じます。同センターへの登録と求人
票の閲覧も可能（登録には保育士証
の登録番号、登録年月日が必要）。詳
細は市ホームページで確認するか問
い合わせを。d10月４日㈭、23日㈫午
前10時〜午後３時lハローワーク福
岡東（東区千早六丁目）i同センター
a711-6808f733-5718y無料e不要

福岡地区職業訓練協会の講習
　①エクセル初級講座②ワード初級
講座③商業簿記３級試験対策講習④
パソコン「フォトショップエレメンツ」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
福岡北九州高速道路公社正職員

（土木・事務）を募集
　【採用予定日】来年４月１日【募集案
内・申込書の配布】10月１日から同公
社本社（東区東浜二丁目）などで。ホ 
ームページにも掲載【申込期間】10月
17日（必着）まで。i同公社総務課a 

631-1991f631-3287

正社員就職応援フェア
　各区の就労相談窓口でキャリアコ
ンサルタントが面談の上、個人に合っ
たセミナー（面接対策、応募書類作
成、ビジネスマナー）を紹介し、仕事探
しをサポートします。詳細はホームペ 
ージで確認を。i市就労相談窓口a 

733-0717f711-1682t正社員就職を
希望する求職者y無料e電話で10月
18日までに同窓口へ。

市ホームレス自立支援実施計画
（第４次）案についての意見を募集
　【原案の閲覧･配布】10月１日から
生活自立支援課（市役所12階）、情報
公開室（同２階）、情報プラザ（同１階）、
各区情報コーナー、各出張所、博多区
保護第３課で。市ホームページにも掲
載【意見の提出】郵送かファクス、メー
ルで10月31日（消印有効）までに生活
自立支援課へ。各閲覧･配布場所へ
の持参も可。i同課a711-4553f711- 
4232

意見募集

色は５色から選べます。
サイズは１サイズのみ

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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星空観察会（スターウオッチング）
　天文台で、月や火星、秋の星座を観察
します。天候の影響による実施の有無に
ついては当日午後５時以降に問い合わ
せるかホームページで確認を。d10月
13日㈯午後７時〜８時半（入場は８時15
分まで）t自家用車などで直接来所で
きる人y無料e不要
せふりチャレンジクラブ〜我らせふり
のファイヤー隊〜
　火起こしやたき火で野外調理をしま
す。d11月10日㈯午前10時〜11日㈰午
後３時半（１泊２日）t小学４年〜中学生
c30人（抽選）y5,000円eはがきかファ
クス、メール（m mail-inquiry@sefuri.fuku 
oka-shizennoie.jp)に参加者全員の応募
事項と性別、保護者氏名と携帯電話番

号、同施設への来所方法（市役所発着の
送迎バスまたは自家用車）を書いて、10
月19日（必着）までに同施設へ。ホーム
ページでも受け付けます。

　※いずれも入園料別。
ウッドフェスタ
　チビッコ木工広場や作品展など。d10 
月８日（月・祝）午前10時〜午後４時y無料
e不要
秋のバラまつり
　ガーデンコンサート＜10月21日㈰午
前11時、午後２時半から＞やローズカ
フェ＜平日午後２時〜４時＞など。d10月
19日㈮〜11月４日㈰y入場無料e不要
秋のばら展
　栽培相談や
苗販売もあり
ます。d10月19 
日㈮〜21日㈰
y入場無料

園芸講座①秋の庭木の管理②カンラン
を育ててみよう
d11月①９日㈮②16日㈮いずれも午後
１時半〜３時半c①40人②30人（いずれ
も抽選）y①無料②2,000円e往復はが
きかファクスに応募事項とファクスの場
合はファクス番号も書いて10月１日〜①
10月26日②11月２日（いずれも必着）に
同園へ。ホームページでも受け付けま
す。
植物観察会〜ドングリ・紅葉〜
d11月10日㈯午後１時半〜３時半c50人 

（抽選）y無料e往復はがきかファクス
に応募事項とファクスの場合はファクス
番号も書いて10月１日〜27日（必着）に
同園へ。ホームページでも受け付けま
す。

11月の講座
y①〜④⑥〜⑬無料⑤100円e電話か
ファクス、来所で10月１日以降に同セン
ターへ。ホームページでも受け付け可。

内容・日時 定員
（先着）

①介護ベッドを正しく使おう　
１日㈭10：00〜 20人

②自分に合った車いす選びと介助　
３日（土・祝）11：00〜 15人

③エンディングノートから考える老
後の暮らし　７日㈬13：30〜 40人

④ベッドの上でらくらく移動　
８日㈭10：00〜 20人

⑤自助具製作教室「ポケット付きネッ
クカバー」　10日㈯13：00〜16：00 10人

ベジフルクッキング〜産地に教わるトマ
ト料理〜
　熊本県の特産物のトマトを使った料
理を作ります。青果物の販売（午前９時
〜正午）もあります。d10月20日㈯午前
10時半〜午後１時半t18歳以上c30人

（抽選）y1,000円eはがきかメール（m 

brand.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）で10月７
日（必着）までに
同施設へ（１人１
通）。９月25日以降
ホームページで
も受け付けます。
当選者のみ10月
９日に通知。

横尾忠則とアジア'89
　横尾忠則氏が描いた、1989年に市美
術館で開催した「アジア美術展」のポス
ター原画や当時の
図録、映像記録な
どを紹介します。
d開催中〜12月25
日㈫y一般200円、
高大生150円、中
学生以下無料

　※10月16日㈫は大規模修理のため休
館。17日㈬はプールのみ休み。
　※来年３月29日㈮まで実施中の教室

「Ｆトレ」は10月から月・木・金曜日に変更
します。
親子なかよしヨガ
d11月２日〜来年３月１日の金曜日午前
11時15分〜午後０時15分（11月23日、12
月28日、来年１月４日を除く連続講座）t

１歳半〜３歳児と保護者のペアc10組
（抽選）y１組１万500円eはがきかファ
クスで10月１日〜15日（必着）に同館へ。
来所、ホームページでも受け付けます。

10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、会場は南体育館（南区塩原二丁
目）。③の会場は舞鶴公園多聞櫓（たもんやぐら・中央区城内）。雨天中止（ホーム
ページに掲載）。y①〜④無料⑤200円e①〜④不要⑤電話で10月２日以降に同会
館へ。

10月からおはなし会が新しくなります
　０〜２歳児と保護者、幼児、小学生を
対象にした読み聞かせや紙芝居など。
10月から開催時間が変わります。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせ
を。c各50人（先着）y無料e不要
ペーパークイリング制作
　クリスマスの装飾などを作ります。d 

10月28日㈰午前10時半〜正午、午後１時
半〜３時t小学生以上c各10人（先着）
y300円e電話かファクス（f832-1588）、
メール（m yokatai@tbknet.co.jp）に応募
事項と希望時間を書いて10月１日以降
に同図書館へ。来所でも受け付け可。

　※いずれも無料。申し込みは電話で
10月１日以降に同センターへ。
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。d10
月28日㈰午前10時〜11時半、午後１時〜
２時半t１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）
家族で防災について考えよう〜地震・大
雨発生	あなたはどうする？〜
　同センター職員と一緒に、各家庭・地
域に合った対策を考えます。d10月28日
㈰午前11時半〜午後０時半t家族で参
加できる人c６組（先着）

⑥介護保険制度を知ろう　
14日㈬13：30〜 40人

⑦お互いの負担を軽くするリフト移
乗　15日㈭10：00〜 20人

⑧らくらく車いす移乗　17日㈯11：00〜 15人
⑨シニアエクササイズ　
19日㈪14：00〜 40人

⑩介護保険で使えるサービス　
21日㈬13：30〜 40人

⑪安全な入浴の工夫　22日㈭10：00〜 20人
⑫老後の暮らし方・住まい方 他　
28日㈬13：30〜 40人

⑬介護上手はコミュニケーション上
手　29日㈭14：00〜 40人

　※いずれも２時間（⑤を除く）。

　※申し込みは往復はがきかファクス
で同公園へ。ホームページでも可。
ファミリー・グループ釣り＆ＢＢＱ月間
　釣りとバーベキューを手ぶらで楽しめ
ます。d10月中の午後７時までの各２時
間（BBQは午前10時から午後５時まで）
t小学生以上の釣り台利用者６人以上y 
3,500円、中学生3,000円、小学生2,000円
e希望日の１週間前（必着）まで。
全員集合	秋の海釣り大会
d10月21日㈰午前６時〜10時t小学生以
上を含む２〜５人（小学生のみは不可）c80
人（抽選）y200円、小中学生100円（釣り台
利用料別）e10月12日（必着）まで。空きが
あれば当日も受け付け可（各100円増し）。

参加者を募集	①ハロウィンパレード②12月から始まるクラブ
　①10月27日㈯に行います。②絵画や写真など。締め切りは①10月14日②11月９日

（必着）。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。

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） 11／10㈯10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円

（食事付き）
②禁煙教室 11／10㈯10：00〜12：00 20人（先着） 1,000円
③30歳代のヘルシース
クール（個別健康相談） 11／11㈰、25㈰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） 11／17㈯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）

11／29〜12／20の木曜日（４
回）、来年３／21（木・祝）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。

内容 日時 対象・定員
①あいくるがやってくる（親子遊び） ３日㈬10：00〜12：00 ２歳以上の幼児
②アートムジカによる音楽鑑賞会 ８日（月・祝）15：00〜16：00 幼児〜高校生
③自然の中であそぼう（ドングリ拾いなど）10日㈬13：00〜15：00 乳幼児
④みんなであそぼう（ドッヂビー） 14日㈰13：30〜14：30 小中高生
⑤木育おもちゃのひろば 26日㈮10：00〜12：00 乳幼児、20組（先着）
　※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。

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

市民防災センター
〒814-0001 早良区百道浜１-３-３
a８４７-５９９０	f８４７-５９７０
o午前９時半〜午後５時（入館は午後
４時半まで）x月曜、毎月最終火曜

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）

海づり公園
〒819-0203 西区小田池ノ浦地先
a809-2666	f809-2669
o午前６時〜午後８時
x火曜（祝休日のときは翌平日）

ベジフルスタジアム
〒813-0019 東区みなと香椎３-１-１-201
a683-5323（午前８時〜午後４時半）
f683-5328
x日祝日、水曜（不定）

アジア美術館
〒812-0027 博多区下川端町３-１
リバレインセンタービル７・８階
a263-1100	f263-1105
o午前10時〜午後８時（入場は午後７時
半まで） x水曜（祝休日のときは翌平日）

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

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）

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）

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

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

昨年の福岡バラ会の作品 講師は、うき協連の生産者

横尾忠則（日本）「第３ 
回アジア美術展」
1989年、福岡市美術
館所蔵 ▼

火起こし体験
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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


