
福北連携コーナー
小倉イルミネーション点灯式「大乾杯大会」

　3,000人の乾杯でイルミネーションを一斉点灯します。漫画『孤独のグルメ』
の原作者・久住昌之氏が率いるバンド「QUSDAMA（クスダマ）」の演奏もあり。荒
天中止（当日正午以降にホームページに掲載）。d11月２日㈮午後６時半〜７時
半 ※イルミネーションは来年１月14日（月・祝）まで午後５時〜10時に点灯l紫川
水上ステージ周辺（北九州市小倉北区船場町 紫江'S前）i小倉イルミネーショ
ン実行委員会a093-541-0191f093-541-0193t20歳以上y1,000円（飲み物、お
つまみ付き）e小倉井筒屋本店プレイガイド（北九州市小倉北区船場町）でチ
ケットを販売。当日券もあり。

松風園　草月流・世代を超えて輝くいけばな

　展示の他、期間中に次の関連イベントも行います。①「公開いけこみ」②「親子
いけばなデモンストレーション」③「いけばな体験レッスン」①②は観覧自由、③
は定員10人（先着）。d ▽展示＝11月２日㈮〜４日㈰午前９時〜午後５時 ▽イベン
ト＝①２日㈮午前９時〜午後５時の間で複数回実施②３日（土・祝）午後２時〜３時半
③４日㈰午前10時〜正午、午後２時〜４時（③の受け付けは各１時間前から）li

同園（中央区平尾三丁目）a・f524-8264y無料（入園料別）e不要

催 し

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/

10/

20
●土

3市美術館　つきなみ講座『雲
うんちゅうあんちゃかいき

中庵茶会記』にみる茶人・
松永安左エ門

d午後３時〜４時（受け付けは２時半から）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市美術館学芸課
a714-6054f714-6145c50人（先着）y無料e不要

10/

20
●土

3市民講座「鴻
こうろかん

臚館学」入門　「鴻臚館での国際交流〜入
唐僧円珍に送られた手紙と詩〜」

　市博物館の学芸員が話します。d午後１時半〜３時l中央市民セン
ター（中央区赤坂二丁目）i史跡整備活用課a711-4784f733-5537c

70人（抽選）y無料eはがき（〒810-8620住所不要）かファクス、メール
（m shiseki.EPB@city.fukuoka.lg.jp）で10月15日〜19日（必着）に同課へ。

10/

21
●日

2健康21世紀福岡県大会

　健康づくりや生活習慣病予防の相談コーナーなど。柔道家・野村忠
宏氏のトークショー（午後１時半から）などもあり。d午前10時〜午後５
時l天神スカイホール（中央区天神一丁目 西日本新聞会館16階）i

健康増進課a711-4374f733-5535y無料e不要

10/

21
●日

3今津運動公園　カラーサンドアレンジ

　水だけで育つ植物と色付きの砂をガラスの器に入れて作ります。持
ち帰り可。d午後１時半〜３時li同公園（西区今津）a807-6625f807- 
6627t小学生以上c20人（先着）y700円e電話で10月15日以降に同
公園へ。

10/

21
●日

2共に生きようプロジェクト「B
ボ ゥ ス

oth L
リ ブ

ive T
ト ゥ ギ ャ ザ ー

ogether」

　猫の写真展や猫との関わり方を学ぶセミナー（午前10時、11時、午
後１時、２時、３時、４時から各50分）など。猫に関する悩み相談会も実
施。 ※ふくおかどうぶつ相談室で毎月第３日曜日に実施している犬猫
よろず相談は10月は中止d午前10時〜午後５時lエルガーラ・パサー
ジュ広場。セミナーはエルガーラ７階多目的ホール（中央区天神一丁
目）i県獣医師会a751-4749f751-4751cなし。セミナーは各回50人

（先着）y入場無料e不要。セミナーは当日各10分前から受け付けま
す。

10/

22
●月
他

2木づかい推進月間展示イベント

　市内の事業者が作った木工品を展示。アンケートに回答すると各日
20人（先着）に粗品進呈。d10月22日㈪〜26日㈮午前11時〜午後２時
半l市役所１階多目的スペースi森林・林政課a711-4846f733-5583 
y無料

10/

23
●火

2 "共創"自治協議会サミット

　校区で地域活動をしている団体や地域貢献活動をしている企業な
どの取り組みの発表など。d午後１時半〜４時（開場は１時）lなみき
ホール（東区千早四丁目 なみきスクエア内）iコミュニティ推進課a

733-5161f733-5595c650人（先着）y無料e不要

10/

26
●金

3南障がい者フレンドホーム　秋のスノードーム作り

　誰でも参加可能（未就学児は保護者同伴）。d午前10時〜正午li

同ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856c16人（抽選）y

500円程度e電話かファクス、来所で10月20日までに同ホームへ。

10/

27
●土

2板付弥生のムラ　秋祭り

　稲刈り、脱穀といった農作業の他、火おこしや竪穴住居での生活体
験など。荒天中止。d午前10時半〜午後１時l「板付弥生のムラ」板付
遺跡弥生館（博多区板付三丁目）i史跡整備活用課a711-4783f733-
5537y無料e不要

10/

27
●土

2こども病院フェスタ

　医師や薬剤師、看護師の仕事体験やドクターカー（救急車）の試乗
など。d正午〜午後５時（受け付けは４時まで）l市立こども病院（東
区香椎照葉五丁目）i同病院経営企画課a692-3732f682-7300tブ 
ースにより異なるy無料e不要

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。
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電話以外で申し込む場合は次の 応募事項 を書いてください。
● 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。

●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月後半の日曜日）
10月21日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27） a632-3333
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１） a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28） a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５） a831-6031
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36） a861-2780
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12） a883-2525

10月28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
原三信病院（博多区大博町１-８） a291-3434
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35） a821-4731
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45） a832-1100
白十字病院（西区石丸三丁目２-１） a891-2511

a＃7119



介護実習普及センター　
展示「高齢者のための生活お役立ちグッズ」

　入れ歯磨きが簡単にできるブラシ、ひも靴の脱ぎ履きがしやすいマグネット
式ワンタッチ靴ひもなどを紹介。d開催中〜10月31日㈬午前10時〜午後６時（16
日は休館）li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y無料

催 し

あすみん　ＮＰＯマネジメント講座

　人材育成や労務管理、資金集めなどについて学びます。詳細はホームページ
で確認を。d11月８日、22日、12月６日、20日、来年１月10日、24日午後７時〜９時

（連続講座。いずれも木曜日。希望日のみの受講も可）liあすみん（中央区今
泉一丁目）a724-4801f724-4901tNPO、ボランティア団体に所属している人
c30人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m info@fnvc.jp）、来所で10月15
日以降に同施設へ。

講座・教室

市民体育館　シルバー体操

　ストレッチやトレーニングなど。d10月19日〜来年３月26日の ▽火曜日＝午後３
時〜４時 ▽金曜日＝午前10時〜11時（11月23日、12月28日、来年１月１日、４日を除
く。希望日のみの参加可）li同体育館（博多区東公園）a641-9135f641-9139 
t65歳以上c各20人（抽選）y１回300円e当日午前９時〜９時45分に受け付け。

催 し

10/

27
●土

2東平尾公園　博多の森を楽しむ会「キノコ観察会」

d午前10時〜午後０時半li博多の森球技場（博多区東平尾公園二
丁目）a611-1515f611-8988t小学生以上（小学生は保護者同伴）c

20人（先着）y100円e電話かファクス、メール（m rikujyo.hakatanomo
ri@midorimachi.jp）、来所で10月15日以降に同競技場へ。

10/

27
●土
他

2雁の巣レクリエーションセンター　ガンレクフェスタ

　野球、サッカー、テニスなどスポーツの体験の他、飲食コーナー、ス
テージイベントなど。d10月27日㈯、28日㈰午前10時〜午後４時li

同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057y入場無料e不要

10/

28
●日

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。

10/

28
●日

2どうぶつ愛護フェスティバル in ふくおか

　長寿犬猫の表彰式、家庭犬のしつけ方講習の他、保護犬
猫の新しい飼い主募集など。l舞鶴公園西広場（中央区城
内）i生活衛生課a711-4273f733-5588y無料e不要

10/

28
●日
他

2楽水園　①みどりの感謝デーと夜間開園②健康づくり
秋まちウオーキング

①入園料が無料になります。花苗の配布（先着100人）もあり。午後５
時からは灯籠に明かりがともされます。②ガイドの案内で、博多、中
洲、天神を巡ります。詳細は問い合わせるかホームページで確認を。
d①10月28日㈰午前９時〜午後８時②11月９日㈮午前９時半〜11時45
分li①同園（博多区住吉二丁目）②集合・解散は同園a・f262-6665 
c①なし②15人（先着）y①無料②500円e①不要②電話かファクス
で10月15日以降に同園へ。

11/

1
●木
他

2博多ガイドの会 ①おいしい秋のまち歩き〜着物de楽水
園〜②【祝 重要文化財指定】学んで・触って まち歩き

　①着物姿で、住吉神社や東林寺、楽水園（いずれも博多区）などを散
策します。抹茶・干菓子付き。洋服での参加も可。②アジア美術館で開
催中の「掘り出された古（いにしえ）の博多展」を解説付きで見学した
後、土居通りのまち歩きや博多遺跡群の一部である旧冷泉小学校発
掘調査現場の見学など。喫茶サービス付き。詳細は問い合わせを。d

11月①１日㈭、４日㈰、５日㈪午後１時半〜３時半②６日㈫、９日㈮午後１
時半〜３時半l集合は①JR博多駅博多口②リバレインセンタービル１
階エレベーター前（博多区下川端町）i博多区企画振興課a419-1012
f434-0053t①高校生以上②不問c①各10人②各20人（いずれも先
着）y①1,000円 ※着物レンタル・着付けが可能（別途2,000円）②1,000
円e電話で10月15日午前９時以降に同課へ。

11/

2
●金

3うつ病家族教室「復職支援・家族の対応について」

　講師は不知火（しらぬい）クリニックの臨床心理士・日髙崇博氏。家族
交流会もあり。d午後１時半〜３時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）
i精神保健福祉センターa737-8825f737-8827tうつ病の人の家族c

30人（先着）y無料e電話か来所で10月16日以降に同センターへ。

11/

2
●金

2市福祉のまちづくり推進大会

　福祉功労者表彰と講談師の神田織音氏による講演「家族の絆、地域
の絆〜講談でよくわかる成年後見制度と介護のお話し〜」。d午後１
時〜４時（開場は０時半）l市民会館（中央区天神五丁目）i同大会事
務局a720-5356f751-1524c1,800人（先着）y無料e不要

11/

3
●●土・祝

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10月15日以降に同ゴルフ
場へ。

11/

3
●●土・祝

3親子 食と農の体験教室「みそ作り体験と料理教室」

　豚汁作りや市内産の新米の食べ比べもあり。d午前９時半〜午後１
時半l集合・解散はJA壱岐支店（西区福重二丁目）i政策企画課a

711-4841f733-5583t小学３〜６年生と保護者（市内に住むか通勤す
る人）c10組（抽選）y１組（２人）1,500円 ※３人以上での参加は大人１人
1,000円、子ども１人500円を追加eはがき（〒810-8620住所不要）かファ
クス、メール（m seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全
員の応募事項を書いて10月22日（必着）までに同課へ。

11/

3
●●土・祝

3西部運動公園　紙飛行機教室

　講師と一緒に作って、滞空時間を競います。d午前10時〜正午li

同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549t５歳以上の子どもと保護
者のペアc30組（先着）y無料e電話か来所で10月15日以降に同公
園へ。

11/

3
●●土・祝

2国史跡吉武高木遺跡「やよいの風公園」　
コスモスまつり

　約15万本のコスモスが咲く園内で勾玉（まがたま）作りや遺跡スケッ
チ、地域産品の販売、抽選会などを行います。荒天中止。d午前10時〜
午後２時l同公園（西区吉武）i史跡整備活用課a711-4783f733-5537
y入場無料e不要

11/

3
●●土・祝

2地下鉄ウオーキング with 博多旧市街ライトアップウォー
ク

　本紙４面掲載のイベント「博多旧市街ライトアップウォーク」の開催
地を巡りながら、約3.4kmを歩きます。参加者には、同イベント当日券
を500円引きで購入できるなどの特典あり。詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。d午後５時〜９時（スタートは７時まで）lス
タートは地下鉄祇園駅、ゴールは櫛田神社（博多区上川端町）i地下
鉄お客様サービスセンターa734-7800f734-7801y無料e不要

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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16242
テキストボックス
時間を午前10時半～午後３時半に訂正します



西区歴史よかとこ案内人の史跡案内イベント

i西区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128y300円（②はバス代別）e

はがき（〒819-0013西区愛宕浜１-16-６）にメール（m nishikuyokatoko@gmail.com）
に応募事項と希望日を書いて希望日の４日前（必着）までに同事務局へ。

内容 日時 集合 解散

①史跡探訪ウオーキング
（17日は寿福寺、誓願寺な
ど。18日は興徳寺、旧唐津
街道など）

11／17㈯
9:30〜14:30

ＪＲ九大学研都市
駅前

昭和バス日赤入
口バス停

11／18㈰
9:30〜15:00

地下鉄姪浜駅南
口

姪浜住吉神社（西
区姪の浜三丁目）

②旧三瀬街道トレッキング
（南金武〜飯場峠〜内野公
民館曲渕分館）

11／23（金・祝）
9:30〜15:30

西鉄バス姪浜駅
南口バス停また
は橋本駅バス停

西鉄バス曲渕バ
ス停

催 し

埋蔵文化財センター　①考古学講座「動物埴
は に わ

輪が伝える古
代の儀礼」②掘り出された古

いにしえ
の博多展

　①講師は昭和女子大学人間文化学部の小泉玲子教授。②博多遺跡群の出土
品を展示。10月21日㈰は出土品に触れることもできるギャラリートークを行います

（午前10時半、午後２時から。各30分）。d①10月20日㈯午後１時半〜３時半（開場
は０時半）②10月21日㈰〜11月11日㈰午前10時〜午後８時（最終日の展示は午後
５時まで。入場は30分前まで。水曜休館）l①同センター（博多区井相田二丁目）
②アジア美術館交流ギャラリー（博多区下川端町 リバレインセンタービル８階）
i同センターa571-2921f571-2825c①200人（先着）②なしy無料e不要

催 し

11/

3
●●土・祝
他

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　落葉堆肥の作り方を学びます。①ソラマメ、グリーンピース等の種
まき②タマネギ（早生）の植え付け、長芋の収穫も行います。d11月①
３日（土・祝）午後１時半〜３時②15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a405-5217f 

405-5951t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。

11/

4
●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

11/

4
●日

2青葉公園音楽祭

　アマチュアバンドの演奏会。雨天の場合は隣接する青葉小学校体育
館で実施。d午後１時〜５時li同公園（東区青葉四丁目）a・f691- 
5725y無料e不要

11/

6
●火

3ふくおかどうぶつ相談室　室内犬との暮らし方セミナー

　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市内に住む室内犬の飼い主、これから飼う予
定の人c20人（先着）y無料e電話で10月15日午前８時半以降に同相
談室へ。

11/

6
●火
他

3城南障がい者フレンドホーム　工芸教室

　籠などで一閑張り（いっかんばり）を行います。d11月６日㈫、20日㈫、12
月４日㈫午後１時半〜３時半（連続講座）li同ホーム（城南区南片江二
丁目）a861-1180f861-1123t市内に住む障がいのある人c５人（先着）
y100円程度e電話かファクス、来所で10月16日以降に同ホームへ。

11/

8
●木

4東区難病講演会
「潰瘍性大腸炎〜病気と食事について〜」

　講師は福岡大学筑紫病院消化器内科医師の髙津典孝氏と管理栄
養士の花田輝代氏。d午後２時〜４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a645-1078f651-3844t患者や家族c50 
人（先着）y無料e電話かファクスで10月15日以降に同課へ。

11/

8
●木

4福岡ユネスコ・アジア文化講演会
「アオザイ〜その伝統的価値と現代生活への影響力〜」

　講師は福岡アジア文化賞受賞者でベトナムのファッションデザイナ 
ーのミン・ハン氏。通訳あり。d午後７時〜９時l電気ビル共創館（中央
区渡辺通二丁目）i福岡ユネスコ協会a715-8768f733-1291c130人

（先着）y一般1,200円（前売り1,000円）。学生・留学生500円eファクス
かメール（m fuunesco2014@gmail.com）に「アオザイ」と代表者の応募
事項、参加者全員の氏名、一般・学生・留学生の別、メールアドレスか
ファクス番号も書いて同協会へ。空きがあれば当日も受け付けます。

11/

9
●金

4ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）防止講演会「DVのし
くみを理解するために〜加害・被害と子どもへの影響〜」

　講師は原宿カウンセリングセンター所長の信田さよ子氏。d午後２
時〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）iこども家庭課a711-4238 
f733-5534t市内に住むか通勤・通学する人c150人（先着）y無料n

６カ月〜就学前（無料。先着順。10月22日までに要予約）e電話かファ
クス、メール（m kodomokatei@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と団体に
所属する場合は団体名を書いて同課へ。

11/

10
●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の町家５軒をガイドと一緒に巡ります。集合は
地下鉄箱崎九大前駅。d午後２時〜４時半i国登録有形文化財「箱嶋家
住宅」a090-5043-2107f651-1062c30人（先着）y1,000円e電話かファ 
クスで10月15日以降に問い合わせ先へ。

11/

10
●土

2路線バスにのって農体験 in かなたけの里公園

　イモ（サツマイモかサトイモ。生育状況で決定）の収穫体験をします
（持ち帰り可）。集合・解散は地下鉄橋本駅。d午前10時10分〜午後０時
40分i交通計画課a711-4393f733-5590t小学生と保護者c15組（抽
選。１組３人まで）yバス代実費（大人500円、小学生260円）eはがき（〒 
810-8620住所不要）かメール（m 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10月31日（必着）まで
に同課へ。当選者のみ通知。

11/

10
●土

2海っ子山っ子スクール体験学校

　同スクールは自然に恵まれた環境にある小規模校に特別転入学で
きる制度です。対象校で１日体験学校を開催します。d午前10時20分
〜午後０時20分l勝馬小学校（東区勝馬）i教育支援課a711-4636f 

733-5780t来年度転入学を希望する新１年生、新２年生と保護者c各
10組（抽選）y無料e電話かファクス、メール（m kyoikushien.BES@
city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と保護者氏名、来年度の学年を書いて
10月23日までに同課へ。

11/

10
●土

2水源の森・秋の植物観察会

　水源かん養林の働きを学んだ後、曲渕水源かん養林（早良区）で、
専門家の解説を聞きながら秋の植物を観察します。歩く距離・時間は
約３km（３時間）。集合・解散は市水道局（博多区博多駅前一丁目）。d

午前８時半〜午後４時半i流域連携課a483-3195f483-3252t市内
に住むか通勤・通学する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 ryuiki.WB@
city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と緊急時の連絡先を書いて10月26日

（必着）までに同課へ。

催し

●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
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アクロス福岡

　いずれも未就学児は入場不可。①②および③の１階は全席指定、③の２・３階
は全席自由。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。ロー
ソンチケット（③の取り扱いはなし）、チケットぴあでも販売。

公演名・内容 日時 費用
①アクロス・ランチタイムコンサート 
スペシャル版 IL DEVU（イル・デーブ）

11／７㈬
12：00〜 1,000円

②VOCAL LEGEND（ボーカル・レジェンド）
フランコ・ファジョーリ＆ベニス・バロッ
ク・オーケストラ

11／20㈫
19：00〜

Ｓ席8,000円、Ａ席6,000円
（学生券3,000円）

③西日本オペラ協会コンセル・ピエ 
ール公演 オペラ「ヘンゼルとグレーテ
ル」　全３幕。ドイツ語上演・日本語字
幕付き。

11／23（金・祝）
15：00〜

▽１階＝6,000円 ▽２・３階
＝一般4,000円、学生（中
学生以上）3,000円、小学
生2,000円 ※当日は各500
円増し

催 し

11/

11
●日

2総合図書館　
親子でまわし読み新聞（壁新聞を作ってみよう）

　グループに分かれて、気になる記事を新聞から切り抜き、模造紙に
貼ってオリジナルの壁新聞を作ります。できあがった壁新聞は同図書
館に掲示します。d午前10時半〜正午li同図書館（早良区百道浜三
丁目）a852-0600f832-1588t親子c10組20人（先着）y無料e電話
かファクス、メール（m yokatai@tbknet.co.jp）に代表者の応募事項と
参加人数を書いて10月15日以降に同図書館へ。来所でも受け付けま
す。

11/

11
●日

2親子でなぞとき 福岡城〜秋のお城はひみつがいっぱ
い？〜

　親子で城内を散策しながら福岡城にまつわるクイズを解きます。多
聞櫓（たもんやぐら）内の見学もあり。d午前10時〜午後０時半li福
岡城むかし探訪館（中央区城内）a732-4801f732-4802t小学生と保
護者c20組（先着。保護者１人につき子ども２人まで）y無料e電話か
ファクスで10月18日以降に同館へ。

11/

12
●月
他

2大相撲九州場所「こども観戦招待」

　同場所へ無料招待します。詳細は市ホームページで確認を。 ※招
待券の転売・譲渡は禁止。d11月12日㈪〜16日㈮l福岡国際センター

（博多区築港本町）iスポーツ事業課a711-4657f733-5595t５歳〜
中学生と引率者（引率者のみでの申し込みは不可）c250人（抽選）e

ファクスかメール（m sumou.kansen@city.fukuoka.lg.jp）に応募者全員
の応募事項と日中に連絡が取れる電話番号、希望日を書いて10月22
日までに同課へ。

11/

13
●火

2ボランティアのつどい

　ボランティアグループによるオーケストラ演奏や人形劇などの実
演の他、ボランティアとの交流相談など。d午後１時〜３時半（受け付
けは０時半から）l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）iシニアフ
レンズ福岡ボランティア協議会・安永a090-5482-0593f863-8752c30
人（先着）y無料e不要

11/

13
●火
他

3東障がい者フレンドホーム　パソコン教室（年賀状作成）

d①11月13日㈫、20日㈫②12月１日㈯、８日㈯午前10時半〜正午（各２
回の連続講座。①②の内容は同じ）li同ホーム（東区松島三丁目）
a621-8840f621-8863t市内に住む障がいのあるパソコン初心者c

各５人（抽選）y無料e電話かファクス、メール（m higashi.f02@c-fuku
shin.jp）、来所で10月15日〜25日に同ホームへ。

11/

14
●水

2土木学会西部支部による「土木の日 現場見学会」

　小石原川ダム（朝倉市）の建設工事と福岡空港国際線（博多区青
木）の工事をバスで見学します。d午前８時20分〜午後４時半l集合・
解散はＪＲ博多駅筑紫口i同支部a717-6031f717-6032c60人（抽選）
y無料e往復はがき（〒810-0041中央区大名２-４-12 CTI福岡ビル１階）
に参加者全員の応募事項と携帯電話番号、緊急時の連絡電話番号を
書いて10月29日（必着）までに同支部へ。

11/

14
●水

4博多区難病講演会「A
ア ン カ

NCA関連血管炎について」

　顕微鏡的多発血管炎などについて、九州大学病院免疫・膠原（こう
げん）病・感染症内科医師の有信洋二郎氏が講演します。d午後３時〜
４時半l博多区保健福祉センター（博多区博多駅前二丁目）i博多区
健康課a419-1091f441-0057t患者や家族などc60人（先着）y無料
e電話かファクスで同課へ。

11/

14
●水
他

2福岡・博多"深"発見まち歩き ①博多ウォーターフロント
まち歩き②高宮・野間のぶらぶら今昔物語

　①櫛田神社浜宮（博多区）等②野間八幡宮（南区）等の歴史ある街
並みを巡ります。d11月①14日㈬午前10時〜午後０時半②17日㈯午後
２時〜４時半l集合は①福岡国際センターバス停前（博多区築港本
町）②西鉄高宮駅前i福岡観光コンベンションビューローa733-5050 
f733-5055c各20人（先着）y①700円②600円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参加希
望日、代表者名を書いて10月17日午前10時以降に問い合わせ先へ。

11/

14
●水
他

3骨
こつそしょうしょう

粗鬆症予防のこつ（骨） 料理教室

　カルシウム摂取のこつを学び、調理実習をします。 ※２日とも内容
は同じ。d11月14日㈬、28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。28日のみ）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31日（必着）までに同課

（〒810-8620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。

11/

16
●金

4南区難病講演会「重症筋無力症について」

　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〜
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a 

559-5116f541-9914t患者と家族c60人（先着）y無料e電話かファ
クスで10月18日以降に同課へ。

11/

17
●土

3もーもーらんど油山牧場　ミルクせっけん教室

　牛乳入りのせっけんと、植物のオイルを使った万能クリーム、入浴剤を
作ります。d午前10時半〜正午li同牧場（南区柏原）a865-7020f 

865-7040t小学生以上（小学生は保護者同伴）c30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10月27日（必着）までに同牧場へ。ホームページでも受け付けます。

11/

17
●土

2在宅心身障がい児親子レクリエーション

　バスで大分県日田市豆田町を散策した後、朝倉市でフルーツ狩りを
します。詳細は問い合わせを。d午前９時〜午後４時l集合・解散は市
役所南側議会棟玄関もしくは東・南・早良・西区役所駐車場i福岡市
手をつなぐ育成会a713-1480f715-3561t市内に住む在宅心身障が
い児と保護者のペア（きょうだい児は事前に相談を）c100組（先着）
y無料eファクスかメール（m oyakoreku@fiku.jp）、来所（中央区荒戸
三丁目）で10月20日以降に同会へ。

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

催し 講座
教室
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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 

831-0669f831-0670c①20人②③25人（いずれも先着）y無料e電話かメール
（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で10月16日午前10時以降に同施設へ。 
※施設改修のため、11月19日㈪〜来年２月末は休館します。

内容・日時 対象
①ラボで体験「タンパク質の不思議〜カッテージチーズを作ろ
う〜」　11／４㈰10:30〜11:00 小学１〜３年生

②みんなでチャレンジ「野菜で実験 ナスの皮でｐＨを調べよう」　
11／11㈰13:30〜14:00 ー

③理科応援教室「天気によって色が変わる天気予報紙を作ろ
う」　11／17㈯10:30〜12:00 小学４〜６年生

講座・教室

道路に面するブロック塀等の除却
費補助制度を拡充しました

　補助額は15万円を上限とし、除却す
る長さに5,000円を乗じた額と除却費
用の２分の１のどちらか低い額となり
ます。除却工事の着手前に相談を。i

建築物安全推進課a711-4580f733- 
5584

浜崎今津漁港小型船舶係留施設
の空きバース利用者を募集

　詳細は募集要項で確認を。【対象船
種】船舶の長さが①6.11ｍ〜7.92ｍ②
6.1ｍ以下のプレジャーボート、釣り船
など（ヨットを除く） ※船舶検査証書
が必要【募集数】各１隻（抽選）【利用
開始】12月以降【募集要項の配布】10
月15日から情報プラザ（市役所１階）
で。市ホームページにも掲載【申し込
み】往復はがきで11月14日（消印有効）
までに漁港課へ。i同課a711-4372f 

733-5557

お知らせ

11/

17
●土

2外国人学生歓迎交流会　
〜レクリエーションで交流しよう〜

d午前10時〜午後２時l冷泉公園（博多区上川端町）i福岡外国人
学生支援の会（福岡よかトピア国際交流財団内）a262-1799f262-2700 
t福岡都市圏に住む日本人c150人（先着）y無料e電話かファクス、メ 
ール（m kangei-af@rainbowfia.or.jp)、来所（博多区店屋町 市国際会館）
で10月15日以降に同会へ。

11/

17
●土
他

3障がい者レクリエーション ボッチャ教室

　「ボッチャ」は、球を投げて的に近づける競技です。d11月17日㈯、12
月８日㈯、来年１月19日㈯午前10時〜正午。２月10日㈰はさん・さんプ
ラザ（南区清水一丁目）で開かれる大会に参加l同プラザi市障がい
者スポーツ協会a781-0561f781-0565t市内に住む障がいのある小
学５年生以上c20人（抽選）y500円（大会費用別）e10月15日からホー
ムページに掲載、または同協会（中央区荒戸三丁目）、情報プラザ（市
役所１階）、さん・さんプラザで配布する申込書を郵送かファクス、メー
ルで10月18日〜11月１日（消印有効）に同協会へ。ファクス、メールの
場合は送信後に電話確認が必要。

11/

19
●月

3緑のコーディネーターによる体験講座
「クリスマスリース」

d午後２時〜４時l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）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10月24日

（必着）までに同課へ。ホームページでも受け付けます。

11/

21
●水

4城南区難病講演会「悪性関節リウマチについて〜病気
の理解と治療・日常生活の過ごし方〜」

　講師は九州医療センター膠原（こうげん）病内科医長の末松栄一
氏。d午後２時〜４時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 
ファクスで同課へ。

11/

22
●木

4中央区難病講演会「パーキンソン病について〜病気の
理解と最近の話題〜」

　講師は村上華林堂病院神経内科の菊池仁志氏。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a761-7340f734-1690 
c50人（先着）y無料e電話かファクスで10月15日以降に同課へ。

11/

24
●土
他

2アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　
①バードウオッチング②クリスマスリースを作ろう

　①は希望者に双眼鏡の貸し出しあり（無料）。d①11月24日㈯午前
10時〜正午②12月１日㈯午後１時半〜３時半li同公園（東区香椎照
葉四丁目）a661-5980f661-8020t①不問（小学３年生以下は保護者
同伴）②小学４年生以上c各20人（先着）y①無料②1,000円（いずれ
も入館料別）e電話で①10月24日②11月１日以降に同公園へ。

11/

24
●土
他

3高齢者パソコン教室（初心者向け）

　ワードを使って、案内状やカレンダーなどを作ります。d11月24日㈯
〜27日㈫午前９時半〜正午、午後１時半〜４時（連続講座）liアドバン

（博多区博多駅前二丁目 福岡朝日ビル）a0120-957-255f481-3061 
t市内に住む60歳以上（過去受講者を除く）c20人（抽選）y2,376円
e電話で11月16日までに問い合わせ先へ。

11/

25
●日

3お花の学校 北崎キャンパス 天神分校

　西区北崎産の生花を使ったフラワーアレンジメント教室。d午前10
時、11時、午後１時、２時から各１時間程度l市役所西側ふれあい広場

（博多じょうもんさん天神市場会場内）i同学校実行委員会（政策企
画課内）a711-4841f733-5583t市内に住む人c各10人（先着）y1,000 
円eファクスかメール（m seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に
応募事項と希望時間を書いて10月15日〜11月15日に同課へ。

11/

25
●日

2水郷ひたの森づくり

　大分県日田市の市有林での植樹活動や日田市豆田町の散策を行
います。昼食付き。d午前８時半〜午後４時15分l集合・解散は福岡市
役所i福岡都市圏広域行政事業組合事務局a733-5004f733-5005t

福岡都市圏に住む人（小学生以下は保護者同伴）c80人（抽選）y無
料eはがき（〒810-8620住所不要）かファクス、メール（m fvgv9840@
mb.infoweb.ne.jp）に参加者全員の応募事項と緊急連絡先を書いて11
月９日（必着）までに同事務局へ。当選者のみ11月15日までに通知。

11/

28
●水

2障がい者パークゴルフ大会

d午後０時45分〜３時l月隈パークゴルフ場（博多区月隈三丁目）i市
障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t市内に住む18歳以上
の身体に障がいのある人のチーム（１チーム４人）c10チーム（抽選）y１
チーム2,000円e10月15日からホームページに掲載、または同協会（中
央区荒戸三丁目）、情報プラザ（市役所１階）、さん・さんプラザ（南区清
水一丁目）で配布する申込書をファクスか郵送で10月18日〜11月１日

（消印有効）に同協会へ。ファクスの場合は送信後に電話確認が必要。

12/

8
●土
他

2プロジェクト大山 新作ダンス公演
「すばらしき あいまいな世界」

　NHK Eテレ「みいつけた！」にダツイージョ役で出演中の古家優里
のグループによるダンス公演。３歳未満は入場不可。d12月８日㈯午
後４時〜５時、９日㈰午後２時〜３時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180人（先着）y一般3,000円、学生2,000円、３歳〜小学生1,000円、親
子ペア券3,500円（大人1人と３歳〜小学生１人） ※当日券は一般のみ
3,500円eチケットぴあ、ローソンチケットなどで10月９日午前10時から
販売。

●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

情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年10月15日 10お知
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漁業センサスを実施します

　漁業の生産・就業構造、漁村や水産
物の流通・加工業の実態を５年ごとに
把握する調査です。調査員証を携行し
た調査員が漁業者や水産関係者を訪
問しますので、協力をお願いします。i

統計調査課a711-4081f711-4934

大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】来年１月４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

（仮称）香椎照葉５丁目
計画（東区香椎照葉五
丁目）

新設 ８月８日

（仮称）マックスバリュ
エクスプレス千早駅前
店（東区千早四丁目）

新設８月10日

平成31年度私立幼稚園および認定こ
ども園（教育機能部分）の園児を募集

　市内の私立幼稚園および認定こど
も園では11月１日㈭から入園願書の
受け付けを開始します。入園案内と願
書は各幼稚園・認定こども園で配布
中。詳細は問い合わせを。i各私立幼
稚園、認定こども園

不動産を公売します
　市税滞納処分で差し押さえた不動
産を入札により公売します。詳細は市
ホームページか、各区納税課で配布
する公売広報で確認を。【入札】10月
25日㈭〜11月１日㈭に納税企画課（市
役所10階）で。郵送の場合は必着。【開
札】11月15日㈭午前10時に市役所10
階1002会議室で。i同課a711-4206f 

733-5598
公売財産 所在地 地積（床面積）地目

①土地
･家屋

南区野多目
六丁目

532平方㍍
（ 2 4 0 . 9 6
平方㍍）

雑種
地

②マン
ション

博多区祇園
町

（30 .87 平
方㍍） ー

③マン
ション

博多区祇園
町

（12 .35 平
方㍍） ー

④マン
ション

博多区祇園
町

（12 .35 平
方㍍） ー

⑤土地
東京都台東
区下谷一丁
目

27.63平方
㍍ 宅地

　※公売執行機関は財政局特別滞納
整理課。
筑前海区漁業調整委員会委員の
選挙人名簿の縦覧

　次の要件に該当する選挙人名簿を
見ることができます。【要件】今年９月
１日現在、本市（城南区を除く）に住所

か事業場がある漁業関係者（平成12
年12月６日以前に生まれた人に限る）
か法人で、次の①か②に該当するこ
と。①１年に90日以上、漁船を使った
漁業を営んでいる②前記①のために
１年に90日以上、漁船を使った水産動
植物の採取・捕獲や養殖に従事して
いる。【縦覧期間】10月20日㈯〜11月
３日（土･祝）午前８時半〜午後５時【問い
合わせ・申請先】住所地か事業場所在
地の区選挙管理委員会（各区役所内）
介護保険料の年金天引き額が変
わります

　65歳以上の介護保険の被保険者で
年金から保険料を特別徴収（天引き）
されている人は、10月期以降の引き
去り額が変更されます。詳しくは、７月
に送付した「平成30年度介護保険料
特別徴収通知書」で確認を。i各区福
祉・介護保険課
環境フェスティバルで資源物を回
収します

　10月20日㈯、21日㈰に市役所西側
ふれあい広場で開催される環境フェ
スティバルの資源循環推進課のブー
スで、雑がみ（お菓子の箱やチラシな
どの古紙）や古着（下着は除く）、小型
家電（携帯電話など）を回収します。持
ち込んだ人には、エコふろしきなどを
進呈。【回収時間】午前10時〜午後４
時i同課a711-4039f733-5907

沖縄地域戦没者追悼事業の参加
者を募集

　詳細は問い合わせを。申込期限は
11月22日まで。d来年１月17日㈭〜18
日㈮（１泊２日）l福岡の慰霊の塔（沖
縄県糸満市）i県遺族連合会事務局
a761-0012f781-2056t県内に住む、
沖縄地域での本県出身の戦没者・一
般戦災死没者の配偶者・父母・子・兄
弟姉妹・孫・おい・めいc20人（選考）

「財政のあらまし」を作成しました
　平成29年度決算の概要を中心に、
市の財政状況を解説しています。【閲
覧・配布場所】財政調整課（市役所10
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a711-4166 
f733-5586

11月18日㈰は「福岡市長選挙」の
投票日です

　【郵便等投票証明書の交付申請】
身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交
付を受け、重度の障がいがある人、ま
たは介護保険の要介護５の人が郵便
等による不在者投票を行うためには、
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交
付を受けておく必要があります。各区
選挙管理委員会にある申請書に本人
が署名の上、関係する手帳または介
護保険の被保険者証を添えて、選挙

人名簿に登録されている区の選挙管
理委員会に郵送または代理人が持参
してください。申請書は市ホームペー
ジにも掲載。有効期限が切れている
人も新たに交付申請が必要です【投
票所入場整理券の点字シール】目の
不自由な人で希望する人には、「投票
所入場整理券であることを表示した
点字シール」を貼った封筒に投票所
入場整理券を入れて郵送します。申し
込みは電話で選挙人名簿に登録され
ている区の選挙管理委員会へ。i各
区選挙管理委員会、市選挙管理委員
会a711-4682f733-5790

平成30年７月豪雨に伴う交通規制
を行っています

　復旧工事など詳細はホームページ
で確認を。通行止め＝ ▽ 国道263号
(三瀬峠) ▽ 県道入部中原停車場線
(板屋峠) ▽ 市道堤1531号線(城南区
堤二丁目) ▽市道石釜2632号線(早良
区石釜)、片側交互通行＝県道大野城
二丈線(日向峠)i交通規制などにつ
いて＝道路維持課a711-4488f733- 
5591、復旧工事について＝建設推進課
a711-4465f711-4466

就学時健康診断を行います
　来年４月に小学校に入学する新１年
生の健康診断を各小学校で実施。対
象家庭には10月15日以降に日時と会
場を記したはがきを送付。10月22日ま
でに届かない場合は健康教育課へ連
絡を。d10月31日㈬〜11月29日㈭i同
課a711-4643f733-5865y無料
「粗大ごみ収集受付実証実験」を
開始しました

　コミュニケーションアプリLINE（ラ
イン）で、粗大ごみ収集の申し込みが
できます。【実施期間】来年２月28日㈭
まで【利用方法】LINEアカウント（ ▽ア
カウント名＝福岡市粗大ごみ受付 ▽

ID＝＠fukuokacity_sdg）
を友だち追加して申し
込みを=右コード。i収
集管理課a711-4346f 

733-5907

都市計画の原案が縦覧できます
　【原案の内容】地区計画の変更＝天
神明治通り地区（中央区天神一丁目、
二丁目の各一部）、拾六町団地地区（西 
区拾六町団地の一部）【縦覧・意見書
の提出】10月19日㈮〜11月１日㈭の
午前９時〜午後５時（土日祝日を除く）
に都市計画課（市役所４階）で。区域内
の土地の所有者など、利害関係を有
する人は11月８日㈭まで意見書の提
出可。詳細は問い合わせを。i同課a 

711-4388f733-5590
福岡県最低賃金が改定されました

　10月１日から、最低賃金が１時間814
円に改定されました。最低賃金引き上

げには「業務改善助成金」を活用してく
ださい。詳細は問い合わせを。i福岡
労働局賃金室a411-4578f411-4875
「さわらの秋」スタンプラリー開催
中

　観光案内所（天神・博多駅）や情報
プラザ（市役所１階）などでパンフレット

「さわらの秋」=写真=を配布中です。
掲載した68店舗でス
タンプラリーを開催
しています。詳細は
市ホームページで
確認を。d11月11日
㈰までi早良区企画
課a833-4412f846- 
2864

市生活支援型訪問サービス従事
者研修

　同研修の修了者には市の認定証が
交付され、ヘルパー２級等の資格がな
くても高齢者の生活に関わる掃除や
洗濯、調理などの援助業務に従事で
きます。詳細は問い合わせを。i麻生
介護サービスa0120-705-130f452-
7714c各50人（先着）y1,500円e電
話かファクスで10月15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。

場所 開催日
南市民センター（南
区塩原二丁目）

11／13〜27の
火曜日

博多市民センター（博
多区山王一丁目）

12／ ３ 〜17の
月曜日

なみきスクエア（東
区千早四丁目）

12／４㈫、６㈭、
11㈫、20㈭

中央市民センター（中
央区赤坂二丁目）

来 年１／15㈫、
18㈮、23㈬、25㈮

早良市民センター（早
良区百道二丁目）

来年２／１〜15
の金曜日

　※いずれも連続講座。
福商実務研修講座　指示待ちから期待
される人材へ〜自ら動く 自ら動かす〜

　グループワーク形式の講座です。
若手・中堅社員向け。d11月７日㈬午
前10時〜午後５時l福岡商工会議所

（博多区博多駅前二丁目）i同会議所 
検定・企業研修グループa441-2189 
f414-6206c35人（先着）y4,630円e 

10月15日から情報プラザ（市役所１階）
などで配布する申込書をファクスで
同グループへ。ホームページでも受
け付けます。

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。
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講座「能のイロハ〜所作、声、音〜	まだ
観たことのないあなたへ」
　能楽師の久貫弘能氏・白坂保行氏が
解説します。d10月18日㈭、11月１日㈭、
15日㈭午後１時〜２時y無料e不要
講話「博多織777年」
　講師は博多織工業組合副理事長の讃
井勝彦氏。d10月20日㈯、11月10日㈯午
後１時〜２時y無料e不要
町家舞台「舞と囃子（はやし）の夕べ〜能
のエッセンス〜」
d11月２日㈮午後７時からy無料e不要

　※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「海と遺跡〜弥生時代〜」
　発掘調査された遺跡資料から、海と
関わった人々の実態を探ります。d10月
16日㈫〜12月９日㈰
開館日記念	ハマノユリナ	特別ライブ
d10月20日㈯午後３時〜４時半y無料e 

不要
企画展示「中世博多の風景展」
　絵画や和歌、紀行文などの史料を通じ
て、中世博多の風景を紹介します。d10月
30日㈫〜12月24日（月・休）

ひとり親家庭のつどい
d11月18日㈰①午前10時〜正午②③午
後１時〜３時t市内に住む一人親家庭の
①②親③親子y無料n①②３カ月〜小
学生（無料。11月15日までに要予約）③な
しe①②電話か来所で10月15日以降に
同センターへ。③不要 ※いずれも先着
順。

内容 定員
①講演「もっと知りたい子どもの本
音〜一万人に聞きました〜」 30人

②養育費個別相談会 ４人
③ワークショップ「作って透かして
ローズウィンドウ」「ボディペイント」 各20組

自然案内ボランティアはじめる講座
　油山に生息する植物を通じて、身近な
自然と触れ合う楽しさを伝える方法を学
びます。受講者は油山の自然案内ボラ
ンティア=写真=として活動できます。d 

11月４日㈰午前10時〜午後３時t18歳
以上c20人（先着）y200円e電話で10
月15日以降に同施設へ。ホームページで
も受け付けます。

映像ホール・シネラ11月上映スケジュール
特別企画「吉永小百合特集」

１日㈭ 若い人（11）、キューポラのある街
（２）

２日㈮ いつでも夢を（11）、青春の門（２）
３日
(土・祝) つる―鶴―（11）、おはん（２）

４日㈰ 青い山脈（11）、夢千代日記（２）
７日㈬ 若い人（11）、つる―鶴―（２）
８日㈭ おはん（11）、映画女優（２）

９日㈮ キューポラのある街（11）、夢千代日
記（２）

10日㈯ 映画女優（11）、おはん（２）
11日㈰ いつでも夢を（11）、つる―鶴―（２）
14日㈬ 母べえ（２）

15日㈭ 泥だらけの純情（11）、青い山脈（２）

16日㈮ いつでも夢を（11）、玄海つれづれ節
（２）

17日㈯ 若い人（11）、映画女優（２）

18日㈰ 泥だらけの純情（11）、夢千代日記
（２）

21日㈬ 青春の門（２）
22日㈭ 玄海つれづれ節（11）、母べえ（２）
23日
(金・祝)

キューポラのある街（11）、青春の門
（２）

24日㈯ 青い山脈（11）、玄海つれづれ節（２）
25日㈰ 泥だらけの純情（11）、母べえ（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。

10・11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⑤は上履きを持参。
会場は①東体育館（東区香住ケ丘一丁目）⑤さざんぴあ博多（博多区南本町二丁
目）。y①〜⑤無料⑥100円e①〜⑤不要⑥電話で11月１日以降に同会館へ。

「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）
午前10時〜午後６時（11月〜４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）

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（入館は閉
館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・定員
①あかちゃんといっしょ（乳幼児の親子
あそび） 10／17㈬10:30〜11:30 まだ一人で歩けない乳幼児

②お手玉あそび 10／20㈯14:00〜15:30 幼児〜高校生
③あいくるのホーンテッドマンション

（工作や遊びのコーナーなど） 10／27㈯13：00〜16：00 幼児〜高校生

④ふれあいひろば（お手玉あそび） 10／28㈰14：00〜15：00 幼児〜高校生
⑤あいくるがやってくる（親子あそび） 11／１㈭10:00〜12：00 ２歳以上の幼児

⑥おもちゃ病院 11／18㈰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。

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

ひとり親家庭支援センター
〒810-0074 中央区大手門二丁目５-15
a715-8805	f725-7720
o午前９時〜午後９時（日祝日は午後
５時半まで）x月曜

油山市民の森
〒811-1355 南区桧原855-４
a871-6969	f871-6909
o午前９時〜午後６時

料で相談できます。d午前10時〜午
後７時（土日祝日は午後１時まで。１人
30分）i市役所市民相談室a711-4019 
f733-5580t市内に住むか通勤・通学 
する人（市民相談室法律相談、チケッ
ト法律相談のいずれかで１人年１回）
c毎月40人（先着）にチケット配布e

毎月第１金曜日の午前９時から同相
談室で電話か来所で受け付け。チケッ
ト受け取り後、同センターへ予約を。

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 

高齢者のためのしごと・ボランティ
ア合同説明会

　企業との面談や専門相談員による
相談などを実施します。d10月24日
㈬午後１時〜４時（受け付けは正午〜
午後３時半）l天神スカイホール（中
央区天神一丁目 西日本新聞会館16
階）i県70歳現役応援センターa432- 
2577f432-2513t就業やNPO・ボラン 
ティア活動を希望するおおむね60歳
以上y無料e不要

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

相 談

民年金に関する事務について、特定
個人情報を保有するに当たり作成し
た同評価書の変更案に対する意見を
募集します。【原案の閲覧・配布】10月
11日から医療年金課（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【意見書
の提出】郵送かファクス、メールで11月
９日（必着）までに同課へ。各閲覧・配
布場所への持参も可。i同課a711- 
4235f733-5441

都市再生整備計画事業「アイランド
シティ地区」事業評価原案について

　【原案の閲覧・配布】10月15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26日（必着）までに同課へ。i同
課a711-4771f733-5590

737-8825f737-8827

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。

国民年金に関する事務の「特定個
人情報保護評価書」について

　マイナンバー制度施行に伴い、国

意見募集

●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

情報BOX 福岡市政だより
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　※以下はいずれも入園料別。10月28
日㈰は「都市緑化月間」の一環で無料開
園。⑤⑥の申し込みは往復はがきかファ
クスに参加者全員の応募事項と、ファク
スの場合はファクス番号も書いて10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。
①ハーブまつり
　ハーブ苗の販売もあり。d10月27日
㈯、28日㈰y入場無料
②ブンブン観察会	日本ミツバチと友達
になろう
　巣箱の中にいるミツバチを観察しま
す。d10月27日㈯午後1時半〜３時（受け
付けは１時から）t小学生と保護者c15
組（先着。１組３人まで）y無料e不要

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
27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
せふりの自然に親しむつどい12月
　お菓子を作ったり、森でとれる材料で
リースを作ったりします。d12月８日㈯
午前10時半〜９日㈰午後２時（１泊２日）
t小中学生と保護者c45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（m mail-inquiry@sefuri.
fukuoka-shizennoie.jp)に参加者全員の
応募事項と性別、同施設への来所方法

③寒蘭（カンラン）の展示・販売
　展示の内容は20日㈫から変わります。
d11月13日㈫〜25日㈰y入場無料
④押し花教室受講者作品展
d11月13日㈫〜25日㈰y無料
⑤マイひょうたんづくり体験教室
　一輪挿しなどを作ります。d11月18日
㈰午後１時半〜３時半t小学生以上c 

40人（抽選）y300円
⑥園芸講座「寄せ植え講座」
d11月28日㈬午後１時半〜３時半c30人 

（抽選）y2,000円

（市役所発着の送迎バスまたは自家用
車）を書いて、11月10日（必着）までに同
施設へ。ホームページでも受け付けま
す。

11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（②のフリーマー
ケットの出店は販売業者を除く20歳以
上）y①②無料③1,200円④⑦500円⑤
200円⑥3,500円e①③〜⑦往復はがき
かファクスで①10月25日③10月31日④
⑥11月５日⑤11月７日⑦11月８日（必着）
までに同施設へ。①③⑥⑦はホームペ 
ージでも受け付けます。②往復はがき
で10月22日（必着）までに同施設へ。

内容・日時 定員
①使いきりクッキング　
11／４㈰10：00〜13:00

10人
（抽選）

②フリーマーケットの出店　
11／４㈰10:30〜13:00

20区画
（抽選）

③ミシンで縫うがま口ハンドバッグ
講座　11／10㈯、17㈯10:00〜13:00 

（連続講座）
10人

（抽選）

④卓上機で裂き織り　
11／15㈭10:00〜13:00

10人
（抽選）

⑤古布でぞうり作り　
11／17㈯10：00〜13：00

10人
（抽選）

⑥DIY木工講座 丸のみで木の器を
作 る　11／17㈯、12／１㈯12：30〜
16：30（連続講座）

12人
（抽選）

⑦エコクッキング（土瓶蒸しなど）　
11／18㈰10：00〜13：00

10人
（抽選）

秋の元気フェスタ
　「リユース陶器市」「丸織りブローチ作
り」などさまざまなイベントを実施。詳細
は問い合わせを。d11月４日㈰午前10時
〜午後３時y入場無料e不要

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪11月３日（土･祝）、６日㈫、11日㈰、
24日㈯、25日㈰午前９時〜10時（６日は
午後６時〜７時）⑫11月３日（土･祝）午前９
時〜10時⑬25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
　※11月25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。

ハロウィン仮装大賞
　仮装して入場した人の中から、来園者
の投票で仮装大賞を選びます。各日、優
勝者には真鯛（マダイ）とファミリー券を
進呈。仮装して参加した人や投票をした
人には粗品を進呈
しま す。d10月27
日㈯、28日㈰午前
11時〜11時半（受
け付けは10時50分 
から）y無料（釣り
をする人は釣り台
利用料別。見学の
みの場合は入園料
別）e不要

女性の人生サポート講座 「ＤＶ・ストー
カー・性暴力」
　自分を守るための手続きや制度・法律
について学びます。性的マイノリティ

（LGBTｓ）についての話もあり。受講後に
女性弁護士への個別相談可。d11月24
日㈯午後１時半〜３時半t女性c40人

（先着）y無料n６カ月〜小学３年生（無
料｡11月14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15日以降に同
施設へ。来所、ホームページでも受け付
けます。

あおぞらピザ教室
　センターの石窯でピザを作ります。
18歳未満は保護者同伴。d11月11日㈰
午前10時〜正午、午後1時半〜３時半c

各30人（抽選）y小学生以上1,000円、未
就学児500円e往復はがきに参加者全
員の応募事項と希望時間を書いて10月
25日（必着）までに同センターへ。
わくわくキャンプ
　野外調理やロッジでの宿泊を体験し
ます。d11月17日㈯午前10時〜18日㈰
午後３時（１泊２日）t小学３〜６年生c 

30人（抽選）y5,000円e往復はがきに
参加者の応募事項と、保護者の氏名・電
話番号を書いて10月15日〜31日（必着）
に同センターへ。

萩焼手びねり体験〜お皿編〜
　陶芸作家と陶器を作ります。18歳未満
は保護者同伴。d11月21日㈬午後１時〜
４時c10人（先着）y2,500円e電話で10
月20日以降に同センターへ。

クラブ参加者を募集
　11月〜来年３月に月２回開催（①②③
日曜日④金曜日。連続講座）。詳細はホ 
ームページで確認を。y①②③２万円④
１万円eホームページで10月21日午後６
時まで受け付け。

クラブ名（内容） 対象・定員
（抽選）

①ロボット（火星探査ロボット
と同じ機能のものを作ります）

小学３年生以
上、24人

②実験研究（過去の偉人の
実験を通して、測定・分析・発
表を行います）

小学３年生以
上、24人

③プログラミング（基礎から
学びます）

小学３年生以
上、24人

④みんなでつくるみんなの
科学館（科学館内の掲示物
等をデザインします）

18歳以上（高
校生は不可）、
10人

STARRY NIGHT JAM（スターリーナイト
ジャム）「チームサプライズ プラネタリ
ウムライブ〜流れ星の夜にゴスペルを
〜」
　流れ星にまつわる曲などを歌います。
科学館スタッフによる星座解説もあり。
d11月17日㈯午後５時半〜６時半c220
人（先着）y中学生以上2,000円、小学生
以下1,000円（座席を使用する未就学児
はチケットが必要）e10月24日午後４時
以降に同館３階チケットカウンターで販
売。インターネットでも購入可。詳細は
ホームページで確認を。

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）

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・11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 ※①④⑦は販売
業者を除く（④⑦は20歳以上）y①④⑦
⑧無料②③⑤500円⑥800円e①不要
②③⑤⑥はがきかファクス、来所で10月
②③23日⑤24日⑥26日（必着）までに同
施設へ。当選者のみ通知。④⑦往復は
がきかファクスで④10月24日⑦11月８日

（必着）までに同施設へ。⑧は電話かファ
クス、来所で随時受け付け。

内容・日時 定員
①リユース陶器市 10／28㈰ 10:30
〜15:00（持ち込みは14：00まで） ー

②ズボンでワンハンドルバッグ作り　
11／１〜15の木曜日13:00〜16:00（連
続講座）

15人
（抽選）

③大きめポケットの袖なしチュニッ
ク作り　11／２〜16の金曜日13:00
〜16:00（連続講座）

15人
（抽選）

④フリーマーケットの出店　
11／３（土・祝）10:00〜13:00

16区画
（抽選）

⑤クリスマスのミニフレーム・キル
ト作り　11／３（土・祝）、10㈯、24㈯
13：00〜16：00（連続講座）

15人
（抽選）

⑥衣類のリフォーム教室　
11／７〜12／26の原則毎週水曜日
13：00〜16：00（連続講座）

10人
（抽選）

⑦エコフェスタフリーマーケットの
出店　11／23（金・祝）10:00〜14:00

16区画
（抽選）

⑧つまみ細工の花飾り　
毎日10:30〜15:00の30分程度 ー

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）

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

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）

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

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4時半（10月〜3月） x月曜（祝休日のときは翌平日）

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
o午前９時半〜午後９時半（日・祝休
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）

昨
年
の
同
講
座

冬の森の中を散策します

手びねり体験

昨年の同イベント
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