
マンションについての相談会･セミナー ①マンション管理
無料相談会②福岡マンション管理基礎セミナー

　②は、「失敗しないマンション大規模修繕」「地震の時、あなたのマンションは大
丈夫？」の２講演。d12月１日㈯①午前10時半〜午後０時20分②午後１時〜３時半
l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）i住宅計画課a711-4598f733-5589t

福岡都市圏に住むマンション管理組合役員などc①12組②300人（いずれも先
着）y無料eいずれも11月１日以降に電話で同課へ。②はファクスかメール（m 
m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp）でも受け付け可。申込書は市ホームページに掲載。

催 し

今津運動公園　一般向けテニススクール

　連続講座（月２〜４回のコース）。料金など詳細は問い合わせを。d11月1日以
降の火〜金曜日から選択。午後１時〜４時のうち１回60〜80分li同公園（西区
今津）a807-6625f807-6627t18歳以上c各曜日10人（先着）e電話で11月１日
以降に同公園へ。

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（11月前半の日曜日・祝日）
11月３日（土・祝）

福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
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
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234

11月４日㈰

八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	a558-0081
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811

11月11日㈰

貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331

11/

3
●●土・祝

2福岡食肉市場　九州産ブランド 食肉フェスタ

　九州産ブランド肉の試食・販売。同市場の機能の紹介もあり。d午
前11時〜午後４時l市役所西側ふれあい広場i福岡食肉市場a641-
6131f641-6136y入場無料e不要

11/

4
●日

2わんにゃんよかイベント in あにまるぽーと

　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あにまるぽ 
ーと（東区蒲田五丁目）a691-0131f691-0132y無料e不要

11/

4
●日

3ふくおか市民糖尿病教室

　講演会や血糖自己測定体験など。医師への相談も可。詳細は問い
合わせを。d午後０時半〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i市
医師会a852-1501f852-1510y無料e不要

11/

5
●月
他

3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雁の巣ジュニアテニス教室

　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初心者向け。d11月①５日〜26日の月曜日午
前10時〜11時半②11日㈰午前10時〜正午li同センター（東区奈多）
a606-3458f607-9057t①小学生以上②５歳〜小学３年生c①各30人 

（先着）②30人（抽選）y①無料（ポールレンタル代300円）②600円e①
当日午前９時45分から球技場管理棟で受け付けます。②往復はがき

（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスで11月５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。

11/

7
●水
他

2認知症の人と家族の会　①認知症の人を介護している
男性のつどい②認知症介護者のつどい

　同じ立場の人同士が交流し、介護について話し合います。d11月①
７日㈬②14日㈬午後１時〜４時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）
i同会福岡県支部a・f771-8595（火・木・金曜日のみ）y無料e①不
要②電話かファクスで前日までに同支部へ。

11/

7
●水
他

2博多ガイドの会　①ザ・博多「お寺に行こう」
②おいしい秋のまち歩き〜着物 de 住吉神社〜

　①東長寺、妙楽寺、円覚寺、承天寺などを巡ります。②東林寺や住吉
神社境内の能楽殿と相撲の浅香山部屋を巡った後、日本酒の飲み比
べをします。洋服での参加も可。d①11月７日㈬、17日㈯午後１時半〜３
時半②11月14日㈬〜16日㈮午後１時半〜３時半l集合は①東長寺（博
多区御供所町）②JR博多駅博多口i博多区企画振興課a419-1012f 

434-0053t①小学生以上②20歳以上c①各20人②各12人（いずれも
先着）y①500円②1,800円 ※②は着物レンタル･着付けが可能（別途
2,000円）e電話で11月１日午前９時以降に同課へ。

11/

10
●土
他

2かなたけの里公園　
①冬野菜収穫体験②秋の飯盛山登山

　詳細は問い合わせを。①サトイモ等を収穫できます（ダイコン・カブ・
ニンジン等は12月から）。②同園から飯盛神社（西区）まで清掃した後、
飯盛山に登ります。d①11月10日㈯〜収穫できる野菜が無くなるまで
毎日 午前10時〜11時、午後２時〜３時②11月18日㈰午前９時半〜午後３
時li同園（西区金武）a・f811-5118t①なし②小学５年生以上c①
なし②20人（先着）y①サトイモ１株400円など②1,000円e①同園管理
棟窓口で当日受け付け。②電話か来所で11月1日以降に同園へ。

11/

11
●日

2さざんぴあ博多　秋の発表会

　同施設を利用している、地域のサークルによる歌やダンスなどの発
表会。抽選会もあり。詳細はホームページで確認を。d正午〜午後６
時liさざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）a502-8570f502-8571 
c280人（先着）y無料e不要

11/

11
●日

2まもるーむ福岡　ミラクルラボ体験教室
「アルソミトラグライダーをつくろう」

　詳細はホームページで確認を。小学３年生以下は保護者同伴。d午
後３時〜３時半li同施設（中央区地行浜二丁目）a831-0669f831-
0670c25人（先着）y無料e当日午後１時から窓口で受け付け。
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催し 講座
教室

応 募 事 項



救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法を学びます。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電話で各申込先へ。受付開始は11月①②１日③13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
12／９㈰ 西市民センター（西区内浜一丁目） a806-0642 30人
12／10㈪ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人
12／14㈮ 城南消防署(城南区神松寺二丁目） a863-8119 30人

②普通１
12／11㈫ 市民防災センター（早良区百道浜一丁目）a821-0245 30人
12／14㈮ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人
12／21㈮ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） a475-0119 40人

③上級 12／５㈬ 博多消防署 a791-7151 各30人
12／15㈯

　※時間は①午前10時〜11時半②午前10時〜午後１時③午前９時〜午後５時。応
急手当普及員講習と応急手当普及員再講習については救急課へ問い合わせを。

講座・教室

ひとり親家庭支援センター

　いずれも連続講座。詳細は問い合わせを。li同センター（中央区大手門二
丁目）a715-8805f725-7720t市内に住む一人親か寡婦y無料n小学生まで。
無料e来所で11月１日〜15日に同センターへ（月曜休館）。

内容 日時 定員（選考）
初めてのパソコン 1１／25〜12／16の日曜日　9:30〜16:30 10人
秘書検定３級 12／４〜１／15の火･木曜日　9:30〜15:30 15人
ワード・エクセル基礎 12／４〜12／14の火〜金曜日　9:30〜16:30 10人
エクセル基礎 12／15〜１／26の土曜日　9:30〜16:30 10人
簿記３級 １／８〜２／20の火〜木曜日　18:15〜20:45 15人
メンタルヘルスⅢ種 １／12〜２／16の土曜日　9:30〜16:30 15人
介護事務 １／13〜２／17の日曜日　9:30〜15:30 15人
ワード・エクセル基礎 １／13〜３／10の日曜日　9:30〜16:30 10人
介護職員初任者研修(通信）１／16〜２／15の水〜金曜日　9:30〜16:40 12人
パワーポイント １／17〜１／24の水〜金曜日　9:30〜16:30 10人
ホームページ作成 １／30〜２／15の水〜金曜日　9:30〜16:30 10人
エクセル検定対策 ２／２〜３／９の土曜日　9:30〜16:30 10人

講座・教室

西障がい者フレンドホーム

li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037t市内に住む障がい児・
者②はタブレットを持参できる人c①④10人②６人③５人（いずれも抽選）e電
話かはがき（〒819-0005西区内浜１-５-54）、ファクス、来所で11月１日〜15日（必
着）に同ホームへ。

内容 日時 費用
①プリザーブドフラワーを使ったクリスマス
オーナメント作り 11／24㈯10：00〜12：00 500円

②タブレットを使いこなそう 11／29〜12／20の木曜日
14：00〜16：00（連続講座） 無料

③マクラメで作る干支（えと）色紙作り（何本
かのひもを結び編み込む「マクラメ編み」で、
イノシシの色紙を作ります）

12／１㈯13：30〜15：30 500円

④スノードーム作り 12／８㈯10：00〜12：00 300円

講座・教室

11/

11
●日
他

2もーもーらんど油山牧場　牧場ふれあいD
デ ー

AY

　搾乳や乗馬などの体験の他、羊のレースやクイズラリーなども開
催。詳細はホームページで確認を。d11月11日㈰、18日㈰午前９時〜
午後５時li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040yイベントに
よって異なるe不要。一部イベントは当日総合案内所で受け付け。

11/

14
●水

2東図書館　わらべうたあそび＆茶話会

d午前10時〜11時lなみきスクエア（東区千早四丁目）i同図書館
a674-3982f674-3973t０〜３歳の子どもと保護者c10組（先着）y
無料e電話か来所で11月２日以降に同図書館（なみきスクエア内）へ。

11/

15
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　ルーマニア･トゥルチャ出身のイリナ･グリゴロービチさんがふるさ
との街などを日本語で紹介します。d午後６時半〜８時li福岡よか
トピア国際交流財団（博多区店屋町 市国際会館）a262-1799f262-
2700c50人（先着）y500円（外国人学生は無料）e電話かファクス、メ 
ール（m attaka@rainbowfia.or.jp）、来所で11月１日以降に同財団へ。

11/

16
●金

2市学校保健大会

　学校保健功労者などの表彰や講演、塩原小学校（南区）による研究
発表など。d午後２時〜４時５分（受け付けは１時半から）l市役所15階
講堂i健康教育課a711-4643f733-5865c400人（先着）y無料e不
要

11/

16
●金

2働く人の介護サポートセンター　
働く介護者向けミニ情報交換会

d午後６時45分〜７時45分l同センター（市役所地下１階）i地域包括
ケア推進課a711-4373f733-5587t働きながら介護している人や将
来の介護が気になる人。途中参加・退席、見学のみも可（申し込みは必
要）c10人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m care.PHWB@ci 
ty.fukuoka.lg.jp）で同課へ。

11/

17
●土

2松風園　貝合わせ〜宝尽くし「宝
ほうけん

鍵」〜

　ハマグリに絵付けします。d午後１時〜３時li同園（中央区平尾三
丁目）a・f524-8264c10人（先着）y3,500円（入園料別）e電話かファ
クスで同園へ。

11/

17
●土

2いい遺言の日 記念講演会・無料相談会
「元気なうちに遺言書を作りましょう」

　弁護士による講演（午後１時〜２時）と法律相談（午後２時〜４時）を
実施。どちらかだけの参加も可。li天神弁護士センター（中央区渡
辺通五丁目）a741-3208c25人（先着）y無料e電話で11月１日以降
に同センターへ。

11/

17
●土
他

2南障がい者フレンドホーム　
①カラオケを楽しみませんか②パソコン教室

　②は年賀状を作成します（印刷はできません）。d①11月17日㈯午
前10時半〜午後１時半②11月26日〜12月17日の月曜日午前10時〜正
午または午後１時〜３時（いずれも連続講座）l①サウンドパークＮＥ
Ｏ大橋店（南区大橋一丁目） ※集合･解散は同ホーム（南区清水一丁
目）②同ホームi同ホームa541-5858f541-5856t市内に住む障が
い児・者 ※①は介助者も可c①20人②各４人（いずれも抽選）y1,000
円 ※①は昼食代別e電話かファクス、来所で11月①９日②15日までに
同ホームへ。

11/

17
●土
他

2ふくこいアジア祭り

　全国各地のチームが、それぞれの衣装・楽曲・振り付けで踊ります。
詳細はホームページで確認を。d11月17日㈯正午〜午後８時、18日㈰
午前10時〜午後９時l市役所西側ふれあい広場、ＪＲ博多駅前広場他i

同祭組織委員会a714-7373f712-7337y無料e不要

催し情報BOX 福岡市政だより
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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



市文学館企画展・関連イベント

i市総合図書館文学・文書課a852-0606f852-0609c①④なし②30人（抽選）③
50人（先着）y無料e①③④不要②電話かファクス、メール（m library-bungaku.
BES@city.fukuoka.lg.jp）で11月６日までに同課へ。落選者のみ通知。

内容 日時 場所
①企画展 青春の光芒（こうぼう）—矢山
哲治と文芸雑誌「こをろ」（詩人・矢山哲治
を中心に福岡の学生が発行した文芸雑
誌「こをろ」について紹介）

11／９㈮ 〜12／16㈰
10：00〜19：00（日・祝日
は18：00まで） ※月曜
日と11／30㈮は休館

市総合図書館
１階（早良区百
道浜三丁目）

②赤煉瓦（れんが）夜話「福博のカフェ
談義」（カフェ・ブラジレイロ店主・中村
好忠氏による喫茶店文化の話など）

11／15㈭19：00〜20：00
（開場は18：30）

カフェ・ブラジ
レイロ２階（博
多区店屋町）

③文学講座 「こをろ」と矢山哲治（詩人・
近藤洋太氏による講座）

11／17㈯14：00〜15：30
（開場は13：30）

市総合図書館
３階

④ギャラリートーク（学芸員による企画
展の解説。２日とも内容は同じ）

11／24㈯、12／８㈯
14：00〜14：30

市総合図書館
１階

催 し

総合図書館　①おはなし会②バックヤードツアー

　①読み聞かせや紙芝居など。日時など詳細はホームページで確認するか問い
合わせを。②普段は入ることのできない書庫など図書館の裏側を探検します。
l同館（早良区百道浜三丁目）i①同館a852-0600f852-0609②同館運営課a 

852-0619f852-0609t①０〜２歳児と保護者、幼児、小学生② ▽一般（小学生以
下と保護者を除く）＝11月24日㈯、12月15日㈯ ▽小学生以下と保護者＝12月５日
㈬、来年１月16日㈬いずれも午後２時〜３時半c①各50人（先着）②各日20人（抽
選）y無料e①不要②往復はがき（〒814-0001早良区百道浜３-７-１）かメール（m 

library-unei.BES@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項と希望日を書い
て11月15日（必着）までに問い合わせ先へ。

催 し

市博物館　
①文化の日のイベント②福岡藩・武家の医家の人々

　①常設展・企画展の観覧料が無料になります。②福岡藩に仕えた医師たちにま
つわる資料を紹介します。d①11月３日（土・祝）②11月６日㈫〜来年１月６日㈰いず
れも午前９時半〜午後５時半（入館は５時まで） ※月曜（祝休日のときは翌平日）お
よび12月28日㈮〜来年１月４日㈮は休館li同館（早良区百道浜三丁目）a845-
5011f845-5019y①無料②一般200円、高大生150円、中学生以下無料e不要

催 し

11/

17
●土
他

3スケート体験教室

d①11月17日㈯、18日㈰②12月１日㈯、２日㈰午前10時〜正午（いずれ
も連続講座）lパピオアイスアリーナ（博多区千代一丁目）iスポー
ツ事業課a711-4954f733-5595t①４歳〜小学２年生②小学３〜６年
生c各50人（抽選）y無料e11月１日から市ホームページで受け付け。

11/

18
●日

2水をつなぐ流域交流 IN 下
し も と ご う ち

戸河内

　朝倉市下戸河内周辺で植樹や運動会、野菜収穫体験などを行い、
水源地域の人々と交流します。集合・解散は市水道局（博多区博多駅
前一丁目）。d午前８時15分〜午後４時半i流域連携課a483-3194f 

483-3252t市内に住む小中学生を含む30〜40人の団体c１団体（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）に代表者の応募事項と参加人数、団
体名を書いて11月８日（必着）までに同課へ。

11/

18
●日

2国際協力フェスタ「地球市民どんたく」

　福岡を拠点に国際協力・交流を行う16団体の活動紹介ブースの他、
民族衣装の着用や民族楽器の演奏を体験できるコーナーもあり。d

午前10時〜午後４時l天神中央公園（中央区天神一丁目）i福岡よか
トピア国際交流財団a262-1724f262-2700y無料e不要

11/

18
●日

2福岡流通センターまつり

　衣料品や寝具などの販売、和太鼓の演奏など。当日は天神日銀前
バス停付近、ＪＲ・西鉄千早駅西口、ＪＲ吉塚駅西口などから無料シャト
ルバスを運行（午前７時半〜午後３時半、20〜30分間隔）d午前８時半
〜午後３時半l同センター（東区多の津一丁目）i同まつり実行委員
会a622-2020f622-2021y入場無料e不要

11/

21
●水

3花畑園芸公園　
園芸講座「ビオラのハンギングバスケット教室」

d午後１時半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565- 
3754c10人（先着）y2,500円e電話かファクスで11月14日以降に同公
園へ。

11/

22
●木

4URC（福岡アジア都市研究所）都市セミナー「eスポー
ツを契機とした、都市・地域活性化と将来展望」

　講師は日本eスポーツ連合副会長の浜村弘一氏、レベルファイブ代
表取締役社長でCEO（最高経営責任者）の日野晃博氏。d午後１時半
〜４時半l市科学館（中央区六本松四丁目）i同研究所a733-5686f 

733-5680c300人（先着）y無料e11月１日以降ホームページに掲載、
または情報プラザ（市役所１階）で配布する申込書をファクスかメール
で同研究所へ。

11/

23
●●金･祝

3高齢運転者安全運転講習会

　加齢に伴う認知機能・身体能力の低下を予防するための講座や、実
際に運転する体験型の講習。d午前９時半〜正午l福岡市自動車学校

（東区下原五丁目）i生活安全課a711-4061f711-4059tおおむね65
歳以上の運転者と家族（運転者のみでも可）c20人（先着）y無料e

電話で11月１日以降に同課へ。

11/

23
●●金･祝

2生きものと私たちのくらしトーク・カフェ
「一人一花そして一虫」

　博多昆虫同好会の福田治氏が、身近な花と虫を紹介します。d午後
２時〜４時半lアクロス福岡６階（中央区天神一丁目）i環境調整課a 

733-5389f733-5592c40人（抽選）y無料e電話かファクス、メール
（m k-chosei.EB@city.fukuoka.lg.jp）で11月15日までに同課へ。

11/

23
●●金･祝

2今津リフレッシュ農園　秋の収穫祭

　野菜の収穫体験（抽選300口）の他、野菜直売のフリーマーケットや
リヤカー市、つきたて餅入りぜんざいの無料配布（先着300人）、野菜
の重さ当てクイズなど。d午前10時〜午後３時li同農園a806-2565 
f806-2570y入場無料。野菜の収穫体験（１口＝ジャガイモ５株、大根２
本、白菜２株程度）は1,000円e不要。野菜の収穫体験は往復はがき（〒 
819-0165西区今津5685）で11月１日〜７日（必着）に同農園へ（１組１口）。

11/

24
●土

3月隈パークゴルフ場　バラの育て方講座

　堆肥作りもあり。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）y1,500円e電話かファクス、来所で
11月１日以降に同ゴルフ場へ。

11/

24
●土

2運動あそび広場

　体力測定や親子での運動遊びの他、学生が作った遊具を使って遊
びます。保護者同伴。d午前10時半〜正午l精華女子短期大学（博多
区南八幡町二丁目）i同大学幼児保育学科a591-6331f592-3591t

４〜６歳c25人（先着）y100円e電話かファクス、メール（m miyoshi@
seika.ac.jp）に参加者全員の応募事項を書いて11月１日以降に問い合
わせ先へ。

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

催し 講座
教室
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あすみん（NPO・ボランティア交流センター）

liあすみん（中央区今泉一丁目）a724-4801f724-4901t①②市民公益活動
を行う（予定含む）NPO法人、ボランティア団体など③NPO、ボランティア団体
で活動する人④ボランティアについて知りたい人、ボランティアの受け入れを考
えている団体⑤不問y①②④⑤無料③1,000円e電話かファクス、メール（m in 
fo＠fnvc.jp）に応募事項と①②は相談内容も書いて、①②希望日の２カ月前③④
⑤11月１日以降に同施設へ。来所でも受け付けます。

内容 日時 定員
（先着）

①専門相談（事業の運営
や資金についてなど）

▽第１・３水曜日（来年１月は９日のみ）＝18：00
〜、19：00〜、20：00〜 ▽第２水曜日（来年１月は
16日）＝14：00〜、15：00〜、16：00〜（各50分）

各回
１組

②ＮＰＯ会計・税務個別相
談 第２土曜日10：30〜、11：30〜、12：30〜（各50分） 各回

１組
③「伝えるコツ」セミナー 11／17㈯13:00〜17:00 80人
④ボランティア講座 12／４㈫19:00〜20:30 20人
⑤ＮＰＯ入門講座 来年１／５㈯14：30〜16:30 20人

講座・教室

海づり公園で市特産の唐
か ら と ま り え び す

泊恵比須かきを楽しもう

　いずれも場所は海づり公園（西区小田）。①「かき小屋オープン」唐泊恵比須か
き（1kg1,000円）やかき飯（300円）、その他新鮮な魚介類を食べられます（メ
ニューによって料金は異なる）。10月27日㈯はかき小屋で食事をした人に花の種
などを進呈。②「豪快な真鯛(まだい)釣りとかき小屋で海鮮グルメ」釣りを楽しん
だ後、園内のかき小屋で唐泊恵比須かきを食べることができます（各日先着20
人）。時間や料金などはプランによって異なります。詳細はホームページで確認
するか問い合わせを。d①10月27日㈯〜来年３月ごろまで ▽平日＝午前11時〜
午後５時 ▽土日祝日＝午前11時〜午後６時。火曜日定休（祝日は営業）②11月１日
㈭〜来年３月31日㈰i①市漁業協同組合唐泊支所a809-2311f809-1205②同
公園a809-2666f809-2669e①不要②電話かファクスで希望日の前日（前日が
休園日の場合は希望日の２日前）までに同公園へ。

催 し

博多座　島津亜矢特別公演

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d来年１月15日㈫〜27日㈰
午前11時、午後４時から ※午前のみの日あり。15日は午後１時からのみl博多座

（博多区下川端町）i博多座電話予約センターa263-5555f263-3630t小学生以
上yＡ席１万3,000円、特Ｂ席１万円、Ｂ席7,000円、Ｃ席4,000円e11月10日午前10
時以降に電話で予約を。ホームページでも購入できます。

催 し

11/

25
●日

2今宿姪浜線（なぎさ号）で行く 親子青空ピザ教室

　今宿野外活動センター（西区今宿上ノ原）へ路線バスで移動し、ピ
ザ作りを体験します。集合･解散は地下鉄姪浜駅。d午前９時45分〜午
後３時半i交通計画課a711-4393f733-5590t４歳〜小学生と保護者

（３歳以下は同伴のみ）c20人（抽選）y大人500円、小学生300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11月８日（必着）
までに同課へ。当選者のみ通知。

11/

25
●日

2 Y
ユ ー ス

OUTH F
フ ェ ス タ

ESTA H
ヒ ガ シ

IGASHI

　東区の小・中・高等学校などの生徒による音楽や演劇のステージや、
ドローン操作体験、明太子の漬け込み等のワークショップなど。d午
前10時〜午後４時lなみきスクエア（東区千早四丁目）i実行委員会
事務局a645-1121f645-1042y無料e不要

11/

25
●日

4九州肝臓友の会 「肝臓医療講演会・相談会」

　①患者交流会②福岡大学医学部消化器内科主任教授 向坂彰太郎
氏による講演「ウイルス性肝炎と肝硬変の最新の治療薬について」や
治療に関する相談会。d①午前11時〜正午②午後１時半〜５時lあい
れふ10階（中央区舞鶴二丁目）i同会･大賀a・f586-3425c各120人

（先着）y無料e不要

11/

25
●日

2舞鶴公園　どんぐりを食べよう

　公園内で採れたドングリを団子にして食べます。d午後１時半〜３時
l赤坂公民館（中央区赤坂二丁目）i同公園a781-2153f715-7590t

小学生以上（小学生は保護者同伴）c16人（抽選。同伴者含む）y100
円eはがき（〒810-0043中央区城内１-４）かファクスで11月１日〜10日

（必着）に同公園へ。当選者のみ通知。

11/

25
●日

2リメンバー福岡　自死遺族の集い

　家族、友人、恋人などを自死（自殺）で亡くした人たちが、寄り添い語
り合う集い。d午後１時〜４時lあいれふ８階（中央区舞鶴二丁目）i

精神保健福祉センターa737-1275（平日午前10時〜午後４時）f737-
8827y500円e不要 ※託児希望者は11月19日までに問い合わせを。

11/

25
●日
他

2老人福祉センター長生園　①高齢者認知症予防検査「ファ
イブ・コグ」（脳の機能の検査）②長生園オレンジカフェ

　①後日結果説明と認知症予防のためのアドバイスを行います。②
認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気の中で話や相談がで
きます。d11月①25日㈰午後２時〜３時半②29日㈭午後２時〜３時半
li同園（博多区千代一丁目）a641-0903f641-0907t①市内に住む
60歳以上②おおむね50歳以上c①50人②30人（いずれも先着）y①
500円②無料e電話かファクス、来所で11月１日以降に同園へ。

11/

27
●火

3
福岡地域史講座

「黒田家の甲
かっちゅう

冑･刀剣から見た福岡藩の歴史」
　黒田長政の生誕450年に当たり、藩の歴史と文化を学びます。d午
後２時〜４時（開場は午後１時半）l中央市民センター３階ホール（中
央区赤坂二丁目）i中央区生涯学習推進課a718-1067f714-2141c 

500人（先着）y無料e不要

11/

27
●火
他

3早良障がい者フレンドホーム　
はじめてのパソコン教室（年賀状作成）

d11月27日〜12月18日までの火曜日午前10時〜正午（連続講座）l 

i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）y540円e電話か
ファクス、メール（m y.ooba01＠fc-jigyoudan.org）、来所で11月１日〜９
日に同ホームへ。

11/

29
●木

3考えてみよう 女性の健康とお酒

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a 

761-7339f734-1690c50人（先着）y無料e電話かファクス、メール
（m kenko.CWO@city.fukuoka.lg.jp）、来所で11月１日以降に同課へ。空
きがあれば当日も受け付けます。

12/

1
●土

2 C
セ デ ッ ク

EDEC＋KYUSHU　
九州から切り開く、クリエイティブの新境地へ

　海外でも活躍するゲーム制作者を講師に迎え、勉強会や最新ゲーム
の体験会を実施。詳細はホームページで確認を。d午前10時〜午後６時
半l九州産業大学（東区松香台二丁目）iCEDEC＋KYUSHU事務局a712- 
6272y一般5,000円、学生2,500円（早期割引等あり）eチケットはホーム
ページで購入を。

12/

1
●土

3友泉亭公園　季節の折り紙教室

　抹茶サービス付き。未就学児は参加不可。d午前９時45分〜10時45
分、11時〜正午li同公園（城南区友泉亭）a･f711-0415c各15人

（先着）y500円（入園料別）e電話で11月１日午前９時以降に同公園へ。

催し情報BOX 福岡市政だより
2018（平成30）年11月1日 12催し 講座

教室 講演催し

●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



博多障がい者フレンドホーム

　①「秋祭りin博多」ステージ演奏、出店、動物との触れ合い体験コーナーなど。
②「バーベキュー大会」たこ作りも楽しめます。d11月①17日㈯午前11時〜午後
３時②25日㈰午前11時〜午後２時l①南福岡特別支援学校、同ホーム（いずれも
博多区西月隈五丁目）②同ホームi同ホームa586-1360f586-1397t①不問②
市内に住む障がいのある人（介助者の同伴可）c①なし②40人（抽選）y①入場
無料②500円e①不要②電話かファクス、来所で11月15日までに同ホームへ。

催 し

12/

1
●土

3スポーツ体験塾　スケート＆カーリング教室

d午後１時半〜３時半lパピオアイスアリーナ（博多区千代一丁目）
i市スポーツ協会事業課a645-1233f645-1220t小学生以上c50人

（抽選）y400円eホームページで11月1日〜14日に同課へ。当選者の
み通知。

12/

1
●土

3海から贈るK
カイソウ

AISOクリスマス

　博多湾で採れた海藻の押し葉でクリスマスカードを作ります。詳細
はホームページで確認を。小学生以下は保護者同伴。d午前10時〜
午後０時半l市保健環境研究所（中央区地行浜二丁目）i地行浜いき
ものプロジェクト実行委員会a･f407-6970c30人（先着）y無料e

メール（m jigyohama.ikimono@gmail.com）で11月１日以降に同委員会へ。

12/

1
●土

3輝く女性のつどい

　美容に関する講座や講談など。d午後１時半〜４時lアミカスホール
（南区高宮三丁目）i市シルバー人材センターa643-8200f651-5000 

t60歳以上の女性c280人（先着）y無料eファクスかメール（m hon
bu@fukuoka-sjc.org）で11月１日以降に同センターへ。

12/

8
●土

3アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　
干し柿作り教室

　小学３年生以下は保護者同伴。d午後１時半〜３時li同公園（東
区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020c20人（先着）y200円（入
館料別）e電話で11月８日以降に同公園へ。

12/

8
●土

2東区、よかまち・よかとこ歩
さ

・歩
ん

・歩
ぽ

　
「金印公園と志賀島の夕市を訪ねて」

　金印公園、蒙古塚、香音寺などを巡ります。集合は午前９時40分にJR
香椎線「西戸崎駅」前か10時15分に市営渡船「志賀島」前のいずれかを
選択可。i東区歴史ガイドボランティア連絡会・古賀a090-8395-3783 
f673-0583c30人（抽選）y1,000円（昼食代含む）e往復はがき（〒812-
8653住所不要）に参加者全員の応募事項と希望する集合場所を書い
て11月22日（必着）までに東区生涯学習推進課へ。

12/

8
●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。d12月８日㈯
〜来年１月12日㈯午前９時半〜正午または午後１時〜３時半（全８回の
連続講座）li老人福祉センター東香園（東区香住ケ丘一丁目）a671- 
2213f671-2214t市内に住む60歳以上（過去受講者を除く）c各15人

（抽選）y2,376円e来所で11月24日（月曜日を除く）までに同園へ。

12/

9
●日

3少年団体ジュニアリーダー研修会
「めざせ レクリエーションマスター」

　地域で行われている子どもの活動や行事などを支援する中高生の
養成研修会。d午後３時〜５時l中央児童会館「あいくる」（中央区今
泉一丁目）i青少年健全育成課a711-4188f733-5534t市内に住む中
高生c40人（先着）y無料e市ホームページに掲載、または各市立中・
高校で配布する申込書を郵送かファクス、メール（m kenzenikusei.CB@ 
city.fukuoka.lg.jp）で11月30日（必着）までに同課へ。

12/

9
●日

3動物園　大人のための飼育体験講座

d午前９時15分〜午後２時li同園（中央区南公園）a531-1968f531-
1996t中学生以上c50人（抽選）y無料（入園料別）eはがき（〒810-0037
中央区南公園１-１）で１1月13日（必着）までに同園へ。当選者のみ通知。

12/

12
●水

3定年からはじめるボランティアセミナー

　ボランティア活動の始め方などを学びます。認知症サポーター養成
講座もあり。d午後１時半〜３時半l県立図書館（東区箱崎一丁目）i

県70歳現役応援センターa432-2512f432-2513tおおむね60歳以上
c20人（先着）y無料e電話かファクスで11月12日以降に同センターへ。

12/

22
●土

2 Fukuoka Santa Walk in Kashii（福岡サンタウオークイン
香椎）

　サンタクロースの衣装（中学生以下は帽子のみ）を着て街を歩く
チャリティーイベント。参加料の一部は、こども病院に寄付されます。
小学生以下は保護者同伴。d午後１時半〜３時15分l集合はJR千早
駅、解散は西鉄香椎駅東口広場i香椎サンタウオーク実行委員会a･ 
f673-5211c200人（先着）y高校生以上1,000円（衣装代込み）、３歳
以上中学生以下500円（帽子代込み）、２歳以下無料（衣装なし）eファ
クスかメール（m fukuoka.santawalk@gmail.com）に参加者全員の応募
事項を書いて11月１日〜12月７日に同実行委員会へ。フェイスブック
でも受け付けます。

12/

23
●●日･祝

3親子バドミントン教室

　基本を学んだ後、親子対決やグループ対抗の練習試合を行いま
す。d午前10時〜午後４時lももち体育館（早良区百道二丁目）i市
バドミントン協会･川﨑a090-1197-6999f210-2380t市内に住む小学
生と保護者c30組（先着。１組４人まで）y１組1,000円e往復はがき

（〒814-0161早良区飯倉３-39-７-106）で11月１日以降に同協会へ。

2019
1/

7
●月
他

3市民体育館　モーニングピラティス

d来年１月７日〜３月11日の月曜日午前10時〜11時（１月14日、21日、２
月11日、18日を除く連続講座）li同体育館（博多区東公園）a641-9135 
f641-9139t18歳以上c20人（抽選）y4,200円eはがき（〒812-0045
博多区東公園８-２）かファクスで11月1日〜15日（必着）に同体育館へ。
来所、ホームページでも受け付けます。当選者のみ通知。

2019
1/

9
●水
他

3市生涯スポーツ講座

　スポーツの役割や指導方法などを座学と実技で学びます。履修後
は地域やサークル等に指導者として派遣される市スポーツリーダー
バンクへの登録も可能（有料）。詳細は問い合わせを。d来年１月９日
㈬〜２月10日㈰の間に全15回（連続講座）lあいれふ（中央区舞鶴二
丁目）他i市スポーツ協会事業課a645-1233f645-1220t市内に住
むか通勤する満18歳以上（平成30年４月１日現在）c50人（抽選）y 

2,000円e11月1日から各区情報コーナー、各出張所などで配布する
申込書を郵送かファクスで11月１日〜19日（必着）に同協会へ。

2019
２/

16
●土
他

2全国障がい者ボウリング大会

　①個人戦②団体戦。d来年２月①16日㈯午前10時〜午後３時半②
17日㈰午前９時〜午後３時l博多スターレーン（博多区博多駅東一丁
目）i市障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ中学生以上c①200人
②50チーム（いずれも選考）y①1,000円〜3,000円（クラスにより異な
る）②１チーム3,000円e10月30日からホームページに掲載、または情
報プラザ（市役所１階）、さん・さんプラザ（南区清水一丁目）などで配
布する申込書を郵送か持参で11月２日〜12月１日（必着）に同協会へ。

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
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教室
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Ｒ60倶楽部

　③は希望する部のみの受講可。l①②六本松 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a401-3456f739-6081c①②50人③各20人（いずれも先着）e①②不要③
電話かファクス、メール（m info@r60festa.jp）で11月１日以降に同事務局へ。

内容 日時 費用
①オトナ塾〜「西郷（せご）どん」に同調した福岡士族
の運命 西南戦争を報道した「筑紫新聞」を読む〜

1１／６㈫13：00〜
14：00 無料

②オトナ塾〜「飼い主だけじゃない。ペットと共に健
康寿命を延ばす秘訣（ひけつ）ってな〜に？」

1１／13㈫13：00〜 
14：00 無料

③mif（マイフ）塾のコミュニケーション講座 ▽１部＝
「暮らしに役立つコーチング＆まわしよみ新聞」 ▽２
部＝「脳が若返るコミュニケーション術」

11／24㈯
１部＝12：30〜14:30
２部＝15：00〜16:30

各500円

講座・教室

名島運動公園テニススクール

　基本から学びます。d①11月12日〜12月３日の月曜日午前９時〜10時②11月
14日〜12月５日の水曜日午後５時〜６時l同公園（東区名島二丁目）i同公園テ
ニススクールa・f681-1278tテニス経験１年未満の①４〜12歳②18歳以上c各
８人（先着）y3,240円e電話かメール（m najima-park@oftree.co.jp）、来所で11月
１日以降に同スクール（同公園内）へ。

講座・教室

市職員（公衆衛生医師）を募集
　各区保健福祉センターなどで公衆
衛生に関する業務に従事。採用日は
来年４月１日以降。【資格】採用日現在
65歳未満の医師免許保有者。ただし、
平成16年４月以降に医師免許を取得
した場合は医師法に定められた臨床
研修を修了している必要あり【募集案
内・申込書の配布】地域医療課（市役
所12階）で。市ホームページにも掲載
【申込期間】12月14日（必着）までi同
課a711-4892f733-5535
①東区②南区地域保健福祉課保
健師（臨時的任用職員）を募集

　各種健診の問診、健康相談などに
従事。【資格】保健師の有資格者。他
要件あり【任用期間】①12月25日〜来
年３月31日②12月18日〜来年２月17日

（いずれも再任用あり）【募集案内・申
込書の配布】①各区保健福祉センタ 
ー地域保健福祉課、情報プラザ（市役
所１階）で。市ホームページにも掲載。
②市ホームページに掲載【申込期間】
①10月25日〜11月22日（必着）②11月
16日までi①東区地域保健福祉課a 

645-1088f631-2295②南区地域保健
福祉課a559-5133f512-8811

サービス業等合同会社説明会
　地元企業約20社が参加。詳細はホ 
ームページで確認を。d11月８日㈭午

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。

後１時〜５時（受け付けは午後０時20
分〜４時半）l天神ビル11階10号会
議室（中央区天神二丁目）i県若者し
ごとサポートセンターa720-8832f 

725-1776t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
市立高等学校長（任期付職員）を
募集

　【資格】国公立の高等学校長として
24月以上の勤務経験を有する人。他
要件あり【採用予定日】来年４月１日
【募集案内・志願書の配布】教職員第
１課（市役所11階）、情報プラザ（同１
階）、各区情報コーナー、各出張所な
どで。市ホームページにも掲載【申込
期間】11月15日（消印有効）までi同課
a711-4612f733-5536
福岡コンベンションセンター職員
を募集

　福岡国際会議場（博多区石城町）
で、催事運営支援などに従事する総
合職（事務系または技術系）を募集。
資格要件あり。【採用予定日】来年４月
１日【募集案内の配布】ホームページ
に掲載【申込期間】11月22日（必着）ま
でi同センター総務課a262-3364f 

262-4701
高齢者のための職種別（調理補助）
講習会

　食料品製造業等で必要とされる食
品衛生や調理（介護食含む）の基礎を
学びます。d11月27日㈫午前10時〜午
後４時、28日㈬午前10時〜午後３時半

（連続講座）lももちパレス（早良区
百道二丁目）i県70歳現役応援セン
ターa432-2540f432-2513tおおむ
ね60歳以上c25人（先着）y無料eホ 
ームページに掲載、または情報プラザ

（市役所１階）、各区情報コーナー、各
出張所、各公民館などで配布するチ
ラシ裏面の申込用紙をファクスで11
月１日以降に同センターへ。電話でも
受け付けます。

市立学校の臨時教職員を募集
　申込書は教職員第１課（市役所11
階）で配布、市ホームページにも掲
載。随時受け付け【資格】今年度また
は来年度に勤務できる教員免許保有
者（養護教諭を含む）i同課a711-4754 
f733-5536
介護セミナー「はじめよう介護の
仕事」

　基礎的な知識・技術・仕事内容を学
びます。事業所ブースでの個別説明も
あり。d12月10日㈪午後１時半〜４時
lTKP博多駅前シティセンター（博多
区博多駅前三丁目）i県介護老人保
健施設協会事務局a522-1442f522-
1480c60人（先着）y無料e電話かファ
クス、メール（m info@frk.gr.jp）で11月
１日以降に同事務局へ。空きがあれば
当日も受け付けます。
特別支援学校・特別支援学級嘱託
員を募集

　【募集職種】特別支援学校介助員、
給食介助員、特別支援学級嘱託員、特
別支援学級介助員【募集案内・申込書
の配布】市発達教育センター（中央区
地行浜二丁目）、各特別支援学校、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】11月14日（消印有
効）までi同センターa845-0015f 

845-0025

福岡地区職業訓練協会の講習
　①第二種電気工事士（実技）直前講
習②仕事に必要なワード＆エクセル
講習③エクセル中級データベースと
実務関数講座④ワード中級DTP機能に
よるデザイン講座⑤パソコン「イラス
トレーター」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。l①②同協会（東
区千早五丁目）③④⑤アミカス（南区高
宮三丁目）i同協会a671-6831f672- 
2133

無料調停相談会
　民事・家事調停委員が金銭、交通事
故、家庭内の問題などの相談に応じ
ます。d11月17日㈯午前10時半〜午後
３時半l岩田屋新館７階（中央区天神
二丁目）i福岡民事調停協会a781-
3141（内線3892）y無料e不要

相 談

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 電話 ファクス 実施
曜日

市役所 711-4019 733-5580 月〜水
東区役所 645 -1011 651-5097 木
博多区役所 419 -1013 452-6735 水
中央区役所 718 -1014 714-2141 金
南区役所 559-5010 562-3824 火
城南区役所 833-4010 844-1204 金
早良区役所 833-4308 846-2864 月
西区役所 895-7008 885-0467 木
　※時間は午後１時〜４時。１人25分。

行政書士による無料相談会
　成年後見制度の利用、財産管理や
生活・療養看護等の契約、遺言・相続
などの相談に応じます。i成年後見セ
ンターあい愛サポートa673-6696f 

674-3358y無料e不要
日時 場所

12／２㈰
9:30〜12:00

ふくふくプラザ６階（中
央区荒戸三丁目）

12／２㈰
13:00〜15:00

な みきスクエア１階
（東区千早四丁目）

12／12㈬
9:00〜12:00

ももちパレス３階（早
良区百道二丁目）

境界問題無料相談会
　近隣との境界に関する問題、土地・
建物に関する測量や登記などについ
て、土地家屋調査士が相談に応じま
す。d11月21日㈬午後１時〜４時（受
け付けは午後３時半まで）li県土地
家屋調査士会（中央区舞鶴三丁目 ラ
イフピア舞鶴２階）a741-5780f731-
5202y無料e不要

医師による不妊専門相談
d11月28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11月１日以降に同センターへ。
「女性の人権ホットライン」強化週間
　女性に対する暴力、セクシュアルハ
ラスメント、ストーカー行為などの相
談に電話で応じます。【相談専用電話】
a0570-070-810d11月12日㈪〜18日
㈰午前８時半〜午後７時 ※17日㈯、
18日㈰は午前10時〜午後５時i福岡
法務局人権擁護部a739-4151f722-
6183y無料e不要
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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

相談



細は問い合わせを。i産業廃棄物指
導課a711-4303f733-5907
市子ども家庭支援センター「ＳＯＳ
子どもの村」が移転します
　11月９日㈮に中央区赤坂１-３-14に移
転します。現在のセンター（中央区今
川２-14-３）は６日まで利用可、７日は休
業、８日は電話相談のみ受け付け可。
i同センターa737-8656f737-8665

赤い羽根共同募金運動にご協力を
　集まった募金は、民間の地域福祉活
動や災害時の支援に活用されます。i

県共同募金会福岡市支会a720-5350 
f713-0778
「子どもプラザ」の事業運営団体
を募集

　南区おおはし子どもプラザ、城南
区子どもプラザの運営団体を募集。
詳細は市ホームページで確認するか
問い合わせを。【募集期間】11月１日〜
28日。i事業企画課a711-4114f733- 
5718

さいとぴあ（西部地域交流センター・
西部図書館・西部出張所）の臨時休館

　点検のため、11月24日㈯は休館しま
す。i同館a807-8900f807-8895

再来年３月31日【申し込み】11月１日か
ら市ホームページに掲載、または西部
工場で配布する参加要領で詳細を確
認の上、11月１日〜14日に同工場へ持
参。i同工場a891-3433f891-0171
友泉亭公園　紅葉のフォトコンテ
スト

　同公園内で撮影した写真を募集。
詳細は問い合わせを。li同公園（城
南区友泉亭）a・f711-0415c50人（先 
着。１人１点まで）y無料（撮影時は入
園料が必要）e持参で11月１日以降
に同公園へ。
①「歯科節目健診」②「歯周病予防
教室」を受けましょう

　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。i①口腔（こう
くう）保健支援センターa711-4396f 

733-5535②健康づくりサポートセンタ 
ーa751-2806f751-2572t市内に住む
①満35、40、50、60、70歳②18歳以上

PCB使用安定器は市へ届け出を
　昭和52年３月以前に建築、改修され
た建物にはPCB（ポリ塩化ビフェニー
ル）を使用した蛍光灯安定器などが
設置されている可能性があります。
PCBを使用した蛍光灯安定器などは
2021年３月までに処分が必要です。詳

人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d11月10日㈯午後１時半〜４時lふく
ふくプラザ５階（中央区荒戸三丁目）
i日本オストミー協会福岡市支部a･ 
f553-2141y無料e不要
高齢者・障がい者のための無料法
律相談会

　成年後見制度や相続・遺言などの
相談に応じます。d①11月12日㈪②
11月22日㈭③12月10日㈪④12月20日
㈭いずれも午前10時〜午後３時l①
③なみきスクエア（東区千早四丁目）
②④あいれふ（中央区舞鶴二丁目）i

高齢者・障害者安心サポートネットa 

737-2345（午前９時〜午後５時）f737-
0500y無料e希望日の前日までに電
話で予約を。
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。d11月17日
㈯午前10時〜午後４時l博多市民セ
ンター（博多区山王一丁目）i県行政
書士会a641-2501f641-2503y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。d12月５日㈬午後１時
〜４時li天神弁護士センター（中央
区渡辺通五丁目）a738-0073t家族
や恋人、友人などを自死（自殺）で亡く
した人や支援者y無料e電話で同セ
ンターへ。

県若者自立相談窓口を開設
　高校中退などで進路が決まってい
ない若者の相談に電話やメール（info@ 
wakamado.net）、来所（要事前連絡）で
応じるほか、訪問も行います。o月〜
土曜日午前10時〜午後７時（祝休日・年
末年始を除く）li同窓口（大野城市
雑餉隈町四丁目）a･f710-0544

労働トラブル相談会
　職場のいじめ、解雇などについて
電話や面談で相談に応じます。d11
月11日㈰午前10時〜午後６時（受け付
けは終了30分前まで） ※弁護士相談
は午後２時からli福岡労働者支援
事務所（中央区赤坂一丁目 県福岡西
総合庁舎５階）a735-6149f712-0497 
y無料e不要

来年度奨学生を募集
　保護者が市内に住み、来年４月に県

内の高等学校、高等専門学校、専修学
校高等課程に進学予定で、学費の支
払いが困難な人に奨学金を貸し付け
ます。卒業後に返還が必要。【金額（予
定）】 ▽ 公立＝月額１万円、１万5,000
円、１万8,000円のいずれかと入学資金
５万円 ▽私立＝月額１万円、１万5,000
円、２万5,000円のいずれかと入学資
金10万円【申し込み】10月26日以降に
各中学校で配布する願書に記入の上、
保護者の平成30年度所得証明書を添
付し、在学する中学校へ提出してくだ
さい。詳細は市教育振興会に確認を。
i同会a721-1709f721-1739
まもるーむ福岡の休館

　改修のため、11月19日㈪から来年２
月末まで休館します。i同施設a831-
0669f831-0670

新しい水洗化区域のお知らせ
　10月25日から次の区域の一部が新
しく水洗化（下水処理）区域になりまし
た。【早良区】四箇一丁目、内野三丁目
【西区】拾六町一丁目、大字女原、今津、
大字桑原。水洗化区域になった各家庭
では次のように改修してください。 ▽

くみ取り便所は３年以内に水洗便所に
改造する（貸付制度あり） ▽風呂、台所
などの雑排水は６カ月以内に排水設備
を設置し下水管（汚水管）に流す ▽排
除方式が分流式になっている区域の
汚水は汚水管へ、雨水は側溝か雨水
管に流れるように接続する。i下水道
事業調整課a711-4428f733-5533（貸
付制度は下水道管理課a711-4534f 

733-5596）

マンション管理士を派遣します
　派遣は無料で１年度に１回（大規模
修繕や長期修繕計画に限り、２回まで
可）。詳細は問い合わせを。i住宅計
画課a711-4598f733-5589t市内の
分譲マンション管理組合
音訳図書の校正ボランティアを
募集

　視覚障がい者向けの音訳図書が正
しく読まれているかを校正するボラン
ティアを募集。11月30日㈮に面接・選
考試験あり。12月〜来年２月の第３金
曜日午前に行う講習会への参加も必
要。学生不可li点字図書館（早良区
百道浜三丁目）a852-0555f852-0556 
eはがき（〒814-0001早良区百道浜３-
７-１）に応募事項と職業、志望動機、音
訳経験がある人はその旨を書いて11
月15日（消印有効）までに同図書館へ。
来所でも受け付けます。
西部工場焼却灰運搬業務委託の公
募型見積もり合わせを実施します

　【業務内容】西部工場（西区拾六町）
で発生する焼却灰の運搬業務【履行
場所】西部工場〜西部（中田）埋立場

（西区今津）【履行期間】来年４月１日〜

義援金を募集しています
　来年３月31日㈰まで被災地への義援金を募集しています。 ※④は、市役所、各
区役所、各出張所に義援金箱も設置（土日祝日は市役所１階証明サービスコー
ナーのみ設置）。i防災・危機管理課a711-4056f733-5861

対象 銀行 本支店 口座番号 口座名義
①平成28年熊
本地震

西日本シティ銀行 天神支店 3087408 熊本地震福岡市義
援金福岡銀行 本店営業部 6558248

② 平成29年７
月九州北部豪
雨

西日本シティ銀行 天神支店 3113580 平成29年九州北部
豪雨災害義援金福岡銀行 本店営業部 6650632

③ 平成30年７
月豪雨

西日本シティ銀行 天神支店 3130993 平成30年７月豪雨
災害福岡市義援金福岡銀行 福岡市庁内支店 1060261

④平成30年北
海道胆振（いぶ
り）東部地震

西日本シティ銀行 天神支店 3133716 北海道胆振地方中
東部地震災害福岡
市義援金福岡銀行 福岡市庁内支店 1060563

　※いずれも普通預金口座。上記２銀行の本支店の窓口からの振込手数料は無
料です。窓口で義援金である旨を伝えてください。

平成30年分給与所得の年末調整説明会
　各法人、個人事業者宛てに必要書類を郵送しますので、持参してください。i

各所轄税務署
日時 会場 所轄税務署 対象区

11／13㈫ 13：30〜15：30 ももち文化センター
（早良区百道二丁目）西福岡a843-6211 早良区

11／14㈬ 10：00〜12：00 城南区・西区

11／19㈪ 13：30〜15：30 なみきスクエア
（東区千早四丁目） 香椎a661-1031 東区

11／20㈫ 10：00〜12：00
市民会館

（中央区天神五丁目）

博多a641-8131 博多区・東区
13：30〜15：30

11／21㈬ 10：00〜12：00 福岡a771-1151 中央区・南区
13：30〜15：30

お知らせ

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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博多織特別販売会
d10月31日㈬〜11月11日㈰午前11時〜
午後５時y入場無料
反物巻き取り選手権
　期間中１位の人には、博多織のグッズ
を進呈。d11月４日〜25日の日曜日午後
１時〜２時y無料e不要
法世さんの図画教室
　完成した絵は「博多町家思い出図画
展」に出品。d11月24日㈯、12月１日㈯午
後１時〜３時（連続講座）l冷泉公民館

（博多区上川端町）t40歳以上c20人（先 
着）y1,000円e電話かファクスで11月１
日以降に同館へ。

　※いずれも入園料別。
かみつえ木工クラフトワークショップ
　日田市上津江町の木を使って人形を
作ります。d11月３日（土・祝）、４日㈰午前10
時〜午後３時（受け付けは９時半から）y

無料e不要
世界の植物っておもしろい
　ウオークラリーをしながら世界の珍し
い植物について学びます。d11月24日
㈯午前９時半〜正午（受け付けは９時か
ら）c30人（先着）y無料e不要
花と緑のまちかど写真展
　花や緑をテーマにした写真コンテスト
の入賞作品を展示します。d11月27日㈫
〜12月24日（月・休）y無料

親子体験教室〜リースづくり〜
　園内の植物を使って作ります=写真。
d12月１日㈯午後１時半
〜３時半t小学生と保護
者c18組（抽選。１組３人
まで）y無料e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11月１日
〜17日（必着）に同園へ。ホームページで
も受け付けます。
園芸講座	〜プチ盆栽づくり〜
d12月８日㈯午後１時半〜３時半c20人

（抽選）y2,500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11月1日〜24日（必着）に同
園へ。ホームページでも受け付けます。

　※いずれも無料。申し込みは電話で
11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。d11
月24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。d11月24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）

　※中学生以下は保護者同伴。臨時バ
スの運行はありません。
森のクリスマスリースウイーク
　油山の木の実とつるで作ります。d11
月30日㈮〜12月２日㈰午前10時半〜正
午、午後２時〜３時半c各20人（抽選）y

１人200円（１作品につき別途300円）e

往復はがきに応募事項と希望日時を書
いて11月９日（必着）までに同施設へ。
ホームページでも受け付けます。
草原でバードウオッチング
　集合・解散はもーもーらんど油山牧場

（南区柏原）。d12月９日㈰午前９時半〜
午後１時c40人（抽選）y200円e往復
はがきで11月16日（必着）までに同施設
へ。ホームページでも受け付けます。

　※いずれも無料、対象は①犬・猫②犬
を飼っている人、飼う予定の人。
①ずっと一緒に暮らすための犬猫よろ
ず相談
　犬・猫のしつけやトリミングの方法、健
康管理、飼い主の万が一に備える「ペッ
ト信託」などの相談に応じます（ペット信
託相談のみ要予約）。d11月18日㈰午後
１時〜４時eペット信託相談のみ、電話
で11月１日〜16日に同相談室へ。
②ドッグフードの達人になろう〜愛犬の
ごはん講座〜
　犬の同伴不可。d11月30日㈮午後２時
〜４時c20人（先着）e電話で11月１日
午前８時半以降に同相談室へ。

11月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。②は上履きと床に敷くタオルなどを持参、会場は南体育館

（南区塩原二丁目）。③の会場はエルガーラ･パサージュ広場（中央区天神一丁目）。
y①〜③無料④200円e①〜③不要④電話で11月６日以降に同会館へ。

アミカス相談室（日常生活でのさまざまな問題についての相談）

12月の講座
　いずれも先着。y①〜④⑦〜⑬無料
⑤350円⑥500円e電話かファクス、来所
で11月１日以降に同センターへ。ホーム
ページでも受け付けます。

内容 定員
①介護ベッドを正しく使おう　
12／１㈯ 11:00〜13：00 15人

②すぐに役立つ介護講座　
12／４㈫10:00〜16:00 25人

③急病の時に慌てない　
12／５㈬13：30〜15：30 35人

④入浴用具の活用と足浴　
12／６㈭10:00〜12：00 20人

⑤自助具製作教室（片手で使える瓶
オープナー）　12／８㈯14:00〜16：00 10人

⑥テーマ別料理教室「食べやすいお
せち料理」　12／11㈫10:00〜13:00 30人

⑦覚えておこう 災害への対応　
12／12㈬13:30〜15:30 35人

⑧心地よい排泄（はいせつ）のため
に　12／13㈭10:00〜12:00 20人

⑨ベッドの上でらくらく移動　
12／15㈯11:00〜13:00 15人

⑩災害時、知って役立つ知識と技術
12／19㈬13:30〜15:30 35人

⑪おむつを知って上手に当てよう　
12／20㈭10:00〜12:00 20人

⑫生活に活（い）かすカラーセラピー
12／21㈮14:00〜16:00 40人

⑬生活を助ける「自助具」　
12／27㈭10:00〜12:00 20人

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。

STARRY	NIGHT	JAM（スターリーナイト
ジャム）	スペシャルトークLive（ライブ）！	
オーロラ
　アラスカ（米国）からの生中継など、さ
まざまなオーロラの映像を上映します。
d12月１日㈯午後４時〜４時50分、５時半
〜６時20分c各220人（先着）y中学生以
上1,600円、小学生以下800円（座席を必
要とする未就学児はチケットが必要）
e11月14日㈬午後４時以降に同館３階チ
ケットカウンターでチケットを販売（１人
５枚まで）。インターネットで購入できる
電子チケットもあります。

秋まつり「博多商店」
　博多織や博多人形、畳など、12の「もの
づくり体験」（先着順）や、パン・野菜など
の販売=写真、「博多にわか」のライブな
ど。d11月10日㈯、11日㈰午前10時〜午
後６時（最終日は４時
まで）y入場無料（体
験は有料）e不要。
体験は午前10時から
整理券を配布。
肥後の民工芸品展	〜台所の風景〜
　調理器具や日用品約70点を展示・販
売。d11月15日㈭〜20日㈫午前10時〜
午後６時（最終日の展示は３時まで）y入
場無料

１月からはじまる幼児体育クラブの参加者を募集
　詳細はホームページで確認を。e往復はがきに応募事項と性別を書いて12月２日

（必着）までに同会館へ。

内容 日時 対象・定員
①みんなであそぼう（ドッヂビー） 11／11㈰13:30〜14:30 小中高生
②あかちゃんといっしょ

（乳幼児の親子あそび） 11／14㈬10:30〜11:30 まだ一人で歩けない乳幼児

③FUKUOKA児童館フェスティバル 11／18㈰11:00〜15:00 幼児〜高校生
④木育おもちゃの広場 11／28㈬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。

相談名 相談方法 日時 電話

総合相談 電話
面接（要予約）

月〜土曜日 10:00〜17:00

526-3788

日・祝休日 10:00〜16:30
第２・４月曜日（祝
休日を除く） 10:00〜20:00

法律相談 面接（要予約） 第１〜４水曜日
（祝休日を除く） 13:00〜16:00

お仕事帰りの法律相談 面接（要予約） 第４月曜日（祝休
日を除く） 18:00〜20:00

男性のための相談ホットライン 電話 第１〜３月曜日
（祝休日を除く） 19:00〜21:00 526-1718

ＤＶ（ドメスティックバイオレン
ス）相談ダイヤル 電話 水・木曜日 10:00〜16:00 526-6070

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） 12／８㈯10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円

（食事付き）
②30歳代のヘルシース
クール（個別健康相談）

12／９㈰、23（日･祝）
14：00〜16：00 各10人（先着） 無料

③楽しくおいしく健康
料理教室 12／15㈯10:00〜13:30 24人（先着） 1,000円

（食事付き）
④ニコニコペース健康
教室（ウオーキング） 12／15㈯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）

来年１／10〜31の木曜日（４
回）、３カ月後のフォロー教室

（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

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

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

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）

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

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）

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）

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

「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）

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）

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）

市民防災センター
〒814-0001 早良区百道浜一丁目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
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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


