
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。
以下の内容は市ホームページ（「福岡市 救急医療・消防」で検索）にも掲載しています。

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（２月前半の日・祝日）
２月３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
２月10日㈰

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
２月11日（月・祝）

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

　※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。

2/

5
●火
他

2２月は生活習慣病予防月間
「食を通じた健康づくりをすすめよう」パネル展

d２月５日㈫〜８日㈮午前10時〜午後５時（５日は午後１時から。８日は正
午まで）l市役所１階多目的スペースi健康増進課a711-4374f733-
5535y無料

2/

9
●土
他

2海づり公園　バレンタイン海づり体験

　手ぶらで釣りを楽しめます。昼食に「鯛
（たい）めし」付き。d２月９日㈯〜11日（月・祝）
午前10時〜午後２時（受け付けは午前10時
半まで）li同公園（西区小田）a809-2666 
f809-2669t高校生以上のペアc各日15組

（先着）y１組2,000円（通常料金の半額程
度）e不要

2/

10
●日

3今津リフレッシュ農園　園芸教室

　季節の花の寄せ植え、コケ玉作りを行います。d午前10時〜正午li

同農園（西区今津）a806-2565f806-2570c20人（抽選）y1,000円e

電話か来所で２月３日午前８時45分〜午後１時に同農園へ。

2/

12
●火
他

2雇用と労働のルール・パネル展

d２月12日㈫〜15日㈮午前８時45分〜午後５時15分（15日は４時まで）l

中央区役所１階i県福岡労働者支援事務所a735-6149f712-0497y

無料

2/

13
●水

2多様な人との交流の場「共働カフェ」

　NPO、企業、行政などさまざまな人が集います。市内で活動するNPO
の紹介もあり。d午後６時半〜９時l市役所15階講堂i市民公益活動
推進課a711-4283f733-5768c50人（先着）y無料e電話かファクス、
メール（m koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と団体に所属す
る人は団体名も書いて２月１日以降に同課へ。

2/

13
●水
他

2市中学校美術展

　市立中学校および特別支援学校の生徒が制作した作品約5,000点
を展示します。d２月13日㈬〜17日㈰午前10時〜午後６時（入館は５時
半まで）l県立美術館（中央区天神五丁目）i城西中学校a821-0938 
f852-7145y無料

2/

14
●木

4
歯科講演会　①知って得する 健

けんこう

口情報
②いつまでも美

お い

味しく食べるための健口体操
　講師は①九州大学大学院歯学研究院口腔（こうくう）予防医学分野
助教の竹内研時氏②県歯科衛生士会の古賀直子氏。d午後２時〜４時

（受け付けは１時半から）lあいれふ10階（中央区舞鶴二丁目）i口腔
保健支援センターa711-4396f733-5535t市内に住むか通勤・通学
する人c100人（先着）y無料e不要

2/

15
●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。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@city.fukuoka.lg.
jp）で同課へ。

2/

16
●土

3市美術館
つきなみ講座「休館中の所蔵作品の保存・修復」

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

2/

16
●土

2スポーツフェスタ

　体力測定の他、ラージボール卓球やソフトバレーボール、バドミント
ンなどさまざまな種目を体験できます。屋内用運動靴を持参。d午後
１時〜４時l市民体育館（博多区東公園）i市スポーツ協会事業課
a645-1233f645-1220y無料e不要

2/

16
●土

2南障がい者フレンドホーム
糸島のカキ小屋で食事＆お買い物

d午前10時〜午後４時l集合･解散は同ホーム（南区清水一丁目）i

同ホームa541-5858f541-5856t市内に住む障がい児・者と介助者
c15人（抽選）y食事代、買い物代などe電話かファクス、来所で２月８
日までに同ホームへ。

2/

16
●土

2生きものと私たちのくらしトーク・カフェ
シロウオおどる室見川

　ゲストはシロウオの産卵場保全活動を行う福岡大学工学部助教の
伊豫岡宏樹氏。d午後２時〜４時半l赤坂公民館（中央区赤坂二丁
目）i環境調整課a733-5389f733-5592c40人（先着）y無料e電話
かファクス、メール（m k-chosei.EB@city.fukuoka.lg.jp）で同課へ。

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

応 募 事 項
電話以外で申し込む場合は次の	応募事項	を書いてください。
　●	催し名など（コースも）	 　●	郵便番号・住所
　●	氏名（ふりがな）	 	 　●	年齢
　●	電話番号	 	 	 　●	小中高生は学年
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教室 講演

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

同公園



アクロス福岡

　いずれも全席指定。詳細は問い合わせを。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

電話か来所（アクロス福岡２階）で問い合わせ先へ。ホームページでも受け付け
ます。ローソンチケット、チケットぴあでも販売。

公演名 日時 費用

ウィーン チェロ・アンサンブル ５＋１２／21㈭19：00〜 Ｓ席7,000円、Ａ席5,600円
（学生券2,800円）

クリスチャン・ツィメルマン ピアノ
リサイタル ３／９㈯17：00〜 Ｓ席9,000円、Ａ席7,000円

（学生券3,500円）

催 し

2/

16
●土

4ココロンセミナー「絵本『いのちの花』からのメッセージ
〜私たちにとっての人権・同和問題〜」

　県人権研究所副理事長・そのだひさこ氏による講演。d午後２時〜４
時liココロンセンター（中央区舞鶴二丁目 あいれふ８階）a717-1237 
f724-5162c70人（先着）y無料eはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-
１）かファクス、メール（m jinkenkeihatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp）で同
センターへ。空きがあれば当日も受け付け可。

2/

16
●土

2本当は面白い「技能職」発見＆体験事業
おしごと紹介イベント

　左官、タイル張工、めっき工などの事業者・技能職者が紹介します。
d午後１時〜４時l福岡商工会議所ビル（博多区博多駅前二丁目）i

市技能職団体連合会a631-7320f631-7321t中学生以上y無料e

電話かファクスで２月12日までに同連合会へ。

2/

16
●土

2松風園　貝合わせ〜宝尽くし「隠れ笠」〜

　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）af524-8264c10人（先着）y3,500円（入園料別）e電話かファ
クスで同園へ。

2/

16
●土

3自転車安全利用推進員講習会

　自転車安全教育・啓発などを行う推進員を養成するための講習。申
込方法など詳細は情報プラザ（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中の申込書か市ホームページで確認を。
d午前10時〜正午l市役所15階講堂i生活安全課a711-4061f 

711-4059t市内に住むか通勤する人c250人（先着）y無料

2/

16
●土

3楽水園　茶花の入れ方教室

　茶席に飾る花の入れ方を学びます。d午後１時半〜３時li同園
（博多区住吉二丁目）af262-6665c10人（先着）y2,000円e電話か
ファクスで２月１日以降に同園へ。

2/

17
●日

3桧原運動公園　ノルディックウオーキング教室

　２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
（４km歩きます）。d午前９時半〜正午li同公園（南区桧原五丁目）

a566-8208f566-8920c20人（先着）y無料（ポールレンタル代500
円）e電話か来所で２月８日午前９時以降に同公園へ。

2/

18
●月

3ホームヘルパースキルアップ研修
高次脳機能障がい者への対応

d午前10時〜午後３時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市障
がい者基幹相談支援センターa406-2580f738-3382t現職のホーム
ヘルパー・サービス提供責任者などc50人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m kikancenter@fc-jigyoudan.org）で２月１日以降に
同センターへ。

2/

19
●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〜なんでも相談室〜

　パソコンの操作などについて質問できます。d２月19日〜３月12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）y無料e電話かファクス、メール（m y.ooba01＠fc-
jigyoudan.org）、来所で２月１日〜８日に同ホームへ。

2/

21
●木

3赤煉
れ ん が

瓦夜話「本の行く末」

　梓書院代表取締役会長の田村明美氏がこれまで関わってきた同人
誌・本作りなどについて話します。d午後６時半〜８時l市文学館（中
央区天神一丁目 市赤煉瓦文化館内）i市総合図書館文学・文書課
a852-0606f852-0609c50人（抽選）y無料e電話かファクス、メール

（m library-bungaku.BES@city.fukuoka.lg.jp）で２月11日までに同課
へ。落選者のみ通知。

2/

23
●土

2路線バスにのって農体験 in かなたけの里公園

　だいだい酢作り、竹とんぼ作りを体験します。d午前10時10分〜午
後０時40分l集合・解散は地下鉄橋本駅i交通計画課a711-4393 
f733-5590t小学生以上（小学生は保護者同伴）c30人（抽選）y中
学生以上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２月15日（必着）までに同課へ。当選者のみ通知。

2/

23
●土

3もーもーらんど油山牧場　手作りアイスクリーム教室

d午前11時〜正午li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040t

小学４年生以上c24人（先着）y300円e電話かファクスで２月１日以
降に同牧場へ。

2/

23
●土

3月隈パークゴルフ場　バラの育て方講座

　講義と実習で学びます。d午前10時〜正午、午後１時〜３時li同
ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a504-5333f586-5388t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２月１日以降に同ゴルフ場へ。

2/

23
●土
他

3高齢者スキルアップかんたん駐車教室

　受講者は自家用車で集合してください。d２月23日㈯、３月２日㈯午
前10時半、11時15分、午後１時、１時45分、２時半から ※各回の内容は
同じl市役所指定車駐車場i生活安全課a711-4061f711-4059tお
おむね65歳以上の運転者c各回２人（先着）y無料e電話かメール

（m seikatsuanzen.CAB@city.fukuoka.lg.jp）で２月１日以降に同課へ。
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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		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演

ふくおかどうぶつ相談室

li同相談室（西区内浜一丁目）a891-1231f891-1259t①不問②は犬猫を③
は犬を飼っている人、飼う予定の人（③は市内に住んでいる人のみで、犬の同伴
不可）c①②なし③20人（先着）y無料e①不要②③電話かファクスで②２月１
日〜15日③２月１日以降に同相談室へ（②はペット信託相談のみ要予約）。

内容 日時
①わんにゃんよかイベント（犬の手入れ、猫の譲渡会、子
ども向けの紙芝居など。雨天の場合は内容変更あり） ２／３㈰10：00〜14：00

②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、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）

２／17㈰13：00〜16：00

③ドッグフードの達人になろう〜愛犬のごはん講座〜 ２／27㈬14：00〜16：00

催 し



市植物園

l① ▽３月10日まで＝同園（中央区小笹五丁目） ▽３月11日以降＝アクロス福岡コ
ミュニケーションエリア（中央区天神一丁目）②③同園i同園a522-3210f522-
3275y①③無料②1,500円（いずれも同園の入園料別）e①不要②③往復はがき

（〒810-0033中央区小笹５-１-１）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２月１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。

内容 日時 定員

①植物画コンクール入賞
作品展

２／23㈯〜３／10㈰9：00〜17：00（入園は
16：30まで）、３／11㈪〜17㈰10：00〜18：
00 ※17日は16:00まで

なし

②園芸講座〜多肉植物を
育ててみよう〜 ２／27㈬13：30〜15：30 20人（抽選）

③旬の植物ガイド ３／９㈯13：30〜15：30 50人（抽選）

催 し市総合図書館　おはなし会

　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。li同館（早良区百道浜三丁目）a852-0600f852-0609t０〜２歳児と
保護者、幼児、小学生c各50人（先着）y無料e不要

催 し

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会 
チケットの一般先着販売が始まりました

　福岡会場はレベルファイブスタジアム（博多
区東平尾公園二丁目）です。iラグビーワール
ドカップ2019組織委員会チケットカスタマーセ
ンターa0570-09-2019（午前10時〜午後６時）
hhttps://www.rugbyworldcup.com/ticketsy福
岡会場は大人3,000円から ※一部子ども料金
ありeホームページで受け付けます。

催 し

2/

23
●土
他

2福岡アジアアートウィーク2019 t
ザ

he fi
ファインダーズ

nders

　①福岡を拠点に活動するthe perfect me（ザ パーフェクト ミー）など
のアーティストによる音楽ライブ②写真家のハービー・山口氏や雑誌

「POPEYE（ポパイ）」「BRUTUS（ブルータス）」等の発行人である石渡健文氏
らによるレクチャー。詳細はホームページで確認を。d２月①23日㈯午
後５時半〜８時②24日㈰午前10時〜午後５時l市科学館（中央区六本
松四丁目）iファインダーズ事務局a050-6874-2027m contact@finde
rs2019.comc①300人②各回50人（いずれも先着）y①1,500円②各回
1,000円（いずれも当日は500円増し）eホームページで受け付けます。

2/

24
●日

3緑のコーディネーターによる体験講座
フラワーアレンジメント（リースガーデン）

　アネモネやスイートピーなど早春の植物を使
い、リース状にアレンジします。d午後２時〜４時
l博多市民センター（博多区山王一丁目）i市
緑のまちづくり協会みどり課a822-5832f822-
5848c20人（抽選）y1,800円eはがき（〒814-
0001早良区百道浜２-３-26）かファクスで２月７日

（必着）までに同課へ。ホームページでも受け付
けます。

2/

24
●日

3市民防災センター　新米パパママ応急手当て講習会

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

2/

24
●日

3雁の巣レクリエーションセンター
補助輪なしはこわくない 自転車乗り方安全教室

　自転車は無料で貸し出します。持ち込みも可。d午前９時半〜11時
半li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t補助輪なしの
自転車に乗るのが苦手な５歳〜小学３年生と保護者のペアc30組（抽
選）y１組500円e往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）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２
月15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。

2/

24
●日

4一般公開講座「日本語ボランティアの果たす役割」

　外国人向けの日本語教室で日本語を教えるボランティアについて
の講演会。日本語教室の紹介もあり。d午後１時〜４時lアクロス福岡
セミナー室２（中央区天神一丁目）i福岡よかトピア国際交流財団
a262-1724f262-2700c20人（先着）y無料eファクスかメール（m nih
ongo@fcif.or.jp）で２月１日以降に同財団へ。

2/

24
●日

2博多障がい者フレンドホーム
一日農業体験＆クリームシチュー作り

　農業体験ではブロッコリーの収穫を行います。d午前10時半〜午後
２時li同ホーム（博多区西月隈五丁目）a586-1360f586-1397t市
内に住む障がい児・者（家族ときょうだい児も参加可）c８組（抽選。１組
２人まで）y１人500円e電話かファクスで２月１日〜16日に同ホームへ。

2/

26
●火

3みて、きいて、安心 食の安全塾
〜体験 身の回りに潜む細菌編〜

　簡単な実験で家庭に潜む身近な細菌を観察し、食中毒の予防方法
を学びます。d午後１時半〜３時半l早良区保健福祉センター（早良
区百道一丁目）i早良区衛生課a851-6609f822-5733c30人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m eisei.SWO@city.fukuoka.lg.jp）で
２月１日以降に同課へ。

2/

26
●火

3こころの健康づくり教室
きっとあなたの役に立つ うつと認知症予防の知識

　講師は川添記念病院院長の南川喜代晴氏。高齢者のうつ病と認知
症の違いや予防法について話します。d午後１時半〜３時半l西区保
健福祉センター（西区内浜一丁目）i西区健康課a895-7074f891-
9894c50人（先着）y無料e電話かファクスで２月１日以降に同課へ。

2/

27
●水

3舞鶴公園　お花でおひなさまかざりを作ろう

　チューリップなどの花を使ってひな飾りを作ります。d午前10時半
〜午後０時半li同公園（中央区城内）a781-2153f715-7590c20人

（抽選）y1,500円eはがき（〒810-0043中央区城内１-４）かファクス、メー
ル（m maiduru@midorimachi.jp）で２月１日〜10日（必着）に同公園へ。

3/

2
●土

2地行浜いきものプロジェクト「海辺の宝探し」

　海岸を歩きながら、漂着した貝や流木などを探します。博多湾の水中
映像を使った学習もあり。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同プロジェクト実行委員会af407-6970 
t小学生以上（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２月１日以降に同実行委員会へ。

3/

2
●土

4元気 長生き いきいき健康セミナー
おしえて先生 コツコツ続ける骨を丈夫に保つコツ

　医師等による講話と健康運動指導士による運動実技を行います。
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）に応募事項と講師への
質問を書いて２月１日以降に同センターへ。来所（あいれふ内）でも受
け付けます。

作品例

前
回
大
会
の
試
合

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/
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教室 講演



市内６カ所の障がい者フレンドホーム 
４月から開講する定期教室

　いずれも連続講座。開講日・時間・対象・費用など詳細は問い合わせを。ie電
話かファクス、来所で各ホームへ。申込期間は２月１日〜３月15日（西は３月29日ま
で）。 ▽東（東区松島三丁目）a621-8840f621-8863 ▽博多（博多区西月隈五丁
目）a586-1360f586-1397 ▽南（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856 ▽城南

（城南区南片江二丁目）a861-1180f861-1123 ▽ 早良（早良区百道浜一丁目）
a847-2761f847-2763 ▽西（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037

施設 教室名

東
大人の絵画、親子リトミック１・２、音楽クラブ、健康レクササイズ、茶
道、３B体操、書道、楽しい絵画１・２、ニュースポーツ、はがき絵、東っ
こ運動、幼児のためのリトミック１・２、リズム遊び、リラックスヨガA・Ｂ

博多 油絵、アロマヨガ、健康体操、水彩画、水中ウオーキング、陶芸、美文
字、フリーアート

南 囲碁（初心者向け）、英会話（初心者向け）、親子陶芸、ケアビクス、健
康料理、習字、川柳、陶芸、パン、ボイストレーニング

城南 音楽、華道、基礎からイラスト、書道、デジカメ＆PCアート、陶芸A・
Ｂ、はがき絵、ペン習字

早良
うつ病・発達障がい者の家族リラックス運動、高次脳機能障がい者
のフィットネス、股関節障がい者のピラティス、就労者のスポーツ、
小学生リトミック、小中学生の器械運動、発達障がい者のストレッ
チ、リハビリ

西
健康マット体操、こども絵画創作、水墨画、陶芸、ヨガストレッチ、リ
ハビリ・作業療法士と作る料理、リハビリ・パソコン、リハビリ・マクラ
メ、リハビリ・ヨガストレッチ

講座・教室

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a791-7151f 

791-2994t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。受け付け開始は２月①②１日③④12
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

３／７㈭ 中央消防署（中央区那の津二丁目） a791-7151 40人
３／９㈯ さいとぴあ（西区西都二丁目） a806-0642 30人
３／12㈫ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） a863-8119 30人
３／17㈰ 市民防災センター（早良区百道浜一丁目）a821-0245 30人
３／18㈪ 中央消防署 a791-7151 40人

②普通１
３／８㈮ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人
３／16㈯ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人
３／23㈯ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） a475-0119 40人

③普通３３／26㈫ 博多消防署 a791-7151 30人

④上級
３／５㈫

博多消防署 a791-7151 各30人
３／15㈮

　※時間は①午前10時〜11時半（18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

老人福祉センター若久園　①フリーマーケット 
②高齢者パソコン教室（初心者向け）

　①雑貨や衣料品の他、飲食物を販売。ジュースの無料提供もあり。雨天決行。
②パソコンの基本操作を学習した後、ワードで案内状やカレンダーなどを作りま
す。d①２月10日㈰午前10時〜午後１時②３月19日㈫〜28日㈭午前９時半〜正午

（21日と25日を除く連続講座）li同園（南区若久六丁目）a511-7255f511-
7558t①不問②市内に住む60歳以上（過去受講者を除く）c①なし②20人（抽
選）y①入場無料②2,376円e①不要②来所で３月４日までに同園へ。

催 し

ひとり親家庭支援センター　①養育費・面会交流セミナー
②生活支援講習会 親子クッキング

d①２月23日㈯午後１時半〜３時半②３月３日㈰午前10時〜午後１時li同セン
ター（中央区大手門二丁目）a715-8805f725-7720t市内に住む一人親家庭の
①親②親子c①15人②15組（いずれも先着）y①無料②大人500円、中学生以下
100円n①小学生以下②未就学児（いずれも無料。前日までに要予約）e電話か
来所で２月１日以降に同センターへ。

催 し

普
通
１
の
講
習

3/

7
●木

4市民講演会
少女まんがにみる母と娘の呪縛と成長の物語

　福岡大学医学部総合医学研究センター精神科医の西村良二氏が
女性のライフサイクルに沿った心の健康について話します。d午後２
時〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i精神保健福祉センター
a737-8825f737-8827c100人（抽選）y無料eはがき（〒810-0073中
央区舞鶴２-５-１）かファクス、メール（m seishinhoken.PHWB@city.fukuo
ka.lg.jp）、来所（あいれふ内）で２月28日（消印有効）までに同センター
へ。手話通訳希望者は２月21日までに申し込みを。

3/

7
●木
他

3ジュニア層指導者養成事業「コーチングクリニック」

d３月７日㈭、21日（木・祝）午後６時半〜８時半（連続講座）l市民体育館
補助競技場（博多区東公園）i市スポーツ協会事業課a645-1231f 

645-1220c50人（先着）tジュニア（小中高生）スポーツ指導者などy

１回500円eファクスで２月１日以降に同協会へ。ホームページでも受
け付けます。

3/

9
●土

3エンジョイ・ランニング教室

　講師はバルセロナオリンピック女子マラソン日本
代表の小鴨由水氏=写真。中学生以下は保護者同
伴。d午後１時〜３時lももち体育館（早良区百道
二丁目）他i同体育館a851-4550f851-5551c30人

（先着）y無料e来所で２月１日以降に同体育館へ。

3/

10
●日

2障がい者駅伝大会 in 海の中道海浜公園

　１周1.5kmの周回コースで７周（７区間）を走ります。申込方法など詳
細は１月28日から情報プラザ（市役所１階）、さん・さんプラザ（南区清
水一丁目）で配布する申込書で確認するか問い合わせを。申込書は
ホームページにも掲載。d午前９時半〜午後２時l同公園（東区西戸
崎）i市障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t障がいのあ
る小学５年生以上c40チーム（抽選。１チーム７人、健常者は２人まで参
加可）y１チーム2,000円e２月12日（必着）まで

3/

10
●日

2油山市民の森　早春のうごめきかんさつハイキング

　梅の花やカエルの卵などを観察しな
がら散策します=写真。中学生以下は保
護者同伴。d午前10時半〜午後１時li

油山市民の森a871-6969f871-6909c 

50人（抽選）y200円e往復はがき（〒 
811-1355南区桧原855-４）で２月15日（必
着）までに同施設へ。ホームページでも
受け付けます。

3/

21
●●木・祝

3博多の森ラン キッズラン（走り方教室）

　ランニングトレーナーが速く走る方法を教えます。d①午前10時〜
正午②午後１時〜３時l博多の森陸上競技場（博多区東平尾公園二丁
目）i東平尾公園a611-1515f611-8988t①幼稚園年長〜小学１年生
②小学２・３年生c各100人（抽選）y1,000円eはがき（〒812-0852博多区
東平尾公園２-１-２）かファクス、メール（m rikujyo.hakatanomori@midorim
achi.jp）、来所で２月1日〜28日（必着）に同公園へ。
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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		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演



「博多町家」ふるさと館 
①節分 ぜんざい販売②博多のもちつき

　②は博多消防団４分団（御供所・奈良屋・大浜・冷泉）によるまとい振りもありま
す。d２月①３日㈰午前10時半から（なくなり次第終了）②10日㈰正午〜午後２時
li同館（博多区冷泉町）a281-7761f281-7762y①300円②無料（いずれも展
示棟入館料別）e不要

催 し

しごと

市内の農家で農作業に従事する
人を募集（登録制）

　詳細は問い合わせを。【報酬】時給
814円からiJAファーム福岡a807-
1233f807-1355e来所（西区今宿青
木）で問い合わせ先へ。
国民健康保険料等の納付指導嘱
託員を募集

　東・博多・中央・南・早良・西区の保険
年金課および西部出張所で、未納保
険料に対する文書・電話・訪問による
催告などの収納補助業務に従事。【資
格】原動機付自転車の運転が可能な

　※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。

人。他要件あり【任用期間】４月１日〜
来年３月31日【募集案内・申込書の配
布】２月１日から国民健康保険課（市役
所12階）、情報プラザ（同１階）、各区保
険年金課、西部出張所で。市ホーム
ページにも掲載【申込期間】２月14日

（必着）までi区保険年金課 ▽東＝a 

645-1103f631-6463 ▽ 博 多＝a419-
1119f441-0075 ▽ 中央＝a718-1125 
f725-2117 ▽ 南 ＝a559-5153f561- 
3444 ▽ 早良＝a833-4322f846-9921 

▽西＝a895-7091f883-6690、西部出
張所a806-9432f806-6811
保険年金課臨時的任用職員（医療
事務専任）を募集

　医療事務補助に従事。【任用期間】
４月１日〜来年３月31日を任用開始日
とする２カ月以内（再任用あり）【資格】
医療事務の実務経験を６カ月以上有
する人【募集案内・申込書の配布】２月
１日から各区保険年金課、情報プラザ

（市役所１階）で。市ホームページにも

掲載【申込期間】２月15日（消印有効）
までi各区同課
①地域母子保健嘱託員②母子巡
回健康相談車嘱託助産師③母子
保健相談員を募集

　【資格】①③保健師または助産師②
助産師。いずれも他要件あり【任用期
間】４月１日〜来年３月31日（再任用あ
り）【募集案内・申込書の配布】こども
発達支援課（市役所13階）、情報プラザ

（同１階）、各区保健福祉センターで。
市ホームページにも掲載【申込期間】
２月７日（必着）までi同課a711-4178 
f733-5534
埋蔵文化財整理補助員（臨時的任
用職員）を募集

　【任用期間】４月〜来年２月を任用
開始日とする２カ月以内【申込書の配
布】埋蔵文化財課（市役所14階）、情報
プラザ（同１階）、埋蔵文化財センター

（博多区井相田二丁目）、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】２月９日（消印
有効）までi同課a711-4667f733- 
5537

市臨時的任用職員を募集
　４月１日〜来年３月31日を任用開始
日とする任用期間６カ月以内の一般
事務補助職員を募集。詳細は１月25
日以降に市ホームページで確認を。

【募集案内・申込書の配布】１月25日か
ら市総務事務センター（市役所３階）、
情報プラザ（同１階）、各区総務担当課、
各区情報コーナー、各出張所で【申込
期間】２月１日〜15日（消印有効）i同
センターa711-4923f733-5885

市博物館嘱託員を募集
　市博物館（早良区百道浜三丁目）で
教育普及事業の企画立案、実施を担
当する教育普及専門員を募集。【資
格】教育普及活動やワークショップな
どの実務経験を有し、次のいずれかに
該当する人。他要件あり。 ▽ 大学・大
学院で博物館学、社会教育学、美術史
およびこれらに関する専門課程を専
攻し、博物館法による学芸員の資格を
有する ▽中学校または高等学校の教
員普通免許状（社会、地理歴史、美術、
工芸に関する１種または専修免許状）
を有する【任用期間】４月１日〜来年３
月31日【募集案内・申込書の配布】同
館、情報プラザ（市役所１階）、各区情
報コーナー、各出張所で。ホームペー
ジにも掲載【申込期間】２月12日（必
着）までi同館a845-5011f845-5019

情報技術支援員（嘱託員）を募集
　市のICT（情報通信技術）全般に関
する技術的な支援に従事。【任用期
間】４月１日〜来年３月31日（再任用あ
り）【募集案内・申込書の配布】システ
ム刷新課（市役所北別館９階）、情報プ

ラザ（市役所１階）で。市ホームペ 
ージにも掲載【申込期間】２月７日（必
着）までi同課a711-4288f733-5594

市教育センター嘱託研究員を募集
　同センター（早良区百道三丁目）で
情報教育等の施設設備の管理補助な
どに関する業務に従事。【資格】幼稚
園、小中学校、高校、特別支援学校で
の勤務経験や実習経験を有する人な
ど【任用期間】４月１日〜来年３月31日

（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】情報プラザ（市役所１階）、各区情
報コーナー、各出張所で。ホームペー
ジにも掲載【申込期間】１月28日〜２月
７日（必着）i同センターa822-2801 
f822-2807

教育環境課事務嘱託員を募集
　学校施設開放事業に係る使用許
可、口座振替事務、団体指導などに従
事。【任用期間】４月１日〜来年３月31日

（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】同課（市役所11階）、情報プラザ

（同１階）で。市ホームページにも掲載
【申込期間】２月13日（必着）までi同
課a711-4379f733-5539

国民健康保険業務嘱託員を募集
　東・中央・南・城南・西区保険年金課
で国民健康保険等に関する相談、窓
口業務などに従事。【任用期間】４月１
日〜来年３月31日【募集案内・申込書
の配布】国民健康保険課（市役所12
階）、情報プラザ（同１階）、各区保険年
金課、各出張所で。市ホームページに
も掲載【申込期間】２月８日（消印有
効）までi国民健康保険課a711-42 
42f733-5441

国民健康保険給付嘱託員を募集
　東・南・城南区保険年金課および西
部出張所で療養費等の請求内容の点
検・審査・調査、第三者行為求償などの
業務に従事。【任用期間】４月１日〜来
年３月31日【募集案内・申込書の配布】
国民健康保険課（市役所12階）、情報
プラザ（同１階）、各区保険年金課、各出
張所で。市ホームページにも掲載【申
込期間】２月８日（消印有効）までi国
民健康保険課a711-4390f733-5441
①中央②南区課税課事務嘱託員
を募集

　税証明等の交付、軽自動車税の登
録などに関する窓口業務等に従事。

【任用期間】４月１日〜来年３月31日
（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】①１月25日から中央区課税課（中
央区役所２階）、中央区情報コーナー

（同１階）で②南区課税課（南区役所２
階）、南区情報コーナー（同１階）で。い
ずれも市ホームページにも掲載【申
込期間】２月１日〜12日（必着）i①中
央区課税課a718-1049f714-4231②
南区課税課a559-5031f511-3652

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/
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教室 しごと

まもるーむ福岡

　３月１日㈮にリニューアルオープン。老朽化した箇所を改修し、展示内容などを
追加します。lまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）i保健環境研究所a831-
0660f831-0726t①小学１〜３年生（保護者同伴）②小学４〜６年生y無料e

メール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で２月２日午前10時以降に同施設へ。 
内容 日時 定員

①ラボで体験「魚の体のつくりを学ぼう」（煮
干しを解剖して体の構造と働きを学びます） ３／３㈰10：30〜11：00 20人

（先着）
②理科応援教室「ブロッコリーを使ったDNA抽
出実験」（ブロッコリーの細胞から遺伝子の本
体であるDNAを抽出して観察します）

３／９㈯10：30〜12：00 25人
（先着）

催 し

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

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a401-3456f739-6081c①20
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@r60f
esta.jp）で２月１日以降に同事務局へ。②不要

内容 日時 費用

①オトナ塾「手ぶらで参加 まわしよみ
新聞をつくってしゃべろう」

２／５㈫13：00〜14：00
（受け付けは12：30か
ら）

500円

②オトナ塾「60歳から始めるサプリメン
ト」

２／ 19㈫ 13：00〜14：
00（受け付けは12：30
から）

無料

③mif（マイフ）塾のコミュニケーション
講座 ▽1部＝暮らしの中のコーチング＆
まわしよみ新聞 ▽２部＝楽しい褒め方
の極意 ▽３部＝私らしさが伝わる自己
紹介を作ろう

２／28㈭

▽１部＝12：30〜14：00

▽２部＝14：30〜15：30

▽３部＝16：00〜17：30

1,000円（ 希 望 の
部 の み の 受 講
可。ただし全て受
講したときと同
料金）。

講座・教室



フクオカカイゴつながるプロジェ
クト（市介護人材合同就職面談会）

　介護事業者30社が参加。認知症の
人と学生が合同で出店する「注文を
まちがえるめんたい屋さん」などもあ
り。d２月11日（月・祝）午後１時〜５時（開
場は午後０時45分）lレソラNTT夢天
神ホール（中央区天神二丁目）i介護
保険課a733-5452f726-3328y入場
無料e不要
自分に合った仕事を探そう 適職
相談会

　キャリアコンサルタントがチェック
シートを使って、仕事上の強みを分析
します。希望者は２月22日㈮、25日㈪
に九電ビジネスフロント（中央区天神
二丁目）で実施するキャリアデザイン
セミナーも参加可。d１月28日㈪〜２
月21日㈭の平日のみ。時間など詳細
はホームページで確認をl各区就労
相談窓口i市就労相談窓口a733-
0717f711-1682t求職中の人（大学
生、専門学校生も可）、転職・キャリア
アップを考えている人y無料e電話
で問い合わせ先へ。
福岡北九州高速道路公社嘱託員

（事務）を募集
　詳細は同公社ホームページに掲
載。【任用期間】４月１日〜来年３月31日

（再任用あり）【申込期間】２月12日（必
着）までi同公社総務課a631-1991 
f631-3287

市直営工事作業員（嘱託員）を募集
　道路や下水道、河川の維持補修業
務に従事。【任用期間】４月１日〜来年
３月31日（再任用あり）【募集案内・申
込書の配布】河川課（市役所５階）、情
報プラザ（同１階）、各区情報コーナー、
各出張所で。市ホームページにも掲
載【申込期間】２月５日（必着）までi

同課a711-4497f711-4466
教職員健康管理専門員（嘱託員）
を募集

　市教職員の健康相談や保健指導な
どに従事。【資格】保健師または精神
保健福祉士の資格を有し、実務経験
が３年以上ある人【任用期間】４月１日
〜来年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】市教育委員会職員
課（市役所11階）、情報プラザ（同１
階）、各区情報コーナー、各出張所で。
市ホームページにも掲載【申込期間】
２月13日（消印有効）までi同課a 

711-4298f711-4936
東・南・早良・西区医薬務事務指導
員（薬剤師）を募集

　医薬務事務、医療機関・薬事施設の
立ち入り検査、医療安全相談等の業
務に従事。【資格】薬剤師の資格を有
する人【任用期間】４月１日〜来年３月

31日（再任用あり）【募集案内・申込書
の配布】各区保健福祉センター健康
課、情報プラザ（市役所１階）で。市
ホームページにも掲載【申込期間】２
月15日（ 必 着 ）までi西 区 健 康 課
a895-7072f891-9894

西区保険年金課事務嘱託員を募集
　国民健康保険料等の文書催告など
の補助業務に従事。【任用期間】４月１
日〜来年３月31日【募集案内・申込書
の配布】１月25日から各区保険年金
課、各出張所、情報プラザ（市役所1
階）で。市ホームページにも掲載【申
込期間】２月12日までi西区保険年金
課a895-7091f883-6690
国民健康保険医療費適正化嘱託
員を募集

　診療報酬明細書の審査点検に伴う
業務および不正・不当利得等に関す
る業務などに従事。【任用期間】４月１
日〜来年３月31日【募集案内・申込書
の配布】国民健康保険課（市役所12
階）、情報プラザ（同１階）、各区保険年
金課、各出張所などで。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】２月８日（消印
有効）までi国民健康保険課a711-
4390f733-5441
国際部嘱託員 国際渉外担当員

（英語）を募集
　通訳・翻訳業務およびアジア太平
洋都市サミット事業等に関する折衝
や連絡調整などに従事。【資格】次の
全てを満たす人。他要件あり。 ▽通訳
の実務経験３年以上 ▽実用英語技能
検定１級またはTOEIC900点以上（同等
の資格も可） ※日本語を母国語とし
ない場合は日本語能力検定１級（同等
の資格も可）も必要【任用期間】４月１
日〜来年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】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】２月７日（消印有効）までiアジ
ア太平洋都市サミット担当a711-
4028f733-5597
早良区健康課事務嘱託員（精神保
健福祉係）を募集

　【任用期間】４月１日〜来年３月31日
（再任用あり）【募集案内・申込書の配

布】各区保健福祉センター健康課、情
報プラザ（市役所１階）で｡市ホーム
ページにも掲載【申込期間】２月12日
(必着)までi早良区健康課a851-60 
15f822-5733
南区国民健康保険料等事務嘱託
員を募集

　国民健康保険料・後期高齢者医療
保険料の還付事務などに従事。【任用
期間】４月１日〜来年３月31日【募集案
内・申込書の配布】市ホームページに
掲載。1月28日から各区保険年金課、

西部出張所でも配布【申込期間】２月
13日（必着）までi南区保険年金課
a559-5153f561-3444
中央区①医薬務事務指導員（嘱託
員）②医療相談専門嘱託員を募集

　【業務内容】①医薬務事務、医療機
関・薬事施設の立ち入り検査、免許申
請事務など②医療相談への対応、協
議会事務局業務、免許申請・衛生統計
など【資格】①薬剤師②看護師【任用
期間】４月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【募集案内・申込書の配布】中央
区保健福祉センター健康課（中央区
舞鶴二丁目 あいれふ６階）、情報プラ
ザ（市役所１階）で。市ホームページに
も掲載【申込期間】２月19日（必着）ま
でi同課a761-7325f734-1690
福岡市民病院 病棟看護助手（有
期職員）を募集

　病棟での看護補助業務に従事。詳
細はホームページまたはハローワーク

（公共職業安定所）で確認を。i同病
院総務課a632-1403f632-0900

お知らせ
西区歴史よかとこ案内人の「ボラ
ンティア・ガイド」を募集

　西区の史跡、寺社、古墳などを案内
するガイドの募集説明会を実施。d２
月23日㈯午後１時半〜４時l西市民
センター（西区内浜一丁目）i同案内
人事務局・富a090-2853-5273m nishi
kuyokatoko@gmail.comy無料e電話
かはがき（〒819-0166西区横浜１-45-
５）、メールで２月20日（必着）までに同
事務局へ。
競争入札参加資格審査のイン
ターネット申請を受け付けます

　福岡市（水道局、交通局を含む）が
発注する工事と製造の請負、委託、物
品の購入とリース、物品の売り払いの
平成31・32・33年度競争入札参加資格
審査（定期申請）を２月４日〜３月８日
に市ホームページで受け付けます。
現在登録がある場合でも継続申請が
必要です。詳細は市ホームページで
確認を。i財政局契約課、契約監理
課 ▽ 工事＝a711-4182か711-4184 ▽

委託＝a711-4181か711-4185 ▽物品＝
a711-4186 いずれもf733-5442、水
道局契約課a483-3127f483-3251、交
通局経理課a732-4118f721-0754
板付基地返還促進協議会が陳情
活動を行いました

　福岡空港内の米軍施設の早期全面
返還について、同協議会が11月12日、
13日に外務省、防衛省および国会議

員に陳情を行いました。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
高齢者の「おむつ代の医療費控除」
と「障害者控除」に関する証明書

　所得税・個人市県民税の控除を受
ける際に必要な次の書類を無料で発
行します。詳細は市ホームページで
確認するか問い合わせを。【おむつ代
の医療費控除のための主治医意見書
内容確認書】前年に引き続きおむつ
代の医療費控除を受ける人で、要介
護認定申請時の主治医意見書によ
り、寝たきりと尿失禁を区役所が確認
できれば同確認書を発行。同確認書
は確定申告時に医師が発行する「お
むつ使用証明書」に代えることができ
ます【障害者控除対象者認定書】寝た
きりなど身体または精神に障がいの
ある65歳以上で、身体障害者手帳な
どを持っていないが同程度の障がい
がある人に同認定書を発行。i ▽ 証
明など＝各区福祉・介護保険課 ▽申告
＝所得税は税務署、市県民税は各区
課税課

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
ホームページまたは各区納税課で配
布する不動産公売広報で確認を。【入
札】２月12日㈫〜19日㈫に納税企画課

（市役所10階）で。i納税企画課a 

711-4206f733-5598
公売財産 所在地 地積（床面積）地目

土地 南区野多目
六丁目

496 .62 平
方㍍ 宅地

土地・
家屋

長崎県西彼
杵郡長与町

875 .00 平
方㍍（29.6 
1平方㍍）

雑種
地

マン
ション

西区姪の浜
二丁目

（67 .50 平
方㍍） ―

マン
ション

糸島市波多江
駅北三丁目

（58 .03 平
方㍍） ―

東・博多南・南・早良・西部図書館
を休館します

　図書整理のため、２月12日㈫〜15日
㈮は休館します。i市総合図書館a 

852-0600f852-0609
金属の付いた「不要入れ歯」はリ
サイクルできます

　リサイクルによる収益の一部はNPO
法人が行う公益的活動に対する補助
金として活用されています。【寄付手
順】汚れを落とし熱湯や入れ歯洗浄
剤で消毒した入れ歯を厚手の紙で包
み、ビニール袋に入れて密閉。市役所
１階、各区役所、各出張所などに設置
する不要入れ歯回収ボックスに投函
するか、封筒に入れて郵送（〒810-
8620住所不要）で市民公益活動推進
課へ。i同課a711-4283f733-5768
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いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項

しごと お知
らせ



どんたく参加者（パレード・演舞
台）説明会

　５月３日（金・祝）、４日（土・祝）開催の「博
多どんたく港まつり」参加希望者は必
ず出席してください。d２月21日㈭ ▽
パレード＝午後１時半から ▽演舞台＝
午後３時から（各１時間程度）l福岡
商工会議所ビル３階（博多区博多駅
前二丁目）i福岡市民の祭り振興会
a441-1170f441-8557y無料e初参
加の団体は電話で２月14日午後５時
までに同振興会へ連絡を。
ブリッジサマーキャンプのホスト
ファミリーを募集

　アジア太平洋諸国・地域から来る、
11歳の「こども大使」と引率者が７月
17日㈬〜22日㈪に滞在する家庭を募
集。 ▽こども大使受け入れ＝約200家庭

（11歳前後の小学生がいる家庭） ▽引
率者受け入れ＝約50家庭（日常英会
話が可能な人がいる家庭）。【募集案
内・申込書の配布】アジア太平洋こど
も会議・イン福岡事務局（市役所北別
館５階）、情報プラザ（市役所１階）など
で。ホームページにも掲載【申込期
間】２月15日（必着）までi同事務局
a734-7700f734-7711
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】①３月19日㈫まで②４
月17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a711-4326 
f733-5593
名称（所在地） 内容 届出日

①BRANCH福岡下原
（東区下原四丁目） 変更 平成30年

10月31日
②（仮称）ドラッグコ
スモス筥松店（東
区筥松三丁目）

新設 平成30年
11月30日

かなたけの里公園「農業体験農
園」の利用者を募集

　指導員の下、苗の植え付けから収
穫まで実施。20種類以上の野菜を作
り、収穫後は持ち帰りできます。定期
的な講習会もあり。詳細はホームペ 
ージで確認するか問い合わせを。d４
月１日㈪〜来年３月31日㈫i同公園
af811-5118t市内に住む人c60区
画（抽選）y４万2,000円e往復はがき

（〒819-0035西区金武1367）で２月13日
（消印有効）までに同公園へ。

平成30年度①特定健診「よかドック」
の受診期限②がん検診無料クーポ
ンの使用期限—は３月31日です

　まだ検診を受けていない人は早め
に受診してください。②のクーポン券
は昨年６月に対象者に郵送済み。実施
医療機関は市ホームページなどで確

認するか問い合わせを。①はよかドッ
クご案内センター（a711-4826f733- 
5756）でも案内します。i健康増進課
a711-4269f733-5535t①40〜74歳
の市国民健康保険加入者② ▽子宮頸

（けい）がん検診＝平成９年４月２日か
ら平成10年４月１日生まれの女性 ▽乳
がん検診＝昭和52年４月２日から昭和
53年４月１日生まれの女性y①500円
②無料
４月からの新しい国民健康保険証
を３月下旬に郵送します

　簡易書留での送付を希望する人
は、２月１日から21日までに住所地の
各区（出張所）保険年金担当課に連絡
してください。平成30年度以前から簡
易書留で送付されている場合は連絡
不要です。i各区保険年金課、西部出
張所保険年金係
「市母子福祉会芙蓉（ふよう）基
金」一人親家庭等を支援する団体
に助成します

　詳細は問い合わせを。【対象】市内
で活動する社会福祉分野の団体等が
実施する事業や調査・研究など【助成
金額】事業に要する経費の９割（上限あ
り）【申込書の配布】市社会福祉協議会
地域福祉課（中央区荒戸三丁目）、各
区社会福祉協議会で【申込期間】 ▽第
１次申し込み＝３月29日まで ▽第２次申
し込み＝４月１日〜９月30日（いずれも
必着）i同課a720-5356f751-1524
福岡都市圏飲酒運転撲滅キャン
ペーン「ミニ・生命（いのち）のメッ
セージ展」

　飲酒運転による交通事故などで命
を奪われた犠牲者一人一人の等身大
の人型パネルを展示。本人の写真や
家族がつづったメッセージなどで命
の大切さを訴えます。２月１日㈮以降、
３月14日㈭まで粕屋町、太宰府市、古
賀市、春日市、篠栗町で順次開催。詳
細はホームページで確認を。i総務
企画局企画課a711-4085f733-5582
国民年金に関する事務に係る「特
定個人情報保護評価書」の意見募
集の結果を公表

　【閲覧・配布】１月28日㈪〜２月27日
㈬に医療年金課（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。i同課a711-
4235f733-5441

災害遺児手当制度をご存じですか
　交通・労働・不慮の災害で、父母ま
たはその一方が死亡（重度障がい者
となった場合を含む）した、義務教育
終了前の児童を扶養している保護者
に災害遺児手当を支給します。詳細
は問い合わせを。【対象】保護者・児童
共に本市に住み、住民基本台帳に登

録されている人（外国人を含む）【金
額】遺児１人につき月額4,000円【支給
時期】９月と３月i各区子育て支援課
東部工場・東部資源化センター（東区
蒲田五丁目）のごみの受け入れを休止

　定期点検により、２月６日㈬〜25日
㈪は休みます。i同工場a691-2999 
f691-2992、同センターa691-0831 
f691-0205

２月７日は北方領土の日です
　歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島
は日本固有の領土です。北方領土問
題について理解を深め、粘り強く返還
を求めていきましょう。i総務企画局
総務課a711-4044f724-2098

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。d３月６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。

精神保健福祉センター 専門相談
　次の相談はいずれも無料。【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a737-8829 
d①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。li同センター（中央区舞
鶴二丁目）a737-8825f737-8827
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
等の相談に応じます。d２月16日㈯午
前10時〜午後４時l西市民センター３
階（西区内浜一丁目）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

d２月９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
af553-2141y無料e不要

ひきこもり相談
　臨床心理士や社会福祉士などが、
電話や面接で相談に応じます。d平
日午前10時〜午後５時liひきこも

相 談

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）a716-3344f716-3394t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。

チケット法律相談
　天神弁護士センター（中央区渡辺
通五丁目）で弁護士に無料で相談で
きます。d午前10時〜午後７時（土日
祝日は午後１時まで。１人30分）i市
役 所 市 民 相 談 室a711-4019f733-
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）e毎月第１金曜日の午前
９時から市役所２階市民相談室で電
話か来所で受け付け、チケットを配
布。その後、同センターへ予約を。

解雇・雇止め集中相談会
　労働者、雇用主いずれも相談可。d

２月20日㈬、21日㈭午前９時〜午後８時
（受け付けは７時半まで）。弁護士によ
る相談は21日㈭午後３時〜７時li

県福岡労働者支援事務所（中央区赤
坂一丁目）a735-6149f712-0497y

無料e不要

医師による不妊専門相談
　中央レディスクリニックの医師が応じ
ます。d２月21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）a080-3986-8872m f_funin@ybb.
ne.jpt市内に住むか通勤する人c３人

（先着）y無料e電話かメールで２月
１日以降に同センターへ。

税理士による無料税務相談会
d２月５日㈫〜９日㈯午前10時〜午後
５時 ※８日㈮は午後０時半まで。いず
れも受け付けは午前９時半から終了
30分前まで。相談は1人30分以内l市
役所1階多目的スペースi九州北部
税理士会福岡支部a472-3410f472-
3416t個人納税者y無料e当日先着
順（予約不可）

相続登記はお済みですか月間
　相続登記手続きに関する相談に司
法書士が応じます。d２月１日㈮〜28
日㈭ ※申込時に最寄りの司法書士
事務所を紹介。相談日時は紹介先と
調整してください。i県司法書士会事
務局a722-4131（平日午前10時〜午
後４時）f714-4234y無料e電話（a 

0570-783-544 
平日午前10時
〜午後４時）で
２月１日以降に
司法書士総合
相談センター
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/
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映像ホール・シネラ　２月上映スケジュール
特別企画「スウェーデン映画への招待」

１日㈮ 見知らぬ港（11）、イングリッド・バー
グマン選集（２）

２日㈯ 露は溢れ雨は落つ（11）、ミス・エイ
プリル（２）

３日㈰ 母というだけ（11）、春の悶え（２）
６日㈬ 牢獄（11）、アーネ・スックスドルフ選集（２）
７日㈭ 母というだけ（11）、道化師の夜（２）

８日㈮ 露は溢れ雨は落つ（11）、ミス・エイ
プリル（２）

９日㈯ 天使のともしび（11）、イングリッド・
バーグマン選集（２）

10日㈰ 牢獄（11）、道化師の夜（２）
11日

（月・祝）
ガールズ（11）、ここにあなたの人生
がある（２）

14日㈭ 俺たちはモッズと呼ばれる（11）、ま
ともな人生（２）

15日㈮ ピカソの冒険（11）、ここにあなたの
人生がある（２）

16日㈯ 見知らぬ港（11）、アーネ・スックスド
ルフ選集（２）

17日㈰ 俺たちはモッズと呼ばれる（11）、ス
ウェーディッシュ・ラブ・ストーリー（２）

20日㈬ 刑事マルティン・ベック（11）、春の悶え（２）
21日㈭ 天使のともしび（11）、ガールズ（２）

22日㈮ スウェーディッシュ・ラブ・ストーリー
（11）、アンドレーの北極気球探検行（２）

23日㈯ まともな人生（11）、ピカソの冒険（２）

24日㈰ 刑事マルティン・ベック（11）、アンド
レーの北極気球探検行（２）

　※（11）＝午前11時、（２）＝午後２時。

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

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）

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（祝休日のときは翌日）、月末（日曜のときは翌日）

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

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

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）

花畑園芸公園
〒811-1353 南区柏原七丁目571-１
a５６５-５１１４ f５６５-３７５４
o午前９時〜午後５時 
x月曜（祝休日のときは翌平日）
園芸相談a566-3987 午前10時〜正
午、午後１時〜４時

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）

ドームシアターの番組
　①「妖怪ウォッチ プラネタリウムは星
と妖怪がいっぱい」=写真	妖怪がいっ
ぱいの「妖怪プラネタリウム」に入り込む
というストーリーです。②「平原綾香 い
のちの星の詩」地球に生命が存在する
理由を歌手・平原綾香の歌と語りで紹介
します。③「イルカの星 PLANET OF DOLP
HINS（プラネットオブドルフィンズ）」葉祥
明の同名絵本を原作とした番組で、星空
の海をイルカたちと一緒に泳ぐストー
リーです。各番組の時間など詳細は問
い合わせを。d２月１日㈮から①６月10日
㈪まで②６月30日㈰まで③９月９日㈪まで

（各回45分程度）c各回220人（先着）
y①②大人500円、高校生300円、小中学
生200円、未就学児無料（座席を必要と

する場合はチケットが必要）③1,300円 
（未就学児は入場不可）e当日同館３階
チケットカウンターでチケットを販売。

２月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。④は上履きを持参。会場は南体育館（南区塩原二丁
目）。y①〜④無料⑤１組200円c①〜④なし⑤20組（先着）e①〜④不要⑤電話か
ファクス、メール（m info@jidoukaikan-aikuru.or.jp）で２月５日以降に同会館へ。

内容 日時 対象
①節分祭（お面作りや豆まきなど。豆まき用の
豆を先着150人へ配布） ２／３㈰13：00〜16：00 幼児〜高校生
②みんなであそぼう（ドッヂビー） ２／10㈰13:30〜14:30 小中高生
③おもちゃのかえっこバザール（遊ばなくなった
おもちゃをポイントに交換して、別のおもちゃに
替えることができます）

２／11（月・祝）10：00〜12：00、
13：00〜16：00 幼児〜高校生

④あいくるがやってくる（親子あそび） ２／13㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児
⑤木育おもちゃの広場 ２／20㈬10：00〜12：00 乳幼児
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。
４月から始まるクラブの参加者を募集
　コーラス、焼き物、生け花など。詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。締め切りは３月１日（必着）。

l①②④⑤⑥同センター③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 費用
①１日糖尿病教室（食事療
法、運動療法） ３／９（土)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） ３／10㈰、24㈰14:00〜16:00 各10人（先着） 無料

③ニコニコペース健康教
室（ウオーキング）

３／16㈯14:00〜16:00（毎月
第３土曜日開催） ― 年会費2,000円

（参加体験は無料）
④食事チェックから始めよ
う「気軽に糖尿病教室」 ３／18㈪13：30〜15：30 12人（先着） 500円

⑤禁煙教室 ３／23㈯10:00〜12:00 20人（先着） 1,000円

⑥やせナイト塾（生活習慣
改善教室）

４／４〜25の木曜日（４回）、
７／18㈭のフォロー教室（１
回）19:00〜(各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

３月の講座
　いずれも先着。y①②③⑥〜⑬無料
④250円⑤500円e電話かファクス、来所
で２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おむつを知って上手に当てよう
３／２㈯11：00〜13：00 15人
②現役新聞記者・オトコの介護
３／４㈪14：00〜16：00 35人
③入浴用具の活用と足浴
３／７㈭10：00〜12：00 20人
④自助具製作教室（吸盤で固定して
コップ等を洗える柄付きスポンジを作
ります）　３／９㈯14：00〜16：00

10人

⑤テーマ別料理教室「体にやさしい塩
分制限食」　３／12㈫10：00〜13：00 30人

⑥心地よい排泄（はいせつ）のために　
３／14㈭10：00〜12：00 20人
⑦生活を助ける「自助具」
３／16㈯11：00〜13：00 15人
⑧生活に役立つ動作介助「ベッド上で
位置を変える、寝返る」
３／18㈪13：30〜15：30

25人

⑨スッキリ快眠生活
３／20㈬14：00〜16：00 40人
⑩おむつを知って上手に当てよう
３／21（木・祝）10：00〜12：00 20人
⑪生活に役立つ動作介助「起き上が
る・立つ・座る」　３／25㈪13：30〜15：30 25人
⑫知っておきたい薬の知識
３／27㈬14：00〜16：00 40人
⑬生活を助ける「自助具」
３／28㈭10：00〜12：00 20人

　※以下の展示は最終日は午後５時ま
で。
節句を祝う博多の工芸品
　節句をテーマにした博多織や博多人
形を展示・販売。d１月31日㈭〜２月５日
㈫y入場無料
博多人形雛（ひな）人形展
　 座り雛から
立ち雛まで、さ
まざまなサイ
ズの雛人形を
展示・販売。d２
月７日㈭〜19日
㈫y入場無料

園芸講座「果樹の接ぎ木の方法と実習」
d２月８日㈮、９日㈯午後１時半〜３時半 
※内容は同じc各50人（先着）y無料e

電話かファクスで２月１日以降に同公園
へ。
フルーツハウスコンサート
　普段は果物の大きさや傷の有無など
を選び分ける選果などの作業をするフ
ルーツハウスでコンサート（ポップス、ゴ
スペルなど）を開催。d２月17日㈰午前
11時〜午後２時55分y無料e不要

i①はアミカス図書室a534-7593f534-7595t①６カ月〜就学前（23日のみ６カ月〜
小学３年生）の子どもの保護者②不問③カップル（夫婦）y無料n６カ月〜小学３年生

（①の20日・22日は就学前まで。無料。②③は10日前までに要予約）e電話かファクス、
メール（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項、子どもの氏名と年齢（②③は託児
希望者のみ）、①は希望日（１日のみ）を書いて①同図書室②③アミカスへ。ホームペー
ジ、来所でも受け付け可。申込期間は①２月６日まで②③２月１日以降。①は当選者の
み通知。

内容・日時 定員
①託児で安心　アミカスBOOKタイム（読書やDVD視聴ができます）　２／20㈬、22
㈮、23㈯10：00〜11：50

各15人
（抽選）

②よりよい夫婦関係のためのアサーション講座（自分も相手も大切にするコミュ
ニケーション法を学びます）　３／３㈰10：00〜12：30

30人
（先着）

③我が家の家事ルール見直し作戦〜家事ギャップを解消してハッピー夫婦〜
（皿洗いの実習あり）　３／10㈰13：30〜15：30

12組
（先着）

ベジフルクッキング（親子食育料理教
室）
　鹿児島県産のかんきつ類（デコポン
など）を使ったデザートを作ります。青果
物の販売（午前９時〜正午）もあり。d２
月16日㈯午前10時半〜午後１時半t小
学生と保護者のペアc12組（抽選）y１
組1,000円eはがきかメール（m brand.
AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員
の応募事項を書いて２月７日（必着）まで
に同施設へ（１組１通）。１月25日以降
ホームページでも受け付けます。当選
者のみ２月８日に通知。

ベジフルスタジアム
〒813-0019 東区みなと香椎三丁目１-１-201
a683-5323（午前８時〜午後４時半）
f683-5328
x日祝日、水曜（不定）

きのこのコマ打ち体験教室
　キノコの菌が付いた木材を原木に打
ち込む駒打ち体験をし=写真、できたホ
ダ木を持ち帰ります。18歳未満は保護
者同伴。d３月９日㈯午前10時〜午後２
時c30組（抽選。１組５人まで）y１組
2,000円e往復はがきに代表者の応募
事項と参加者
全 員 の 氏 名・
年齢を書いて
２月１日〜28日

（必着）に同セ
ンターへ。

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）

「愛」生野四郎作

情報BOX 福岡市政だより
2019（平成31）年2月１日 8施設の情報

●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		 　　　　　●小中高生は学年

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


