
〒 810-8620 は市役所専用の郵便番号です。市役所の住所を書かなくても郵便物が届きます。

松風園　①煎茶 藤
とういん

蔭流 初級②茶道 表千家 初級

d①４月７日㈰午後３時半〜５時半②４月14日〜８月11日の第２日曜日午後３時半
〜５時半 ※②は連続講座li同園（中央区平尾三丁目）af524-8264c各10人

（先着）y①2,000円②１万円e電話かファクスで同園へ。

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①障がい
のある年長児〜高校生②③障がい児・者c各10人（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３月１日〜15日（必着）に同ホームへ。

内容 日時 費用
①おかしクッキング ３／23㈯13：00〜15：00 500円
②フラダンス教室 ３／24㈰13：00〜15：00 無料
③革クラフト教室（小物入れを作ります） ３／29㈮14：00〜16：00 400円

講座・教室

夜間・休日急患診療 急患診療は、急病患者に対して応急処置を行うものですので、後日かかりつけの医療機関などで受診してください。
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（３月前半の日曜日）
３月３日㈰

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

３月10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

※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。

3/

9
●土

2ジャズ イン 鴻
こ う ろ か ん

臚館〜春のクロスロードコンサート〜

　春にちなんだ曲などを演奏します。詳細は問い合わせを。d午後２
時〜３時（開場は１時半）li鴻臚館跡展示館（中央区城内）af721-
0282c200人（先着）y無料e不要

3/

9
●土

2地下鉄ウオーキング〜福岡の歴史と食を満喫しよう〜

　福岡城跡や市民感謝デー開催中の長浜鮮魚市場（いずれも中央
区）など約５kmを歩きます。普段は入ることができない福岡城多聞櫓

（たもんやぐら）の見学ツアーも開催。ICカード乗車券「はやかけん」を
使って参加した人にはゴール地点でオリジナルのマスキングテープ
を進呈。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午前９時
〜午後２時（スタートは午前10時まで）lスタートは地下鉄赤坂駅、
ゴールは地下鉄大濠公園駅i地下鉄お客様サービスセンターa734-
7800f734-7801y無料e不要

3/

9
●土
他

2ワークショップコレクション in 福岡

　全国から集めた子ども向けワークショップを体験できます。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。d３月９日㈯、10日㈰午前
10時〜午後４時l九州大学伊都キャンパス ビッグオレンジ･センター
ゾーン２号館（西区元岡）i大広九州a762-7608f762-7530t小学生
以下（ワークショップの種類により異なる）y無料e不要

3/

9
●土
他

2クルーズ船①「飛鳥Ⅱ」②「クァンタム・オブ・ザ・シー
ズ」の出航を見送りませんか？

　通常は入場できない博多港の岸壁から間近に出航を見ることがで
きます。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d３月①９
日㈯午後４時半〜５時10分②14日㈭午後６時15分〜６時55分l中央ふ
頭クルーズセンター（博多区沖浜町）iクルーズ支援課a282-7239f

282-7772c各100人（抽選）y無料eファクスかメール（m c-shien.
PHB@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事項とメールアドレス、参加
者全員の氏名、参加希望日を書いて３月①５日②７日までに同課へ（１
通５人まで）。当選者のみ通知。

3/

10
●日

2中央市民センター　春の映画会「人生のメソッド〜明
治産業編〜」×福岡フィルムコミッション

　福岡フィルムコミッションが支援し、同センターが撮影場所になった
映画を上映。上映作品監督のあいさつ、同コミッションによるエキスト
ラに参加する方法などの話もあり。d午後１時半〜４時（０時半から整
理券を配布）li同センター（中央区赤坂二丁目）a714-5521f714-
5502c500人（先着）y無料e不要

3/

10
●日

2梅光園緑道 健康パークステーション完成イベント

　同緑道に完成した、ロコモティブシンド
ローム（運動器症候群）や認知症などの予防
に効果的な運動ができる健康遊具=写真=
の利用方法等を説明するイベントを開催。d

午前10時〜正午l梅光園緑道芝生広場（中
央区輝国二丁目）i中央区維持管理課a

718-1085f718-1079y無料e不要

3/

10
●日

4九州大学SDGs 市民のための津波防災シンポジウム

　地震学者のロバート・ゲラ―氏による講演など。d午後１時半〜５時
（受け付けは１時から）l同大学西新プラザ（早良区西新二丁目）i同
大学決断科学センターf802-6056m sugimoto.megumi.320@m.kyushu
-u.ac.jpt中学生以上c220人（先着）y無料eファクスで問い合わせ先
へ。ホームページでも受け付けます。空きがあれば当日も受け付け可。

3/

11
●月

3福岡赤十字病院 市民公開講座「未来がやってきた ロ
ボット手術で目指す安心・安全 外科治療」

　同病院の医師が手術支援ロボットによる内視鏡手術について紹介
します。保健師らによる健康相談コーナー（午後１時半〜２時）もあり。
d午後２時〜３時半l同病院 椎木記念ホール（南区大楠三丁目）i同
病院企画推進課a534-2753f522-3066c150人（先着）y無料e電話
かファクス、メール（m koukaikouza@fukuoka-med.jrc.or.jp）で同課へ。

3/

12
●火

2認知症本人ミーティング

　日々の暮らしや出来事などを語り合う場です。d午後２時〜３時（受
け付けは1時50分から）l市役所15階1506会議室i認知症支援課
a711-4891f733-5587t認知症の人y無料e不要

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　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
※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

福岡市政だより
2019（平成31）年３月１日 情報BOX15 催し 講座

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



市科学館ドームシアター　Ｓ
スターリー
ＴＡＲＲＹ Ｎ

ナ イ ト
ＩＧＨＴ Ｊ

ジャム
ＡＭ ①「星語り ニッポンの星座

たち〜春〜」②スペシャルトーク 「雲の中では何が起こっているのか？」
①春の星座とその和名を紹介します。②雲の研究者・荒木健太郎氏が、豪雨や

竜巻などの気象災害が起きる時の雲の仕組みを話します。d４月①13日㈯午後
４時〜４時50分、５時15分〜６時５分②20日㈯午後６時〜７時li市科学館（中央
区六本松四丁目）a731-2525f731-2530c各回220人（先着）y①中学生以上
500円、小学生300円②中学生以上1,200円、小学生600円 ※いずれも未就学児
無料。座席を必要とする場合は小学生料金が必要e３月①13日②27日の午後４
時以降に同館３階チケットカウンターでチケット購入を（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。

催 し

3/

14
●木
他

2はかた伝統工芸館　木村博多織手織り専門工房作品展

　木村佐次男氏と娘・ゆき子氏の作品の展示・販売。d３月14日㈭〜
19日㈫午前10時〜午後６時（入館は５時半まで。最終日は５時まで）
li同館（博多区上川端町）a409-5450f409-5460y入場無料

3/

14
●木
他

3段ボールコンポスト使い方講座

　家庭から出る生ごみを堆肥化する段ボールコンポストの使い方と、
生ごみの減量方法について学びます。d３月①14日㈭②15日㈮午後２
時〜４時l早良市民センター（早良区百道二丁目）i資源循環推進課
a711-4039f733-5907t市内に住む人c各40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 shigenjunkan.EB@
city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と参加希望日（第２希望も可）を書いて３
月13日（必着）までに同課へ。

3/

16
●土

4市民公開講座
「あなたの腎臓は大丈夫？学ぼう慢性腎臓病（CKD）」

　専門医による予防についての講演、パネルディスカッションを行い
ます。悩み相談コーナーもあり。d午後１時半〜３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）i市医師会地域医療課
a852-1501f852-1510c400人（先着）y無料e電話かファクス、メール

（m chiiki@city.fukuoka.med.or.jp）に応募事項と参加人数を書いて同
課へ。ホームページでも受け付けます。

3/

16
●土

4市民科学講演会「宇宙を見る新しい目、重力波」

　名古屋大学大学院理学研究科教授・杉山直氏と東京大学大学院理
学研究科准教授・安東正樹氏が話します。d午後１時半〜４時半（開場
は１時）l九州大学伊都キャンパス椎木講堂（西区元岡）i日本物理
学会第74回年次大会実行委員会a802-4061f802-4107c1,000人（先
着）y無料e不要

3/

16
●土

3ベジフルスタジアム　ベジフルクッキング

　新バレイショ、実エンドウを使って春を感じられる料理を作ります。
講師は野菜ソムリエプロ・なかしまゆみ氏。青果物の販売（午前９時〜
正午）もあり。d午前10時半〜午後１時半liベジフルスタジアム（東
区みなと香椎三丁目）a683-5323f683-5328t18歳以上c24人（抽
選）y1,000円eはがき（〒813-0019東区みなと香椎３-１-１-201）かメー
ル（m brand.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）で３月７日（必着）までに同施設へ

（１人１通）。２月25日以降ホームページでも受け付けます。当選者のみ
３月８日に通知。

3/

17
●日

2今宿野外活動センター　今宿やかつ祭り
〜なんちゃって運動会〜

　障害物競走や玉入れ競争などをアレンジした運動会です。小学生
以下は保護者同伴。雨天中止。詳細はホームページで確認を。d午前
10時〜午後３時（受け付けは２時まで）li同センター（西区今宿上ノ
原）a806-3114f806-3115y200円e不要

3/

17
●日
他

3雁の巣レクリエーションセンター ①B
ブ ル ー

LUE H
ホ ー ク

AWK親子でキャッチ
ボール②「福岡Ｊ・アンクラス」による初心者サッカー教室

①福岡ソフトバンクホークスのOB②女子サッカーチーム「福岡Ｊ・ア
ンクラス」の選手—が指導します。d３月①17日㈰午前10時〜11時半
②24日㈰ 午 前10時 半〜正 午li同センター（ 東 区 奈 多 ）a606-
3458f607-9057t①５歳〜小学３年生と保護者（子ども１人につき保護
者１人）②年中〜中学生の女子（今年４月時点。小学生以下は保護者同
伴）c①24組②100人（いずれも抽選）y①１組400円②無料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

（ファクスの場合はファクス番号も）を書いて３月①８日②15日（いずれ
も必着）までに同センターへ。来所、ホームページでも受け付けます。

3/

21
●●木・祝

2九州・中高校生吃音（きつおん）者のつどい

　悩みや体験を分かち合うグループワークなどを実施。九州大学病
院耳鼻咽喉科医師の菊池良和氏の講演もあり。d午後０時半〜５時

（受け付けは午前11時半から）l麻生リハビリテーション大学校（博多
区東比恵三丁目）i同つどい事務局a080-7059-3309（立川）f582- 
6754（池田）t吃音のある小中高生と保護者などy500円、高校生以
下無料eはがき（〒819-1116糸島市前原中央３-３-27-301 立川英雄方）
かファクス、メール（m ktkt20090322@gmail.com）で３月14日（必着）ま
でに同事務局へ。ホームページでも受け付けます。空きがあれば当日
も受け付け。

3/

21
●●木・祝

2九州北部豪雨復興支援チャリティーイベント　ちばりよー

　沖縄の伝統芸能・エイサーの演舞や三線（さんしん）などのステージ
イベントのほか、福岡県朝倉市や沖縄県の特産品の物産展も開催。会
場内には被災地への募金箱も設置。d物産展＝午前10時半〜午後６
時、ステージイベント＝午後１時〜２時半、４時〜５時半（開場はいずれも
20分前）l電気ビル（中央区渡辺通二丁目）i琉球國祭り太鼓 福岡支
部・重岡a090-3664-5004m nakayoshikko.0227@icloud.comcステージ
イベントは各350人（先着）y入場無料e不要

3/

22
●金
他

2ウエルネスレストラン開放D
デ ー

ay in あいれふ
〜あなたの食事をチェックしませんか〜

　食品サンプルを使って、バランスの良い食事を学べます。d３月22
日㈮、23日㈯午後１時〜４時（入場は３時半まで。入退場自由）lウエル
ネスレストラン（中央区舞鶴二丁目 あいれふ内）i市健康づくりサ
ポートセンターa751-7778f751-2572y無料e不要

3/

23
●土

2博多券番の芸妓（げいぎ）衆とお座敷体験

　料亭で季節の料理を味わいながら、博多芸妓の唄と舞を楽しみま
す。d正午〜午後２時l三四郎（西区愛宕三丁目）i福岡観光コンベ
ンションビューローa733-5050f733-5055c60人（先着）y１万5,000
円eファクスかメール（m event-fcvb@welcome-fukuoka.or.jp）に参加
者全員の応募事項と代表者名を書いて問い合わせ先へ。

3/

23
●土

3西部運動公園　春のいきもの教室

　公園内のビオトープ池周辺を講師と一緒に探索します。d午前10
時〜正午li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549c15人（先着）
y無料e電話か来所で３月１日以降に同公園へ。

3/

23
●土

3災害ボランティアセンター研修会

　災害発生時に設けられる同センターの役割と運営方法を学びま
す。d午後１時半〜４時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市
社会福祉協議会ボランティアセンターa713-0777f713-0778c30人

（抽選）y無料e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）、ファク
スで３月１日〜15日（必着）に問い合わせ先へ。
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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

※②の時間と料金に誤りがありましたので、訂正しています。



舞鶴公園　ネイチャーウオッチング

　樹木や虫、鳥などの自然を歩きながら観察します。d４月21日〜来年３月15日
の第３日曜日午前10時〜正午（連続講座）li同公園（中央区城内）a781-2153 
f715-7590c20人（抽選）y無料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３月１日〜15日（必着）に同公園へ。

催 し

作
品
例

3/

23
●土
他

2東図書館「ぬいぐるみおとまり会」

　お気に入りの縫いぐるみと一緒に「おはなし会」に参加した後、縫い
ぐるみ（子どもの人数分可）は同館に「お泊まり」します。縫いぐるみた
ちが同館でどのように過ごしたか、その様子を撮った写真を進呈しま
す。d３月23日㈯午後２時〜３時。縫いぐるみの迎えは24日㈰午後３時
〜３時20分li同図書館（東区千早四丁目 なみきスクエア）a674-
3982f674-3973t３歳〜小学生と保護者c10組（抽選）y無料e電話
か来所で３月３日〜９日に同図書館へ。当選者は３月11日午前10時以
降に同図書館内とホームページで発表。

3/

23
●土
他

3大濠公園の花のボランティア

　①講座「花植えを通したボランティア活動 一人一花運動に参加し
ましょう」②実践編「大濠公園で花植えとコケ玉作り」③実践編「大濠公
園で花植え=写真」。希望する日のみの参加可。d①
３月23日㈯②４月６日㈯③４月20日㈯午前10時〜正午

（①は午前10時半から）l①あすみん（中央区今泉
一丁目）②③大濠公園（中央区大濠公園）i緑の
キャラバン隊・古荘a090-2398-7328f771-0341c

各20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m 
fursyou@sco.bbiq.jp）に応募事項と希望日を書いて
３月１日以降に問い合わせ先へ。

3/

23
●土
他

2
シリーズ「アートと社会包摂」写真展とトーク
G
ガ ー デ ン

ARDEN P
プ ロ ジ ェ ク ト

ROJECT　光と土〜持続する希望のために〜
　サンフランシスコ（米国）在住の写真家・兼子裕代氏の自然や他者と
の共存をテーマとした写真展。23日の午後２時から兼子氏のトークイ
ベントもあり。d３月23日㈯〜29日㈮午前11時〜午後７時（最終日は午
後４時まで）l九州大学大橋キャンパス デザインコモン（南区塩原四
丁目）i同大学大学院芸術工学研究院ソーシャルアートラボaf553-
4552cなし。トークイベントは30人（先着）y無料e不要。トークイベン
トはファクスかメール（m sal-cul@design.kyushu-u.ac.jp）で３月20日ま
でに問い合わせ先へ。ホームページでも申し込み可。

3/

24
●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３月18日までに電話かメール（m 
rememberfukuoka@yahoo.co.jp）で申し込みを。

3/

24
●日

2桧原運動公園　ユニバーサルスポーツフェスタ

　円盤（ディスク）を投げて的に当てたり、飛距離を競ったりする「ユニ
バーサルフライングディスク」=写真=
のスポーツ大会。老若男女、障がいの
有無を問わず誰でも参加できます（６
歳以下は保護者同伴）。雨天中止。d午
前10時〜正午li同公園（南区桧原五
丁目）a566-8208f566-8920c50人（先
着）y無料e電話かファクス、来所で３
月８日午前９時以降に同公園へ。

3/

24
●日

2図書館でTRPG（テーブルトーク・ロールプレイングゲー
ム）をやってみる

　紙や鉛筆、サイコロなどの道具を使い、設定された世界観の中で登
場人物になりきり、参加者同士の会話により物語を進めていくゲー
ム。d午後１時半〜４時半l市総合図書館（早良区百道浜三丁目）i

同図書館図書サービス課a852-0627f852-0609t中高生c20人（抽
選）y無料eメール（m yafukuoka@yahoo.co.jp）に応募事項と学年、
メールアドレスを書いて３月17日までに「YAを勉強してみる会」へ。

3/

24
●日

2ふくおか環境活動発表会

　環境保全や生物多様性保全に取り組む個人や団体の活動発表と交
流会を開催。d午後１時半〜４時lまもるーむ福岡（中央区地行浜二
丁目）iグリーンシティ福岡af215-3913t環境保全活動に取り組む
人、始めたい人c50人（抽選）y無料e電話かファクス、メール（m 
info@greencity-f.org）で３月15日までに問い合わせ先へ。

3/

24
●日

2老人福祉センター舞鶴園　高齢者認知症予防検査
「ファイブ・コグ」（脳の機能の検査）

d午前10時〜11時15分、午後２時〜３時15分i同園（中央区長浜一丁
目）a771-7677f716-0046t市内に住む60歳以上c各20人（先着）
y500円e電話かファクスで３月１日以降に同園へ。

3/

25
●月

3浜の町病院市民公開講座　①病院の役割（機能分化）に
ついて知っておこう②知っておきたい抗がん剤の知識

d午後２時〜３時半（開場は１時半）l同病院３階（中央区長浜三丁目）
i同病院地域医療連携課a721-9991f721-9382c100人（先着）y無
料e不要

3/

26
●火

3緑のコーディネーターによる体験講座
春色のウエルカムリース

　リース型のハンギング容器に花苗を植え込み、花
飾りを作ります。d午後２時〜４時lなみきスクエア

（東区千早四丁目）i市緑のまちづくり協会みどり
課a822-5832f822-5848c20人（抽選）y2,000円e

はがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクス
で３月12日（必着）までに同課へ。ホームページでも
受け付けます。

3/

26
●火

4ＵＲＣ（福岡アジア都市研究所）都市セミナー
「食文化から福岡の魅力を考える」

　講師はふくや代表取締役社長・川原武浩氏、福岡女子大学名誉教
授・早渕仁美氏。d午後１時半〜４時半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同研究所a733-
5686f733-5680c100人（先着）y無料e３月１日以降にホームページ
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。

3/

27
●水

2春の親子港見学クルーズ

　「リゾートシップ マリエラ」で博多湾をクルーズします。博多港の役
割などの説明もあり。d午後３時〜４時半l集合・解散はベイサイドプ
レイス博多（博多区築港本町）i博多港振興協会a271-1378f282-
4757t小中学生と保護者c160人（抽選）y無料e往復はがき（〒812-
0031博多区沖浜町12-１）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年
齢（小中学生は学年）を書いて３月８日（必着）までに同協会へ（１通５人
まで）。

3/

27
●水
他

2博多ガイドの会　山王の神と桜と地下神殿

　桜が咲く山王公園（博多区山王１丁目）内の日吉神社と、地下神殿
（山王雨水調整池）を見学します。d３月27日㈬、29日㈮午前10時〜正
午l集合はＪＲ博多駅筑紫口i博多区企画振興課a419-1012f434-
0053t小学生以上（小学生は保護者同伴）c各20人（先着）y500円e

電話で３月１日午前９時以降に同課へ。

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　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
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全国健康福祉祭和歌山大会（ねんりんピックわかやま） 
福岡市予選会

　いずれも申込書はホームページに掲載。①は３月1日に受け付けを開始。②の
申込期限は４月３日午後４時（必着）。詳細はホームページで確認するか問い合わ
せを。l①セブンミリオンカントリークラブ（早良区小笠木）②春日公園テニス
コート（春日市原町三丁目）i①早良区老人クラブ連合会事務局af833-4397 
②市テニス協会（月・水・金曜日午前10時〜午後４時）a735-7615f735-7616c①
32組（先着）②なし

部門 日時 対象 費用

①ゴルフ ４／11㈭８:00〜 市内に住む60歳以上（１組４人）
70歳以上＝１人１万
500円、７０歳未満＝
１人1万1,000円

②テニス ４／23㈫9：00〜 県内に住む60歳以上のペア（昨
年の優勝者を除く） １組3,000円

催 し

かなたけの里公園　①春の里山観察会〜春の野草と生き
物観察〜②タケノコわくわく収穫体験

　②は中学生以下は保護者同伴。昼食付き。収穫したタケノコは持ち帰り可（１
組２kg・４本程度）。d①３月30日㈯午前10時〜午後０時半②４月13日㈯午前10時
〜午後２時 ※タケノコの生育状況によって収穫体験日が変更になる可能性あ
り。li同公園（西区金武）af811-5118c①30人（抽選）②30組（抽選。１組５人
まで）y①無料②１組1,500円（小学生以上は別途１人300円が必要）e往復はがき

（〒819-0035西区金武1367）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名、年齢を書
いて３月１日〜①13日②17日（いずれも消印有効）に同公園へ。

催 し

3/

29
●金

3市総合体育館　栄養講座
「食と栄養〜シニア向けの食事の取り方〜」

　骨を強くするための食事と、しっかり食事を取る必要性について管
理栄養士が説明します。d午前11時〜正午li同体育館（東区香椎
照葉六丁目）a410-0314f410-0318t18歳以上c30人（先着）y無料
e電話か来所で３月１日以降に同体育館へ。

3/

29
●金

2東区、よかまち・よかとこ歩
さ ん ぽ

・歩・歩
「名島の史跡と城跡桜めぐり」

　名島水上飛行場跡や帆柱石、名島神社などを巡り、名島城跡の臥
龍桜（がりゅうざくら）も訪ねます。d午前10時〜午後０時半l集合は
西鉄名島駅前i東区歴史ガイドボランティア連絡会a090-8393-6145

（安部）f603-6200（加藤）c30人（抽選）y300円e往復はがき（〒812-
8653住所不要）に参加者全員の応募事項を書いて３月18日（必着）ま
でに東区生涯学習推進課へ。

3/

30
●土

2東障がい者フレンドホーム　春休み教室 音楽と絵画の
融合コンサート アートムジカがやってくる

d午前11時〜正午li同ホーム（東区松島三丁目）a621-8840f621-
8863c30人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m higashi.f02@
c-fukushin.jp）、来所で３月１日以降に同ホームへ。

3/

30
●土

2平成外環通りウオーキング大会

　三尾池公園（城南区堤一丁目）に集合し、ニコニコパーク〜桧原桜
公園〜花畑園芸公園（南区柏原七丁目）のルート（約５km）を歩きます。
自由解散。 ※小学生以下は保護者同伴d受け付けは午前９時半〜10
時i広域道路推進課a711-4814f733-5533y無料e不要

3/

30
●土

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３月１日以降に同センターへ。

3/

31
●日

2九電記念体育館　閉館イベント

　バレーボール教室やラグビー体験教室、
体力測定などを行います。同体育館の歴史
を振り返るパネル展示もあり。d午前９時半
〜午後５時l同体育館（中央区薬院四丁目）
i市 スポ ーツ協 会a645-1231f645-1220 
tcバレーボール＝小学生60人、中学生男
女各60人、ラグビー＝小学生100人（いずれ
も抽選）、体力測定などは不問y無料e

ホームページで３月15日まで受け付けます。

3/

31
●日

2さくらウオーク from ベイサイド

　博多の由緒ある寺社など８kmのコースを巡ります。小学生以下は保
護者同伴。中高生は保護者の承諾が必要。雨天などで中止になる場
合はホームページで告知。d午前９時半出発l集合はサンセットパーク

（博多区築港本町 博多ポートタワー隣）iさくらウオーク実行委員会
事務局a281-7733f281-1175y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）などで配布の申込書を郵送かファクスで３月
20日（必着）までに同事務局へ。

3/

31
●日

2立花寺緑地リフレッシュ農園「桜まつり」

　じゃんけん大会や輪投げの他、フリーマーケットや農産物などの販
売もあり。d午前10時〜午後３時li同農園（博多区立花寺二丁目）
a587-0881f587-0883y入場無料e不要 ※フリーマーケットの出店
申し込みは、電話かファクスで３月１日午前10時以降に同農園へ（１区
画４平方㍍で先着15区画、使用料500円）。

4/

7
●日

3友泉亭公園　旅活セミナー

　人生の最後を迎えるために必要な準備について話します。d午後２
時〜３時（受け付けは１時から）li同公園（城南区友泉亭）af711-
0415c50人（先着）y無料（入園料別）e不要

4/

8
●月
他

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　

△

基礎

△

中級

△

デジカメ

△

iPad（アイパッド）

△

画像処理

△

インター
ネット

△

ブログ作成

△

ワードでお絵かき—の８講座。d４月８日㈪〜６
月24日㈪ ※日時や期間は講座により異なるliシニアネット福岡（中
央区大名二丁目）a732-3115（平日午前10時〜午後３時）f753-6465 
t20歳以上の初心者、中級者c各10人（抽選）y１回1,000円（テキスト
代別）e電話かファクスで詳細を問い合わせの上、申込書を電話か
ファクスで３月15日までに問い合わせ先へ。来所でも受け付けます。

4/

14
●日

3九電工こどもスポーツ教室

　九電工陸上競技部の選手と走ります。d午前10時〜午後１時l福
岡大学陸上競技場（城南区七隈七丁目）i九電工広報グループa 

523-1691f524-3269t市内に住む小学生（平成31年４月現在）c300人
（先着）y無料eホームページに掲載、または各小学校で配布する申
込書をファクスで３月１日以降に同グループへ。

5/

11
●土

3プレママ・ママとプレパパの子育て・ワクチンセミナー

　「小児科の上手なかかりかた」「こどもの予防接種」の講演など。子ど
もと一緒にモニター越しでセミナーを受けられる別室もあり（前日ま
でに要予約）。d午後２時半〜４時lエルガーラホール（中央区天神一
丁目）i同セミナー事務局a0120-446-870（平日午前10時〜午後５時）
m forum@yumac.co.jpt妊娠中の女性や配偶者、子育て中の親c140
人（先着）y無料e電話かメールに応募事項と参加人数を書いて３月
１日以降に同セミナー事務局へ。

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
教
室
の
講
師
は

元
日
本
代
表
の
大
山
加
奈
氏
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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



世界フィギュアスケート国別対抗戦 市民観戦招待

　東京会場以外では初開催となる同対抗戦に無料招待します。d

４月①11日㈭②14日㈰lマリンメッセ福岡（博多区沖浜町）iス
ポーツ事業課a711-4954hhttp://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/s-ji
gyou/charm/wtt_fg.htmlt市内に住む人 ※３歳未満は入場不可c各
25組（抽選。１組２人）e上記ホームページで３月１日〜10日に受け
付けます。

催 し

ももち体育館

　全て連続講座（⑨は１教室当たり１〜２時間）。詳細は問い合わせを。li同体
育館（早良区百道二丁目）a851-4550f851-5551t①小学３〜６年生②〜⑤⑦⑧
18歳以上⑥１〜３歳と保護者⑨各教室で異なるc①15人②40人③④⑤⑦⑧25人
⑥20組（いずれも抽選）⑨各教室で異なる（先着）e①〜⑧往復はがき（〒814-
0006早良区百道２-３-15）に応募事項と希望教室を書いて３月１日から15日午後８
時（必着）までに同体育館へ。来所の場合は返信用はがきを持参の上、同体育館
へ。⑨は電話か来所で３月１日午前10時以降に同体育館へ予約を。申込時に参
加料が必要。

内容 日時 費用

①子どもバドミントン
４／１〜７／８の月曜日（４／15・
29、５／６・20、６／17、７／15を除
く）16：45〜17：45

6,000円

②リンパストレッチ ４／２〜７／23の火曜日（４／30、７
／16を除く）14:00〜15:00 4,600円

③バラエティステップ ４／２〜７／23の火曜日（４／30、５
／７、７／16を除く）18：50〜19：40 7,000円

④リラクゼーションヨガ ４／３〜７／17の水曜日（５／１を
除く）15:30〜17:00 9,000円

⑤はじめてのヨガ ４／４〜７／18の木曜日（５／２を
除く）9：30〜10：45 7,100円

⑥親子ヨガ ４／４〜７／18の木曜日（５／２を
除く）11：00〜12：00 7,100円

⑦ピラティス de モテ体 ４／４〜７／18の木曜日（５／２を
除く）19：15〜20：45 9,100円

⑧リフレッシュヨガ
４／７〜７／21の日曜日（４／21、５
／５・12、６／９を除く）10：00〜11：
30

6,600円

⑨スポーツ教室（健康体操、卓球、
バドミントンなど全27教室）

４月〜７月末の火〜土曜日（日時
は各教室で異なる）

3,850〜
１万500円

講座・教室

市ヨットハーバー　春のヨットハーバー祭

　天候により内容を変更する場合があります。詳細はホームページで確認を。
d３月23日㈯午前10時〜午後４時li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）
a882-2151f881-2344yいずれも入場無料。①ヨガ体験は1,000円、ワークショッ
プは教室により異なる④⑥無料⑤500円e①〜④⑥不要⑤３月１日以降にホーム
ページで受け付けます。

内容 時間・定員
①ヨガ体験・ワークショップ 10：00〜16：00
②産直野菜等の即売会、障がい者施設
による雑貨等の販売など 10：00〜16：00（売り切れ次第終了）
③オリジナルのトートバッグと粗品の進
呈 10：00〜（先着150人）
④ペット（犬）との船上撮影・ハーバー内
ミニミニ乗船体験（カメラ持参）

10：30〜（先着順。時間指定はできませ
ん）

⑤博多湾クルージング体験 10：30〜11：30、15：00〜16：00（各先着25
人）

⑥気象予報士・堀井義方氏による講演 13：00〜、14：00〜 ※各回２０分程度（各
先着50人）

　※３月21日（木・祝）〜31日㈰は本館２階で海をテーマにした写真展も開催。

催 し

４月の救命講習

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法
（①は大人に対する方法、②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a791-7151f7 
91-2994t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３月①１日②12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普通１
４／20㈯ 市民防災センター（早良区百道浜一丁目）a821-0245 30人
４／27㈯ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） a475-0119 40人

②普通３４／26㈮ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） a791-7151 30人
　※時間は午前10時〜午後１時。応急手当普及員再講習については救急課に
問い合わせを。

講座・教室
K

キ タ ザ キ
ITAZAKI 春フェス

　西区北崎産の野菜や鮮魚の他、唐泊恵比須（からとまりえびす）かきを販売し
ます。各日先着100人には花苗を進呈。d３月２日㈯、３日㈰午前11時〜午後３時
l市海づり公園緑地（西区小田）i市漁業協同組合唐泊支所a809-2311f809-
1205y入場無料e不要

催 し

市博物館　企画展示「ゆるカワ日本美術」

　かわいらしい日本の作品を展示します。d３月５日㈫〜５月６日（月・休）午前９時
半〜午後５時半（入館は５時まで）x月曜（祝休日のときは翌平日）li同館（早
良区百道浜三丁目）a845-5011f845-5019y一般200円、高大生150円、中学生
以下・市内に住む65歳以上無料

催 し

市
消
防
局
マ
ス
コ
ッ

ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

フ
ァ
イ
太
く
ん

早良障がい者フレンドホーム　①スポーツマスター教室
（かけっこ＆ボール投げ）②春休みクッキー作り体験教室

d３月①28日㈭、29日㈮午後１時〜３時（連続講座）②30日㈯午後１時半〜３時半
li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に住む①障
がいのある小学生②Ａ＝障がいのある小学生と保護者（きょうだい児も可）、Ｂ＝
小中学生c①10人②Ａ＝５組、Ｂ＝10人（いずれも抽選）y①無料②１人500円e

電話かファクス、メール（m friend-mwp@fc-jigyoudan.org）、来所で３月１日〜①10
日②９日に同ホームへ。①はホームページでも受け付けます。

講座・教室

①おはようスケート教室②おはようボウリング教室

　いずれも全２日。d①第１回＝３月25日㈪・26日㈫、第２回＝３月27日㈬・28日㈭
いずれも午前９時〜10時②４月４日㈭・５日㈮午前９時〜11時lパピオ（博多区千
代一丁目）i①パピオアイスアリーナa633-2468 
f633-2499②パピオボウルa633-2500f633-2498 
t①５歳〜小学生②小中学生c①各150人（抽選）②
50人（先着）y①2,500円②1,500円e①はがき（〒812-
0044博多区千代１-15-30）に応募事項と性別、希望日
を書いて３月１日〜13日（必着）に問い合わせ先へ。
来所でも受け付けます。②電話かファクスで３月１日
以降に問い合わせ先へ。

講座・教室

おはようスケート教室

月隈パークゴルフ場

li同ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a504-5333f586-5388t①中学生以上（18
歳未満は保護者同伴）②小学生以上（小学生は保護者同伴）③中学生以下の子
どもと保護者のペアy①②1,000円③無料e電話かファクス、来所で３月１日以
降に同ゴルフ場へ。

内容 日時 定員（先着）
①バラの育て方講座 ３／16㈯10：00〜12：00、13：00〜15：00 各15人
②お気軽、お手軽、花アレ
ンジメント ３／29㈮11：00〜12：30 ８人

③親子ＰＧ（パークゴルフ）
大会 ３／30㈯10：00〜12：00 10組

講座・教室

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　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
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他要件あり。 ▽大学（短大を除く）・大学
院を卒業・修了している ▽美術館の教
育普及活動で３年以上の実務経験を
有する【任用期間】６月１日〜来年３月31
日（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】３月１日から情報プラザ（市役所１
階）、各区情報コーナー、各出張所で。市
ホームページなどにも掲載【申込期間】
３月26日（必着）までi美術館リニュー
アル事業課a714-6051f714-6145

RPA技術支援員（嘱託員）を募集
　RPA（パソコンで行う事務作業を自
動化する技術）に関する支援等に従
事。【資格】RPAのシナリオ開発の経験
がある人、またはVBA等のプログラミ
ングの経験がある人【任用期間】５月
１日〜来年３月31日（再任用あり）【募
集案内・申込書の配布】ICT戦略課（市
役所８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】３
月12日（必着）までi同課a711-4105 
f733-5582
市嘱託員（障がいのある人対象）
を募集

　募集職種は、①文書整理等補助②
データ確認・入力等補助③作業業務
等補助④植物管理等補助⑤学校事務
等補助。【対象】知的・精神・身体障がい
者 ※職種により異なる【任用期間】６月
１日〜来年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】３月１日から各問
い合わせ先（市役所①〜④８階⑤11
階）、情報プラザ（同１階）、各区情報
コーナー、各出張所、障がい者就労支
援センター（中央区長浜三丁目）など
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】３月22日（消印有効）までi①〜④
人事課a711-4187f733-5559⑤教育
委員会職員課a711-4609f711-4936
市立保育所看護師（①嘱託②年休
等代替）を募集

　【資格】看護師免許を持ち、病院、福
祉施設等で看護師として勤務経験が

しごと

学校看護師（嘱託員）を募集
　【資格】看護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】健康教育課（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】３月７日（消印有効）まで
i同課a711-4643f733-5865
建築物耐震化促進専門員（嘱託
員）を募集

　建築物の耐震診断、補強設計の書
類審査などに従事。【資格】一級建築
士の資格を有する人。他要件あり【任
用期間】４月１日〜来年３月31日【募集
案内の配布】２月25日から建築物安全
推進課（市役所４階）で。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】３月11日（必
着）までi同課a711-4580f733-5584
埋蔵文化財発掘作業員の登録者
を募集

　発掘現場での発掘作業に従事。【登
録期間】４月１日〜来年３月31日【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、各出張所などで。市
ホームページにも掲載【申込期間】３
月１日〜11日（消印有効）i同課a 

711-4667f733-5537
市美術館教育普及専門員（嘱託
員）を募集

　同館が行う教育普及活動の業務等
に従事。【資格】次の要件を満たす人。

　※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。

ある人【勤務場所】香椎保育所（東区
香椎駅前二丁目）、千代保育所（博多
区千代五丁目）、那珂保育所（博多区
竹下五丁目）、姪浜保育所（西区内浜
一丁目）【任用期間】４月１日〜①来年
３月31日②９月30日（いずれも再任用
あり）【募集案内・申込書の配布】指導
監査課（市役所13階）、情報プラザ（同
１階）、各区子育て支援課などで。市
ホームページにも掲載。【申込期間】３
月13日（必着）までi指導監査課a 

711-4262f733-5718

職業訓練５月生を募集
　①金属加工技術科②導入訓練―の
受講生を募集。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。li福岡職業能力開発促進
センター（北九州市八幡西区穴生三
丁目）a093-641-6909f093-631-6516

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「アーク溶接特別教育」講習 ▽

「ファイナンシャル・プランナー２級学
科実技直前対策」講習 ▽「ホームペー
ジ作成(応用)」講習 ▽「仕事に必要な
ワード＆エクセル」講習―を開催。日
程や料金など詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。i同協会
a671-6831f672-2133
県高齢者能力活用センター「シニ
ア就業希望者セミナー」

　働いている高齢者による体験談
や、MIKIファニット社長・太刀山美樹氏
による講演など。d３月13日㈬午後１
時半〜４時半l福岡商工会議所ビル

（博多区博多駅前二丁目）i同セン
ターa451-8621f451-8623tおおむ
ね60歳以上c200人（先着）y無料e

電話かファクス、来所（福岡商工会議
所ビル１階）で３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。

就職活動を支援します
  各区の就労相談窓口では、専門相談
員が就職活動中の学生から高齢者ま
でさまざまな人からの相談に応じてい
ます(予約制)。求職者の希望や経験な
どを踏まえ、就職先の開拓も行いま
す。l各区役所 ※博多区は福岡商工
会議所ビル１階（博多区博多駅前二丁
目）、南区はアミカス１階（南区高宮三
丁目）i市就労相談窓口a733-0717 
f711-1682t15歳以上の求職者y無
料e電話で申し込みを。

お知らせ
監査結果を公表

　平成30年度第１期の定期監査と財
政援助団体等監査の結果を２月14日
発行の市公報に掲載しました。市公報
は市ホームページのほか、情報プラザ

（市役所１階）、各区総務担当課、市総
合図書館（早良区百道浜三丁目）・各
分館で閲覧できます。i監査総務課
a711-4704f733-5867　
博多どんたく港まつり観光桟敷席
前売り券を発売します

　５月３日（金・祝）、４日（土・祝）開催の「博
多どんたく港まつり」で水上公園（中
央区西中洲）に設置される観光桟敷席

（約400席）の前売り券を発売します。
i福岡観光コンベンションビュー
ローa733-5050f733-5055y前売り
券 ▽５月３日券（午後１時〜６時半）＝
3,500円 ▽５月４日券（午後３時〜７時
半）＝3,000円 ※当日券は各500円増し

（前売り券完売の場合、販売はなし）
eローソンチケット、チケットぴあで３
月１日以降に購入を。

新しい水洗化区域のお知らせ
　２月22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。【東区】下原二丁目、香椎二丁目、
みなと香椎三丁目、名子一丁目【博多
区】大井二丁目、空港前一丁目、月隈
六丁目【南区】三宅二丁目【西区】戸
切二丁目、大字飯盛、大字吉武、今宿
町、大字徳永、大字千里、今津。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a711-4534f733- 
5596）

分流化区域指定のお知らせ
　２月22日から次の区域の一部が分
流化区域に指定されました。【博多
区】博多駅中央街、博多駅前四丁目、
美野島二丁目・三丁目【中央区】今泉
一丁目・二丁目。移転などをする際
は、分流式の排水設備を設置し、汚水
は汚水管へ、雨水は側溝か雨水管に
流す必要があります。詳細は市ホー
ムページで確認を。i下水道事業調
整課a711-4428f733-5533（助成制
度は中部下水道課a711-4698f711- 
4466）

「福岡市政だよりW
ウェブ
EB版」のご案内

　市政だよりの記事は、「福岡市政だよりWEB版」のホームページで公開していま
す。情報BOXの記事を「催し」「しごと」「相談」などのジャンル別に読むことができ
るほか、記事の検索も可能です。スマートフォンにも対応していますので、ぜひ
ご利用ください。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

市美術館　いきヨウヨウ講座「花とルーツとわたし〜自分
らしさってなに？」

　本紙２面掲載の「インカ・ショニバレCBE：Flower Power展」を学芸員の解説付き
で鑑賞します。その後、同館周辺の花を観察し、花を器に飾ります。d３月26日㈫
午前10時〜午後２時半l市美術館（中央区大濠公園）i同館学芸課a714-6054 
f714-6145t60歳以上c20人（抽選）y無料 ※２面のリニューアルオープン記
念展のチケットが必要（特別観覧券不可）e往復はがき（〒810-0051中央区大濠
公園１-６）かメール（m workshop@fukuoka-art-museum.jp）に代表者の応募事項と
参加者全員の氏名、生年月日を書いて3月14日（必着）までに同課「いきヨウヨウ
講座」係まで。

講座・教室
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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

講座
教室 しごと お知

らせ



事業所税の申告を

　次の要件に該当する事業者は、事
業所税の申告・納付が必要です。【対
象】市内の事業所で床面積の合計が
1,000平方㍍を超えるか、従業員数が
100人を超える事業者【申告・納付期
限】法人は事業年度終了の日から２カ
月以内。個人は３月15日まで。i資産
課税課a711-4195f733-5902
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】５月21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 ）西 新 プロ
ジェクト（早良区西
新四丁目）

新設 平成30年
12月25日

環境活動を支援する「エコ発（はっ）
する事業補助金」の申請を受け付
けます

　【対象】市民参加型の事業で ▽ごみ
減量・リサイクル ▽環境学習・啓発 ▽

環境保全 ▽環境美化―のいずれかを
行う５人以上の市民団体、ＮＰＯ法人
など。【申請書の配布】環境政策課（市
役所13階）、情報プラザ（同１階）、各区
生活環境課、各区情報コーナー、各出
張所で。市ホームページにも掲載。詳
細は問い合わせを。i環境政策課
a733-5381f733-5592

ビギナー
コース

ステップアッ
プコース

Ｕ-30
コース

団体要件
環境活動の
経 験 が３年
以下

環境活動の
経 験 が４年
以上

構 成 員 の４
分 の３以 上
が30歳以下

補助金額 対象経費の４分の
３以内

対象経費の
５分の４以内

上限額 １０万円 ５０万円 １０万円
申請期限 ７月31日 ４月17日 ７月31日
問い合
わせ先

各区生活
環境課 環境政策課

市地下鉄経営戦略（案）に対する
意見募集の結果を公表

　【閲覧・配布】３月29日㈮まで経営企
画課（中央区大名二丁目 交通局６
階）、情報公開室（市役所２階）、情報プ
ラザ（同１階）、各区情報コーナー、各
出張所、地下鉄姪浜・天神・博多・貝
塚・橋本・天神南駅の各駅長事務室
で。ホームページにも掲載i同課a 

732-4108f721-0754
筑後川流域（有明海を含む）での
環境保全活動を支援します

　【対象】所在地が福岡都市圏内にあ
る非営利活動団体など【補助限度額】

▽森林の育成や保全活動および森林
に関する環境教育活動＝40万円 ▽河

川や海等の清掃活動、環境教育活動、
水質保全活動など＝30万円【申請書
の配布】ホームページで。福岡都市圏
広域行政事業組合事務局に電話か
ファクスでの請求も可【申請期間】４
月15日（必着）までi同事務局a73 
3-5004f733-5005

「脇山ジェラート」の販売を開始
　早良区脇山の特産品（米、茶、ブルー
ベリー）を使ったジェラートをレストラン

「コマツプルミエ」（中央区大名一丁目
af738-3207）ではデザートメニューと
して、青果店「フルーツ鳥巣」（中央区西
中洲a761-4916f761-4599）ではテイ
クアウト商品と
して、３月１日か
ら販売します。
i政策企画課
a711-4841f 

733-5583 ※料
金など販売に
ついては各店
舗へ。
ふくおか「働き方改革」推進企業
を認定します

　【対象】市内に本店または主たる事
務所を有する企業【要件】年次有給休
暇の取得促進や仕事と子育ての両立
の支援など、市が定める基準を満たし
ていること【申請書の配布】市中小企
業サポートセンター（博多区博多駅前
二丁目 福岡商工会議所ビル２階）、情
報プラザ（市役所１階）で。市ホーム
ページにも掲載【申請期間】３月１日〜
29日（消印有効）i経営支援課a441-
1232f441-3211
福岡都市高速道路６号線整備事
業に伴い、夜間通行止めになる日
があります

　４月１日㈪〜６月30日㈰のうち、アイラ
ンドシティにかかる御島かたらい橋周
辺道路が夜間（午後10時〜午前５時半）
車両通行止めになる日があります。日
程など詳細はホームページで確認を。
i福岡北九州高速道路公社工事課
a631-0136f631-6830
国道263号（三瀬峠）の交通規制を
解除しました

　平成30年７月豪雨対応で行ってい
た復旧工事が完了したため、通行止
めを解除しました。詳細はホームペー
ジで確認を。i道路維持課a711-44 
88f733-5591
街なか手助けサポートプロジェク
ト「たすけっと」実証実験への参加
者を募集

　コミュニケーションアプリLINE（ライ
ン）の「&HAND」公式アカウントに登録
すると ▽ 段差があって困っているの
で車いすを押してほしい ▽道がわか
らないので教えてほしい―など外出

中に手助けしてほしいことについて、
依頼したり手助けしたりするやりとり
をLINE上で行えま
す。詳細はホーム
ページで確認を。

【利用可能期間】〜
３月31日㈰午前８時
〜午後８時i大日
本印刷a03-6735-6 
418hhttps://dnp-
andhand.jp

人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d３月９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
af553-2141y無料e不要

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a711-4019f733-5580 
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。
不動産鑑定士による不動産の無
料相談会

　土地の価格や有効利用など不動産
に関する相談に応じます。d４月２日
㈫午前10時〜午後４時li県不動産
鑑定士協会（博多区祇園町）a283-
6255f283-6256y無料e電話で３月
１日〜４月１日に同協会へ。

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
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。

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

相 談

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
などの相談に応じます。d３月16日㈯
午前10時〜午後４時lコミセンわじろ
２階（東区和白丘一丁目）i県行政書
士会a641-2501f641-2503y無料e

不要

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。d３月20日㈬午後１時〜４時（受け
付けは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）a741-5780f731-5202 
y無料e不要
市障がい者110番 知的障がい ピ
ア相談

d３月20日㈬午前９時〜正午lふくふ
くプラザ４階（中央区荒戸三丁目）i

市身体障害者福祉協会af738-0010 
t市内に住む障がい者やその家族な
どy無料e不要
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。
d３月17日㈰午後１時〜４時liふく
おかどうぶつ相談室（西区内浜一丁
目 ）a891-1231f891-1259t犬 猫 を
飼っている人、飼う予定の人e不要 
※ペット信託相談のみ、電話かファク
スで３月１日〜15日に同相談室へ。

市文化芸術振興計画（案）
　【案の閲覧・配布場所】文化振興課

（市役所14階）、情報公開室（同２階）、
情報プラザ（同１階）、市文化芸術振興
財団（博多区中洲中島町 消防会館）、
各区情報コーナー、各出張所、市民会
館（中央区天神五丁目）、音楽・演劇練
習場（千代、祇園、大橋、千早）で。市
ホームページにも掲載【募集期間】３
月24日（必着）までi同課a711-4665 
f733-5537

意見募集

コマツプルミエで販売す
るジェラート

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　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
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らせ 相談 意見
募集

上のコードを読み
取るとホームペー
ジにアクセスでき
ます



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）

春の体験教室の参加者を募集
　いずれも連続講座。③はラテン系の音楽に合わせて踊るダンスエクササイズで
す。詳細は問い合わせを。t18歳以上c各20人（抽選）y2,100円eはがきかファク
スに応募事項と希望教室を書いて３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。

内容 日時
①オハ ピラ（ピラティ
スで体をほぐします）

４／８〜５／13の月曜日9：45〜10：45（４
／15、29、５／６を除く）

②美ボディ ピラティス ４／９〜４／23の火曜日13：00〜14：30

③ＺＵMＢＡ（ズンバ）=
写真 ４／10〜４／24の水曜日20：00〜21：00

④アフタヌーン ヨガ ４／12〜４／26の金曜日13：00〜14：30

⑤リラックス ヨガ ４／12〜４／26の金曜日19：30〜20：45

３月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。②の会場は西体育館（西区拾六町一丁目）、上履きを持
参。y無料e不要

内容 日時 対象
①パネルシアター大集合 ３／10㈰13：00〜16：00 幼児〜高校生
②あいくるがやってくる（親子あそび） ３／13㈬10：00〜12：00 ２歳以上の幼児
③お手玉あそび ３／16㈯14：00〜15：30 幼児〜高校生
④みんなであそぼう（ドッヂビー） ３／17㈰13:30〜14:30 小中高生
　※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。

参加者を募集 ①あいくるどんたく隊②５月から始まる幼児体育クラブ
　①は５月３日（金・祝）に行われるどんたくパレードへ参加。②は毎週水曜日開催（連
続講座）。料金は①500円②1,000円。締め切りは４月①７日②21日（いずれも必着）。
詳細はホームページで確認するか問い合わせを。

博多座
〒812-8615 博多区下川端町２-１
a２６３-５８５８ f２６３-３６３０

武田鉄矢×コロッケ特別公演
　▷第１部＝舞台「水戸黄門」=写真▷第
２部＝武田鉄矢ら海援隊、コロッケによ
る歌と物まねステージ。時間など詳細は
ホームページで確認を。d５月５日（日・祝）
〜28日㈫ ※９日は貸し切り、13日は休演
i博 多 座 電 話 予
約センターa263-
5555t小 学 生 以
上yＡ席１万4,000
円、特Ｂ席１万1,000
円、Ｂ席8,000円、Ｃ
席 5,000円 e電話
で３月９日午前10
時以降に予約を。
ホームページでも
購入可。

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

　※３月11日㈪〜18日㈪は図書特別整
理のため休館します。
３月のおはなし会
　詳細は問い合わせを。c各回50人（先
着）y無料e不要

対象 開催日 時間
０〜２歳と保護者３／９㈯、23㈯ 14:10〜14：25

幼児
３／９㈯、23㈯ 14：30〜14：50
日曜日 14:30〜15：00

幼児〜小学生 ３／30㈯ 14:30〜15：00
小学生 日曜日 15：15〜15：45

市民体育館
〒812-0045 博多区東公園８-２　a641-9135 f641-9139
o午前９時〜午後10時（プールは午後９時まで）x毎月第３月曜（祝休日のときは翌平日）

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

l①②③⑤同センター④大濠公園（中央区）e電話で希望日の７日前までに同セ
ンターへ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時 対象・定員 費用
①１日糖尿病教室（食事
療法、運動療法） ４／13㈯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） ４／14㈰、27㈯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 ４／19㈮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）

４／20㈯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）

⑤やせナイト塾（生活習
慣改善教室）

５／９〜30の木曜日と８／22
㈭の計５回（連続講座）。いず
れも19:00から２時間程度

18歳以上で運動
に支 障 の な い
人・15人（先着）

1,000円

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

４月の講座
y①〜④⑥〜⑨無料⑤100円e電話か
ファクス、来所で３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・日時 定員（先着）
①今日から使える介護１日講座　
４／２㈫10：00〜16：00 30人

②人には聞けないおしっこトラ
ブル　４／４㈭14：00〜16：00 25人

③立ち上がりを楽にしよう
４／６㈯、10㈬10：00〜12：00

４／６＝15人
４／10＝20人

④人には聞けないうんちトラブ
ル　４／11㈭14：00〜16：00 25人

　※いずれも入園料別。
春の茶会
　野点を行います
=写真。茶菓子付
き。d３月30日㈯＝
裏千家、31日㈰＝
表千家。いずれも
午前10時半〜午後
３時c各200人（先着）y300円e不要
セントポーリア展
　販売もあり。d４月６日㈯、７日㈰y入
場無料
春の野鳥観察会
　双眼鏡の貸し出しもあり（先着15人）。
d４月14日㈰午前10時〜午後０時半
c50人（先着）y無料e当日午前９時半
から情報館２階会議室で受け付け

⑤自助具製作教室（鼻緒が付い
た「布製スリッパ」を作ります）　
４／13㈯13：00〜16：00

10人

⑥アロマの香りでリラックス
４／15㈪14：00〜16：00 40人

⑦もれないためのおむつ選び　
４／18㈭14：00〜16：00 25人

⑧歩行を助ける用具と靴選び　
４／20㈯、24㈬10：00〜12：00

４／20＝15人
４／24＝20人

⑨もれないためのおむつの当
て方　４／25㈭14：00〜16：00 25人

　※⑨を受講するには⑦の受講が必要。

園芸講座
　①「春のバラの手入れと管理」②「プ
チ盆栽づくり」③「押し花教室（前期）」④

「写真基礎講座（花とみどりのまちかど
写真）」d①４月４日㈭午後１時半〜３時
半②４月５日㈮午後１時半〜３時半③４月
９日〜９月３日の第２火曜日（連続講座。８
月、９月は第１火曜日）午前10時〜正午④
４月10日㈬、５月15日㈬、６月５日㈬午後１
時半〜３時半（連続講座）c①50人（先
着）②③④20人（抽選）y①無料②③
2,500円④600円e①当日午後１時から
情報館２階会議室で受け付けます。②③
④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
３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。

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）

まもるーむ福岡 （保健環境学習室）

〒810-0065 中央区地行浜二丁目１-34
保健環境研究所１階
a831-0669 f831-0670
o午前10時〜午後５時 x月曜・毎月
最終火曜（祝休日のときは翌平日）
※２月28日㈭まで休館。問い合わせは
2月25日㈪以降に受け付け。

　※いずれも無料。申し込みは電話かメ 
ール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、
来所で３月２日午前10時以降に同施設へ。
ラボで体験「マーブリングで水質調べ」
　水面に絵の具を垂らして写し取る技
法を用います。d４月６日㈯午前10時半
〜11時t小学１〜３年生（保護者同伴）
c20人（先着）
理科応援教室「入浴剤を作ろう」
　作った入浴剤は持ち帰れます。d４月
13日㈯午前10時半〜正午t小学４〜６
年生c25人（先着）

　※以下はホームページでも受け付け可。
牧場見守り隊イベント
　職員と共に放牧地の除草業務などを
体験。終了後、同牧場のソフトクリーム券
を進呈。d３月23日㈯午前11時〜正午t

４歳以上c20組（先着。１組４人まで）y

無料e電話で３月１日以降に同牧場へ。
手作りソーセージ教室
　400gの生ソーセージを作り、持ち帰り
ます。d３月25日㈪午前10時半〜11時
半、11時半〜午後０時半c各10人（抽
選）y1,500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３月９
日（必着）までに同施設へ。

もーもーらんど油山牧場
〒811-1353 南区柏原710-2
a865-7020 f865-7040
o午前９時〜午後５時（テイクアウト・
売店は午前10時から）x水曜（祝日の
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

　※以下の申し込みは往復はがきに応
募事項と、②はポール貸し出し希望の有
無（希望する場合は身長も）を書いて３
月８日（必着）までに同施設へ。ホーム
ページでも受け付け。
①森でバードウオッチング〜ウグイス
を探そう〜
　双眼鏡、図鑑の無料貸し出しあり（数
量限定）。中学生以下は保護者同伴。d

３月31日㈰午前９時半〜午後１時c40人
（抽選）y200円
②ノルディックウオーキング教室
　２本のポール（ストック）を使って歩き
ます。d４月３日㈬午後１時〜３時t18歳
以上c30人（抽選）y1,000円（ポール持
ち込みの場合は500円）

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

早春の山野草展示会
d３月15日㈮〜17日㈰午前９時〜午後４
時半y無料
園芸講座「プランターを利用した野菜
の作り方」
d３月19日㈫午
後１時半〜３時
半c60人（先着）
y無料e電話か
ファクスで３月
12日以降に同公
園へ。

情報BOX 福岡市政だより
2019（平成31）年３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

同公園入口




