
松風園　①季節の室
しつらい

礼とおもてなし〜端午の薬
くすだま

玉を飾りま
す〜②夕ざりの茶会

　①室礼とは季節や人生の節目に部屋を整えることです。室礼の話を聞き、簡
単な実技を行います。軽食付き。②夕暮れを楽しむ茶会。弁当付き。d４月20日
㈯①午前11時〜午後０時45分、２時〜３時45分②午後５時15分〜７時半li同園

（中央区平尾三丁目）af524-8264c①各20人②15人（いずれも先着）y①4,500
円②5,000円（いずれも入園料別）e電話で３月20日以降に同園へ。

催 し

夜間・休日急患診療 急患診療は、急病患者に対して応急処置を行うものですので、後日かかりつけの医療機関などで受診してください。
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月後半の日・祝日）
３月17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

３月21日（木・祝）
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
３月24日㈰
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
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
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
３月31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
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
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

　※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。

〒 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。

西障がい者フレンドホーム　①リハビリ教室・理学療法士
による基礎運動教室②こどもダンス教室

　いずれも連続講座。d①５月９日〜来年３月12日の第２木曜日午前10時〜正午
②５月11日〜来年３月14日の第２・４土曜日午後１時、２時から（各１時間）li同
ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037t市内に住む①脳損傷による
後遺症のある人②障がいのある５歳（年長児）〜小学生c①12人②各12人（いず
れも抽選）y無料e①電話かはがき（〒819-0005西区内浜１-５-54）、ファクスに応
募事項と②は希望時間も書いて３月15日〜31日（必着）に同ホームへ。来所でも
受け付けます。

講座・教室
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21
●●木・祝
他

2福岡城 舞遊の館　福岡城の桜と着物写真会

　着付け後、プロのカメラマンが約50カット撮影します（写真データは
後日CD-Rで渡します）。①子どもの和装②和装花嫁写真＝白無垢（む
く）・色打ち掛け・洋髪姿。d３月21日（木・祝）〜31日㈰午前９時〜午後２時
に着付け（30日を除く）li同館（中央区城内 三の丸スクエア内）
a707-3191f707-3193c１日当たり各３人（先着）y①３万4,800円②３
万5,000円。花婿の和装（黒紋付き袴）希望は5,000円追加e電話かファ
クスで３月15日午前10時以降に同館へ。
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22
●金

2近未来ビジネス体験フェア

　キャッシュレス決済などIT・ICT（情報通信技術）を利用したサービス
の体験ができます。午後1時、３時からセミナーもあり（内容は同じ）。
詳細はホームページで確認を。d午後１時〜５時l福岡商工会議所

（博多区博多駅前二丁目）i同会議所会員組織・共済グループa441-
1114f411-1600y無料eホームページで３月20日まで受け付けます。
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23
●土

4フォーラム「新しい絆」 ふたつの家庭の子どもたち

　里親制度の普及について臨床心理士の御園生直美氏が話します。
d午後１時半〜４時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i子どもＮＰＯ
センター福岡af716-5095c120人（先着）y無料n無料。申込時に子
どもの氏名・年齢または月齢を書いて要予約（先着）e電話かファク
ス、メール（m info@npoccf.jp）で問い合わせ先へ。ホームページでも
受け付けます。
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23
●土

2背振少年自然の家　星空観察会（スターウオッチング）

　天文台で季節の星座を観察します。市街地より気温が低めのため
防寒具を持参してください。天候の影響による実施の有無については
当日午後５時以降に問い合わせるかホームページで確認を。d午後７
時〜８時半（入場は８時15分まで）li背振少年自然の家（早良区板
屋）a804-6771f804-6772t自家用車などで直接来所できる人y無
料e不要
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23
●土
他

2福岡ストリートパーティー
〜ファッションアベニュー〜

　正午から午後６時まで交通規制がかかり、天神きらめき通り（中央区
天神二丁目）が歩行者天国になります。ファッ
ションショー=写真=や大道芸などが特設ス
テージで披露される他、物販・飲食ブースなど
が並びます。d３月23日㈯、24日㈰正午〜午後
６時iWe Love 天神協議会a734-8750f718-
7331y入場無料e不要
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24
●日

2福岡マラソン 車いす競技チャレンジ応援プロジェクト
〜競技用車いすの体験会〜

　11月に開催する福岡マラソンの車いす競技に参加するきっかけと
なるよう、体験会を行います。d午前10時〜正午l雁の巣レクリエー
ションセンター（東区奈多）i福岡マラソン実行委員会事務局a711-
4676f733-5595t車いすを利用する中高生y無料e電話かファクス、
メールで３月20日までに「はぁとスペース」（af692-6316 m heart252
5space@gmail.com）へ。
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24
●日

2アイランドシティ スロージョギングRを楽しむ会

　健康運動指導士の解説の下、会話ができる速さでゆっくり走りま
す。d午前９時半〜11時lアイランドシティ外周緑地（東区香椎照葉
一丁目）他iにこにこ健康アイランド事務局a321-0137f323-1372y

無料e初めて参加する人は電話かファクスで同事務局へ連絡を。
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24
●日

2県弁護士会 新会館オープニングイベント

　九州大学法学部教授 南野森氏による弁護士の社会的役割をテー
マとする講演とパネルディスカッション、映画上映会、無料法律相談会
など。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午前10時〜
午後６時（相談受け付けは３時半まで）l同会弁護士会館（中央区六本
松四丁目）i同会a741-6416f715-3207y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

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

情報BOX 福岡市政だより
2019（平成31）年3月15日 14催し 講座

教室 講演



福北連携コーナー
小倉城リニューアルオープン

　再建されて60年を迎える小倉城天守閣の展示内容を一新します。 ▽１階＝
小倉城の歴史を大画面の映像で紹介。着物などの衣装を着て写真撮影を楽し
める体験コーナーもあり ▽２階＝小倉城を築城した細川忠興などを中心に、歴
代の城主たちを紹介 ▽３階＝宮本武蔵と佐々木小次郎の生涯を映像や資料な
どで紹介。毎日、日没から午後10時までエリア内のライトアップも実施。天守
閣そばには飲食や土産物などの販売を行う「しろテラス」をオープンします。開
館時間など詳細は問い合わせを。d３月30日㈯からli小倉城（北九州市小
倉北区城内）a093-561-1210f093-561-5246y天守閣入館料＝一般350円、中
高生200円、小学生100円、未就学児無料 ※他施設との共通入場券ありe不要

生ごみ堆肥を使った菜園講座

　生ごみを堆肥にするためのコンポスト（段ボール・木枠・設置型）の作り方を説
明します。①サトイモ・ショウガの植え付け、ニンジンの間引きと施肥②ゴボウの
間引き、ズッキーニの植え付けーもあり。d４月①６日㈯午後１時半〜３時②18日
㈭午前10時〜11時40分lクリーンパーク･東部敷地内（東区蒲田一丁目）i循環
生活研究所a405-5217f405-5951t市内に住む人c各30人（抽選）y無料e電
話かはがき（〒811-0201東区三苫４-４-27）、ファクスに応募事項と希望日を書いて
各実施日の７日前（必着）までに同研究所へ。

講座・教室
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26
●火

2志賀島ミニ産直市 in 東区役所

　志賀島の農水産物（ワカメ、魚の干物、イチゴなど）を販売。d午前９
時半〜午後２時（商品が無くなり次第終了）l東区役所正面玄関横i

志賀公民館a603-6706f603-6172y入場無料e不要
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26
●火

2福岡空港未来フォーラム 福岡空港の発展と飛躍
〜アジアのゲートウェイを目指して〜

　福岡空港の民間委託の意義や効果、空港や地域の振興・活性化に
ついて考えます。d午後２時〜４時40分lみらいホール（中央区渡辺
通二丁目 電気ビル共創館）i空港整備推進課a711-4102f733-5558 
c250人（先着）y無料eホームページで受け付けます。

3/

27
●水

3ボートレース福岡
銘仙等を使った造花のインテリア飾り

　銘仙（平織りの絹織物）などを使います。d午後１時〜２時半lボー
トレース福岡（中央区那の津一丁目）iアノンセa771-3166f771-
3344t20歳以上の女性c20人（抽選）y無料（入場料別）eはがき

（〒810-0041中央区大名２-３-３-903）かファクスに応募事項とファクスの
場合はファクス番号も書いて３月20日（必着）までに問い合わせ先へ。
当選者のみ３月25日までに通知。
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27
●水
他

2市科学館　ものづくり博覧会
〜博多工業、有明・北九州・久留米高専が大集合〜

　博多工業高校や九州地区の工業高等専門学校の学生たちの作品
を展示します。期間中は工作等のワークショップなどもあり（一部は当
日整理券を配布）。詳細はホームページで確認を。d３月27日㈬〜29
日㈮午前10時〜午後５時（最終日は３時まで）li同館（中央区六本松
四丁目）a731-2525f731-2530y無料e不要
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28
●木

2博多ガイドの会「祝 博多千
せんねんのもん

年門５周年特別コース」

　５周年を迎える博多千年門や東長寺、承天寺を巡ります。昼食（海鮮
丼）付き。d正午〜午後２時l集合は地下鉄祇園駅改札口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）
c20人（先着）y1,800円e電話で３月15日午前９時以降に同課へ。
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29
●金

2老人福祉センター長生園　長生園オレンジカフェ

　認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気の中で話や相談が
できます。d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-
0903f641-0907tおおむね50歳以上c30人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で３月15日以降に同園へ。
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30
●土

3西部運動公園　犬のしつけ教室

　プロのドッグトレーナーが教えます。犬の同伴が必要（１人１匹）。d午
前11時〜午後２時li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549c10人

（先着）y無料e電話か来所で３月15日以降に同公園へ。
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30
●土

3市民防災センター　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=写真。d午前11時半
〜午後０時半li同センター（早良区百道浜
一丁目）a847-5990f847-5970t家族で参加
できる人c６組（先着）y無料e電話かファク
スで３月15日以降に同センターへ。
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30
●土

2姪浜 路地裏そうつき歩き

　姪浜の名所や寺社を西区歴史よかとこ案内人の説明を聞きながら
歩きます。地元漁港の海鮮料理等の飲食付き。d午後３時〜８時l集
合・解散は姪浜住吉神社（西区姪の浜三丁目）i唐津街道姪浜まちづ
くり協議会・田中a090-3734-1366f215-4449c15人（抽選）y5,000円e

はがき（〒819-0002西区姪の浜４-21-１-201）かメール（m karatsu.meino
hama@gmail.com）で３月20日（必着）までに問い合わせ先へ。
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31
●日

2西部ガス タグラグビーフェスタ

　タックルをしない、初心者向けの安全なラグビー「タグラグビー」を
体験および試合形式で楽しみます。d午前９時〜午後３時l平和台陸
上競技場（中央区城内）i県ラグビーフットボール協会・小野a090-
3607-8650f715-0585y200円eはがき（〒810-0073中央区舞鶴３-７
-13）かファクス、メール（m miyakeyr.ono@gmail.com）で３月23日（消印
有効）までに同協会へ。当日参加も可。

3/

31
●日

2市公民館（サークル・同好会）交流健康麻
マージャン

雀大会

　詳細は問い合わせを。d午前11時〜午後５時lあいれふ（中央区舞
鶴二丁目）iNSK健康麻雀福岡af515-9500t公民館やいこいの家
などで麻雀をしている60歳以上c10組（先着。２人１組）y１人1,500円
eファクスかメール（m pom2006@ac.auone-net.jp）で３月15日以降に
問い合わせ先へ。

4/

1
●月
他

3初心者・中級者向けパソコン教室

　パソコン入門、ワードやエクセルの入門・中級講座、インターネット、
デジカメと画像処理など各コースあり。詳細は問い合わせを。d４月１
日㈪〜５月13日㈪ ※各コース週１回の講座を計５回受講（１回２時間）
li市シルバー人材センター西出張所（西区姪の浜四丁目）af881-
7266t20歳以上のパソコン初級者〜中級者c各10人（先着）y7,500円

（テキスト代別）e電話かファクス、メール（m sjcitgroup55@gmail.
com）、来所で３月15日以降に問い合わせ先へ。

4/

3
●水

2 G20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議開催記念
「銀行職場体験」

　銀行内の見学や窓口の仕事体験を通して、お
金の仕組みを学びます。d午前９時半〜11時半l

福岡銀行本店（中央区天神二丁目）i同銀行公務
室a723-2561f711-6138t小学４年〜中学生c20
人（先着）y無料e電話かファクスで３月15日以降
に問い合わせ先へ。

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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教室



アンスティチュ・フランセ九州

　①「フランス語春期講座体験レッスン」②「フレンチオープンデー」姉妹都市ボ
ルドーの紹介やワインセミナー、フランス語体験レッスンなど。飲食物の販売も
あり。詳細は問い合わせを。d① ▽初心者向け＝３月24日㈰午前11時、午後１時、
３時、５時、28日㈭午前10時半、29日㈮午後７時、30日㈯午前10時半から ▽経験者
向け＝３月23日㈯午後５時半、28日㈭午後７時から（いずれも各45分）②３月24日
㈰午前11時〜午後７時liアンスティチュ・フランセ九州（中央区大名二丁目）
a712-0904f712-0916y①無料②入場無料e①電話かメール（m kyushu@inst
itutfrancais.jp）に応募事項と希望日を書いて希望日の前日までに問い合わせ先
へ。 ※24日分は申し込み不要②不要

催 し

4/

6
●土

3月隈パークゴルフ場　パークゴルフ初心者教室

　講義と実習で学びます。中学生以下は保護者同伴。d午前９時〜正
午li同ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a504-5333f586-5388c８人

（先着）y1,000円e電話かファクス、来所で３月15日以降に同ゴルフ場
へ。

4/

6
●土

3福管連 総会の正しい開き方セミナー

　セミナー出席者がマンション管理組合員として参加する模擬総会
の実演や、「マンションを巡る最近の判例解説」をテーマにした講演を
実施。d午後１時15分〜４時半l天神ビル（中央区天神二丁目）i福
岡マンション管理組合連合会a752-1555f752-3699tマンション管理
組合役員、区分所有者などc180人（先着）y無料e電話かファクス、
メール（m fukukan@fukukan.net）で同連合会へ。

4/

6
●土

2水源の森・春の植物観察会

　水源を守るための水源かん養林の働きについて学んだ後、曲渕ダム
（早良区）の水源かん養林内で、専門家の解説を聞きながら春の植物
を観察します。歩く距離は約2.5km（３時間程度）。集合・解散は市水道局

（博多区博多駅前一丁目）d午前８時半〜午後４時半i流域連携課
a483-3195f483-3252t市内に住むか通勤・通学する18歳以上c40人

（抽選）y無料eはがき（〒812-0011博多区博多駅前１-28-15）かファク
ス、メール（m ryuiki.WB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と緊急時の連
絡先を書いて３月25日（必着）までに同課へ。

4/

6
●土
他

2市民クルーズ
にっぽん丸「ウィークエンド 博多ワンナイトクルーズ」

　同クルーズを一般価格の１割引きで提供。客室はコンフォートス
テート。詳細は市ホームページに掲載、または各区情報コーナー、各
出張所で配布するチラシで確認を。d４月６日㈯〜７日㈰１泊２日iク
ルーズ課a711-4559f733-5901t市内に住むか通勤・通学する人（生
後６カ月未満不可）c20組（抽選。１組２〜３人）y３万3,300円（３人１室
利用）、４万4,100円（２人１室利用） ※いずれも大人１人当たりの料金。
６カ月〜小学生は大人料金の75％（２歳未満は大人１人につき１人無
料）eメール（m cruise@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事
項、市外に住む人は通勤・通学している会社名・学校名を書いて３月22
日午後５時までに同課へ。

4/

6
●土
他

3精華パティシエ学級

　「グラッシェ・アリス」のシェフ 宮本英男氏からフランス菓子の作り
方を学びます。初心者も可。d４月６日㈯、６月１日㈯、来年１月18日㈯
午前10時〜午後２時li精華女子短期大学（博多区南八幡町二丁目）
a591-6331f592-3591c各24人（先着）y各回2,970円e電話かファク
ス、メール（m temizu@seika.ac.jp）に応募事項と希望日を書いて３月
15日以降に同大学へ。

4/

7
●日

2わんにゃんよかイベント in ふくおかどうぶつ相談室

　犬の手入れ、猫の譲渡会、子ども向けの紙芝居など。犬の同伴可。
雨天の場合は内容変更あり。d午前10時〜午後２時li同相談室（西
区内浜一丁目）a891-1231f891-1259y無料e不要

4/

8
●月

3ハビタットひろば スリランカの都市の将来を考える

　国連ハビタットが昨年12月に発表したスリランカの都市についての
レポートを基に考えます。d午後６時半〜７時半lアクロス福岡こくさ
いひろば（中央区天神一丁目）i国連ハビタット福岡本部a724-7121 
f724-7124c50人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m habitat.
fukuoka@un.org）で同本部へ。

4/

9
●火
他

3ＮＰＯ等と市の「共働事業提案制度」
提案サポートセミナー

　同制度への応募を考えるNPO等の団体向けに、発想を実現可能な事
業提案に結び付けるための全２回の連続講座を実施。d４月９日㈫、５
月９日㈭午後７時〜９時lあすみん（中央区今泉一丁目）i市民公益活
動推進課a711-4283f733-5768c30人（先着）y無料e電話かファク
ス、メール（m koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）で３月15日以降に同課へ。

4/

9
●火
他

3雁の巣レクリエーションセンター
雁の巣テニス教室（初心者向け）

d４月９日〜５月14日の火曜日午前10時〜正午（連続講座）li同セン
ター（東区奈多）a606-3458f607-9057t18歳
以上c14人（抽選）y4,200円e往復はがき

（〒811-0204東区奈多1302-53）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31日（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。

4/

12
●金

3博多障がい者フレンドホーム　ハーバリウム作り

　ガラス瓶にオイルとドライフラワーを入れて飾り物を作ります。作
品は持ち帰り可。18歳以下は保護者同伴。d午後１時〜２時li同
ホーム（博多区西月隈五丁目）a586-1360f586-1397c20人（抽選）
y1,000円e電話かはがき（〒812-0857博多区西月隈５-６-１）、ファクス
に応募事項と障がいの有無（障がいのある人は手帳の種類も記入）、
参加人数（２人まで）を書いて３月15日〜４月10日（必着）に同ホーム
へ。来所、ホームページでも受け付けます。

4/

13
●土

4市総合図書館　九州がんセンター講演会
「もっと知りたい すい臓がんのこと」

d午後２時〜３時半l同館（早良区百道浜三丁目）i同館図書サービ
ス課a852-0632f852-0631c80人（先着）y無料eホームページに掲
載、または同館・各分館で配布する申込書を３月19日以降に提出。電話
でも受け付けます。

4/

13
●土

2弥生の都「吉野ヶ里」たんけん隊“春”

　佐賀県吉野ケ里町の五ケ山ダム見学や自然散策など（昼食付き）。
集合・解散は市水道局（博多区博多駅前一丁目）d午前８時半〜午後５
時i流域連携課a483-3194f483-3252t市内に住むか通学する小中
学生と保護者c40人（抽選）y大人1,000円、小中学生500円eはがき

（〒812-0011博多区博多駅前１-28-15）かファクス、メール（m ryuiki.
WB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項を書いて３月28日（必
着）までに同課へ。

4/

14
●日

3市ヨットハーバー　ジュニアヨット教室

d午前10時〜午後４時li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）
a882-2151f881-2344t市内に住む小学３年〜中学生c18人（抽選）
y1,500円e来所で３月15日〜４月２日に同施設へ。ホームページでも
受け付けます。

過去の同教室
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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

催し 講座
教室 講演



博多座「市民半額観劇会」

　「武田鉄矢×コロッケ特別公演」=写真=を半額で観劇できま
す。d５月５日（日・祝）午前11時、６日（月・休）午前11時、12日㈰午後
４時、14日㈫午前11時、19日㈰午後４時からl博多座（博多区下
川端町）i市民半額会事務局a751-8258（平日午前10時〜午後
６時）f736-7081c各回100人（抽選）yＡ席7,000円（事務手数
料・振込手数料別）eはがき（〒810-8799福岡中央郵便局留「市
民半額会」）に代表者の応募事項と希望日時（１公演のみ）、参加
人数（２人まで）を書いて３月23日（消印有効）までに同事務局
へ。当選者のみ通知（３月27日ごろ発送）

催 し

花畑園芸公園

　①「さくらとアーモンドの花まつり」ひょっとこ踊りや花畑中学校吹奏楽部によ
る演奏等のステージイベントなど。飲食物を販売する出店もあり。②「えびね・山
野草展示会」③「園芸講座 山野草の栽培と増やし方」d①３月30日㈯〜31日㈰
午前９時〜午後５時②４月６日㈯〜７日㈰午前９時〜午後５時③４月７日㈰午後１
時半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-3754c①②なし
③50人（先着）y①入場無料②③無料e①②不要③電話かファクスで３月31日
以降に同公園へ。

催 し

福岡国際女子テニス関連イベント

l博多の森テニス競技場（博多区東平尾公園一丁目）i福岡国際女子テニス事
務局（九州テニス協会）a722-1605f722-1607y① ▽６日＝１組500円 ▽12日＝１
人500円②１人1,000円（弁当付き）eホームページで①３月15日以降に②４月22
日まで受け付けます。

内容 日時 対象 定員

①キッズテニス教室

５／６（月・休）10：00〜11：
30

４歳以上の未就学児と
保護者のペア

50組
（先着）

５／12㈰9：30〜11：00 小学１〜３年生 80人
（先着）

５／12㈰11：10〜12：40 小学４〜６年生 80人
（先着）

②ベテラン親睦テニ
ス大会（ダブルスで２
試合。１人でも申し込
み可）

５／10㈮9:00〜12:00 60歳以上の男性、50歳
以上の女性

120人
（抽選）

　※いずれも終了後に福岡国際女子テニスを観戦できます。

催 し

4/

15
●月

2東区、よかまち・よかとこ歩
さ ん ぽ

・歩・歩
志賀海神社「春の山ほめ祭」と志賀島産直市散策

　志賀海神社で県指定無形民俗文化財の「山誉種蒔（やまほめたねま
き）漁猟祭」を見学した後、産直市を散策します。集合は午前９時半に
JR西戸崎駅前か10時15分に市営渡船志賀島渡船場前のいずれかを
選択可。解散は午後０時半。i東区歴史ガイドボランティア連絡会・古
賀a090-8395-3783f673-0583c30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と希望の集合場所を
書いて４月５日（必着）までに東区生涯学習推進課へ。

4/

19
●金

2日本マンション学会福岡大会 市民向けシンポジウム

　テーマは「マンション管理は区分所有者の手で」。d午後６時〜８時
（受け付けは５時から）l県弁護士会館大ホール（中央区六本松四丁
目）i同学会2019福岡大会実行委員会a771-1679f781-7662c300人

（先着）y無料e不要

4/

20
●土

3スポーツ体験塾「ラグビー教室」

　宗像サニックスブルースの選手・指導者から学びます。d午前10時
〜正午l市民体育館（博多区東公園）i市スポーツ協会事業課a645-
1233f645-1220t小学生c50人（抽選）y無料eホームページで３月
15日〜31日に受け付けます。当選者のみ通知。

4/

20
●土

3「博多町家」ふるさと館
和－クショップ「オリジナルお香つくり」

　講師は、ガリンペイロ・デ・アロマ代表の團涼子氏。アロマやお香の
歴史などを学んだ後、手びねりや花形のお香を作ります（香りは１人２
種類）。d午後１時〜３時li同館（博多区冷泉町）a281-7761f281-
7762t小学生以上（小学生は保護者同伴）c15人（先着）y3,000円e

電話かファクス、メール（m furusatokan@hakatamachiya.com）に参加
者全員の応募事項を書いて３月15日以降に同館へ。来所でも受け付
けます。空きがあれば当日も受け付け可。

4/

20
●土
他

2九州ボートショー in 福岡

　ボート・ヨットの体験試乗、水上バイク・マリン用品の展示、海の安全
講習会など。家電製品などが当たる抽選会もあり。d４月20日㈯、21日
㈰午前10時〜午後５時（試乗受け付けは３時半まで）l市ヨットハーバー

（西区小戸三丁目）i九州ボートショー実行委員会a512-9815f554-
1658y入場無料e不要

4/

21
●日

3女性のエンパワーメント講座「一歩、踏み出してみませ
んか？〜女性にとって、日米に共通した課題と機会〜」

　講師は在福岡アメリカ領事館領事のバネッサ・善治氏。d午後２時〜
４時l福岡アメリカンセンター（中央区天神二丁目）iアミカスa526-
3755f526-3766t女性c30人（先着）y無料n６カ月〜小学３年生（無
料。４月11日までに要予約）e電話かファクス、メール（m amikas@
city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と子どもの名前・年齢（託児希望者の
み）を書いて３月15日以降にアミカスへ。来所（南区高宮三丁目）、ホー
ムページでも受け付けます。

4/

25
●木
他

2友泉亭公園　遺影撮影会（着物と洋服）

　①着物（レンタル可能）②洋服（レンタルなし）で撮影。いずれも写真
１枚（A４サイズの台紙付き）と全データ（CD-R）を当日渡します。d４月
①25日㈭②26日㈮午前10時〜午後３時li同公園（城南区友泉亭）
af711-0415c①８人②10人（いずれも先着）y①２万5,000円（着物レ
ンタル・着付け代込み。着物持参の場合も同額）②２万円e電話かファ
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15日以
降に同公園へ。

5/

3
●●金・祝

2博多どんたく港まつり東区演舞台サブイベント
すこやかウオーキング大会

　演舞台（香椎駅前西公園）から出発し、アイランドシティなどを通る
コース（約６km）を歩きます。未就学児は保護者同伴。参加者（未就学
児を除く）を対象とした、東区の特産品などが当たる抽選会も開催。d

午前９時50分スタート（抽選会は午後０時35分〜55分）lスタート・
ゴールは香椎駅前西公園（東区香椎駅前二丁目）i東区区民フェス
ティバル実行委員会（東区企画振興課）a645-1037f651-5097c150人

（抽選）y無料eはがき（〒812-8653住所不要）かファクス、メール（m 
kikaku.HIWO@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事項と参加人数（未
就学児がいる場合は未就学児以外と未就学児の人数を分けて記入）
を書いて４月16日午後５時（必着）までに問い合わせ先へ。来所（東区
役所２階）でも受け付けます。当選者のみ通知。空きがあれば当日も
受け付け可。

5/

11
●土
他

3初心者なぎなた教室

d５月11日〜７月13日の土曜日午後７時〜９時
（連続講座）l中央体育館（中央区赤坂二丁目）

i市なぎなた連盟事務局af523-6426t小学
生以上c15人（抽選）y無料（保険料800円）e

往復はがき(〒815-0071南区平和１-２-10-501）
かメール（m fukunaginata@gmail.com）で３月15
日〜４月22日（必着）に同事務局へ。 前回の同教室

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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市障がい者スポーツ協会

　詳細は申込書で確認するか問い合わせを。i同協会a781-0561f781-0565t

市内に住むか通勤・通学する①知的障がいのある中学生以上（チームでの参加
も可）②③障がいのある中学生以上y500円eホームページに掲載、または同協
会（中央区荒戸三丁目）、情報プラザ（市役所１階）、さん・さんプラザ（南区清水
一丁目）で配布する申込書を①③３月15日〜29日②３月11日〜25日（いずれも必
着）に提出。

内容 日時 場所 定員

①障がい者ソフト
ボール教室

４／20〜９／７の土曜日
9:30〜12:00（月１回の連
続講座）

西南杜（もり）の湖畔公園
（城南区七隈六丁目）

35人
（抽選）

②障がい者陸上競
技教室

４／2７〜来年２／29の土
曜日9:30〜11:30（８月を
除く月１回の連続講座）

平和台陸上競技場（中央
区城内）、博多の森陸上
競技場（博多区東平尾公
園二丁目）

70人
（選考）

③障がい者フライ
ングディスク教室

４／27〜10／５の土曜日
10：00〜12：00（８月を除く
月１回の連続講座）

平和台陸上競技場、さ
ん・さんプラザ

40人
（抽選）

講座・教室

①春季イタリア語講座②春季フランス語講座 
③英会話教室

　いずれも連続講座。定員など詳細は問い合わせを。l①TKP博多駅筑紫口ビ
ジネスセンター（博多区博多駅中央街）②東急ドエルアルス天神（中央区渡辺通
五丁目）③博多座・西銀ビル（博多区下川端町）i①福岡日伊協会a476-2153 
m miyuki.inokuchi.1111@ncbank.co.jp②福岡日仏協会・新井a080-3184-8690m 
info@fukuoka-nichifutsu.com③福岡日英協会a476-2155m fjbs.event@castｌe.o
cn.ne.jp ※いずれも電話は平日のみe電話かメールで各問い合わせ先へ。

言語 日時 費用

①イタリア語
いずれも週１回 ▽はじめて＝４／９〜７／２の火
曜日18：30〜20：00 ▽ 初中級＝４／８〜７／８の
月曜日18：30〜20：00 ▽中級会話＝４／11〜７／
４の木曜日19：00〜20：30

１万8,000円（はじ
めて・初中級はテ
キスト代別）

②フランス語

いずれも週１回 ▽はじめて＝４／10〜６／26の
水曜日18：15〜19：45 ▽初級文法＝４／10〜６／
26の水曜日15：00〜16：30 ▽中級文法＝４／８〜
７／８の月曜日18：00〜19：30 ▽会話＝４／９〜６
／25の火曜日19：15〜20：45

１万5,000円（学生
１万2,000円）

③英語
いずれも週１回 ▽初級＝５／８〜７／29の月・水
曜日 ▽中級＝５／７〜７／25の火・木曜日 ▽上
級＝５／10〜７／26の金曜日いずれも18：30〜
20：00

２万円（テキスト
代別）

講座・教室

はかた伝統工芸館　①博多人形師育成塾発表会
②端午を祝う博多の伝統工芸品

　①同塾受講生の作品を展示。②博多織や博多人形などの作家たちによる作
品を展示・販売。d①３月21日（木・祝）〜26日㈫②３月28日㈭〜４月２日㈫いずれも
午前10時〜午後６時（入館は５時半まで。最終日の展示は５時まで）li同館（博
多区上川端町）a409-5450f409-5460y①無料②入場無料

催 し

ときめきマーケット in G
グリーンライフ
reenLife M

マーケット
arket 福岡

　障がい者施設で作った菓子、雑貨などを販売します。d３月16日㈯、17日㈰午
前９時〜午後４時l舞鶴公園鴻臚館（こうろかん）広場（中央区城内）i障がい者
在宅支援課a711-4248f711-4818y入場無料e不要

催 し

第２次市教育振興基本計画（案）
　【案の閲覧・配布場所】３月22日から
教育政策課（市役所11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【募集期間】４月21日

（ 必 着 ）までi同 課a711-4412f71 
1-4600

お知らせ
地下鉄空港線・箱崎線のダイヤを
改正します

　近年の乗車人員増加に伴う混雑や
列車遅延等を改善するため、３月16日
㈯に改正します。詳細はホームページ
か地下鉄各駅で配布する時刻表で確
認を。i運転課a732-4132f721-0754
一人親家庭に就学支度資金・修学
資金を貸し付けます

　一人親家庭の児童（寡婦が扶養す
る子などを含む）が高校などに進学す
る際、入学金や学費などの支払いが
困難な場合に①就学支度資金②修学
資金を貸し付けます（所得制限あり）。

意見募集
貸付限度額は高校・高専・大学など学
校の種類により異なります。詳細は問
い合わせを。【受付期間】①３月29日ま
で②４月１日〜26日i各区子育て支
援課家庭児童相談室
証明書がマックスバリュ九州各店
で発行できるようになりました

　マイナンバーカードで住民票の写
しなどの証明書を店舗内の多機能コ
ピー機から取得できる「コンビニ交付
サービス」が、マックスバリュ九州各店
でも利用できるようになりました。詳
細は市ホームページに掲載。i区政
課a711-4074f733-5595

就学援助制度について
　国・県・市立の小中学校へ通学する
上で、経済的な理由により給食費や
学用品費など、学校での学習に必要
な費用の支払いが困難な保護者に援
助します。対象は ▽生活保護の廃止、
停止を受けたが、なお経済的に困窮
している ▽市民税が非課税または減
免の適用を受けている ▽国民年金ま
たは国民健康保険の保険料の全額減
免を受けている ▽一人親家庭などで
児童扶養手当法に基づく児童扶養手
当を受けている ▽市民税所得割額と
県民税所得割額の合算が本市で定め
る基準額以下である ▽その他の特別
な事情により、前年に比べて収入が
減少し、基準以下の状態にあると認め
られる―など。詳細は問い合わせを。
i各学校、教育支援課a711-4693f 

733-5780

市民体育館

　詳細は問い合わせを。li同体育館（博多区東公園）a641-9135 f641-9139 
t①③18歳以上②50歳以上④小学生以上y①１回500円②③4,800円④600円e 

①当日開始１時間前〜15分前に窓口で受け付けます。②③④はがき（〒812-0045
博多区東公園８-２）かファクスに応募事項と希望教室を書いて３月15日〜31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。

内容 日時 定員
（抽選）

①Ｆトレ（さまざまな世代向
けの筋力トレーニングなど）

４／８〜来年３／26の月曜日（11：00〜12：
00）、木曜日（15：00〜16：00） ※祝日、定
期点検日を除く。

各日20人

②初心者卓球教室 ４／11〜６／６の 木 曜日11：15〜12：45 
（５／２を除く連続講座） 16人

③カラダ引き締め ４／12〜６／７の 金 曜日14：45〜15：45 
（５／３を除く連続講座） 20人

④万が一に備えよう 着衣
水泳体験 ５／19㈰14：00〜16：00 50人

講座・教室

舞鶴公園　①G
グリーン
reen M

マジック
agic MAIZURU 営業再開

②みどりのまちマルシェ
　①バーベキューが楽しめる他、ランニングをする人向けにシャワールームや
ロッカールームを併設します（シャワー・ロッカー利用700円、ロッカーのみ500
円。利用は当日受け付け）。②有機野菜や農産加工品などを販売。いずれも詳細
はホームページに掲載。d①３月16日㈯〜11月中旬午前11時〜午後３時、午後５
時〜９時②３月23日〜11月23日の第４土曜日と11月３日（日・祝）午前10時〜午後２
時li同公園①西広場②西広場または藤園北側

（中央区城内）a781-2153f715-7590y①大人１人
2,160円〜（１区画大人８人まで。１組当たり最低４人
分の料金が必要）、小学生以下無料。食材セットのオ
プションあり。 ※３月23日〜４月７日は食材付きプラン

（大人１人4,320円）のみ②入場無料e①ホームペー
ジで受け付けます。②不要

催 し

バーベキューコーナー
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
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電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

※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

意見
募集
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アミカス市民グループ活動支援
事業 参加グループを募集

　男女共同参画を推進する市民グ
ループの活動を支援します。支援内
容はアミカスの会場使用料の免除や
広報の支援、補助金の交付など。詳細
は問い合わせを。【募集案内の配布】
ホームページに掲載、またはアミカス

（南区高宮三丁目）、情報プラザ（市役
所１階）、各区情報コーナー、各出張所
などで【申込期間】 ▽補助金なし＝４月
１日〜11月30日 ▽ 補助金あり＝４月１
日〜５月31日iアミカスa526-3755 
f526-3766
「全国障害者スポーツ大会」出場
候補選手を募集

　10月12日㈯〜14日（月・祝）に茨城県で
開催される同大会に出場する選手を
募集。派遣期間は10月10日㈭〜15日
㈫。選考会あり。【種目（個人競技）】陸
上、水泳、卓球、アーチェリー、ボウリン
グ、フライングディスク【対象】市内に
住むか通学（所）する13歳以上（４月１日
現在）で、身体障害者手帳か療育手
帳、精神保健福祉手帳のいずれかを
持ち、平成30年度市障がい者スポー
ツ大会などに出場した人（入・通所施
設、特別支援学校、手をつなぐ育成会
に属する知的障がい者は各団体から
の推薦が必要）【申込書の配布】情報
プラザ（市役所１階）、各区福祉・介護保
険課、さん・さんプラザ（南区清水一丁
目）で。ホームページにも掲載【申込期
間】３月15日〜５月７日（必着）i市障が
い者スポーツ協会a781-0561f781-
0565c27人（選考）y無料

よい歯のコンクール
　①親子部門②高齢者部門で募集。
５月11日㈯午後２時から県歯科医師
会館（中央区大名一丁目）で行われる
審査会に参加が必要。i市歯科医師
会a781-6321f781-6512t市内に住
む①親子共に虫歯（治療歯）のない３
歳児と保護者②75歳以上で歯が28本
以上ある人 ※いずれも年齢は４月１
日現在e電話かはがき（〒810-0041中
央区大名１-12-43）に参加者全員の応
募事項と生年月日を書いて４月１日

（必着）までに同会へ。
専修学校などの修学資金を貸し
付けます

　平成30年度中に中学校・高校等を
卒業するか高校等を退学し、今年４月
に専修学校か各種学校に入学する人

（指定する対象校・学科に限る）に、月
額３万円（専門課程は５万3,000円）と
入学支度金10万円を貸し付けます。
返還が必要。詳細は問い合わせを。

【対象】市内に住む人（所得要件あ
り）。連帯保証人が必要（保護者可）

【申込期間】４月１日〜19日i地域施
策課a711-4253f733-5863

はりきゅう受療証（国民健康保険・
後期高齢者）の更新をしてください

　現在利用中の受療証の有効期限は
３月31日までです。新しい受療証が必
要な人は平成31年度の国民健康保険
証または後期高齢者医療被保険者証
を持参の上、住所地の区役所・出張所
保険年金担当課（係）で申請してくだ
さい。郵送での申請を希望する人は
問い合わせを。i各区・各出張所同課

（係）
市ホームレス自立支援実施計画

（第４次）の策定
　【閲覧・配布】生活自立支援課（市役
所12階）、情報公開室（同２階）、情報プ
ラザ（同１階）、博多区保護第３課（博
多区役所２階）、各区情報コーナー、各
出張所、市総合図書館（早良区百道浜
三丁目）・各分館で。市ホームページ
にも掲載i生活自立支援課a711-
4553f711-4232
市障がい者等地域生活支援協議
会が傍聴できます

　市の障がい者生活支援に関する課
題について検討する協議会を公開し
ます。傍聴を希望する人は当日午前９
時45分までに会場へ。d３月18日㈪午
前10時〜正午lTKPガーデンシティ天
神（中央区天神二丁目 福岡天神セン
タービル８階）i障がい者在宅支援課
a711-4248f711-4818c10人（抽選）
福祉・高齢者乗車券の手続きはお
早めに

　３カ月ごと（１月、４月、７月）に助成額
が減額になります。まだ申請をしてい
ない人は本人の印鑑、本人を確認で
きるもの（健康保険証、介護保険証な
ど）、ICカード（これまで交付を受けた
人の場合）を持参して住所地の各区
福祉・介護保険課へ。詳細は問い合わ
せを。i各区同課
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】６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

第３グリーンプラザ
ビル（西区拾六町
一丁目）

変更 １月31日

（仮称）ドラッグコス
モス小田部店（早良
区小田部七丁目）

新設 ２月８日

児童扶養手当・特別児童扶養手当
制度について

　【児童扶養手当】対象は、離婚や死

亡などで父または母と生計を同じくし
ていない、もしくは父または母に重度
の障がいがある18歳までの児童（18
歳の誕生日以降最初の３月31日まで。
障がいがある場合は20歳未満）【特別
児童扶養手当】対象は、身体または精
神に障がいがある20歳未満の児童

（障がいを支給事由とする公的年金
を受給できる児童、児童福祉施設な
どに入所している児童を除く）。各手
当とも上記の児童を監護している父・
母か、父母に代わって養育している人
に支給します（所得制限あり）。詳細は
問い合わせを。i各区子育て支援課

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電話か来所で
希望日の１週間前（祝休日の場合は翌
開庁日）以降の午前９時〜午後５時に
各問い合わせ先へ。

場所・問い合わせ先 実施日
市役所
a711-4019f733-5580 月〜水曜日

東区役所
a645-1011f651-5097 木曜日

博多区役所
a419-1013f452-6735 水曜日

中央区役所
a718-1014f714-2141 金曜日

南区役所
a559-5010f562-3824 火曜日

城南区役所
a833-4010f844-1204 金曜日

早良区役所
a833-4308f846-2864 月曜日

西区役所
a895-7008f885-0467 木曜日

　※時間は午後１時〜４時。１人25分。

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。d４月３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 南天神ビル２階）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電話か来所で同センターへ。
虐待など不適切な保育等の相談・
通報をメールでも受け付けます

　保育所等の職員による入所児童へ
の虐待や、家族による子どもへの虐
待が疑われる事例に関する相談・通報

相 談

を受け付ける、専用のメールアドレス
（m shidoukansa_soudan@city.fukuo
ka.lg.jp）を設置しました。i指導監査
課a711-4262f733-5718

銀行カードローン110番
　銀行カードローンによる多重債務
に関する相談に電話で応じます。【相
談専用電話】a724-9505d３月21日

（木・祝）午前10時〜午後４時i県青年司
法書士協議会a557-1660f557-1661 
y無料e不要

しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「原始機（げんしばた）による織
物・染色」講習 ▽「第二種電気工事士

（学科）」直前講習 ▽「福祉住環境コー
ディネーター２級」直前（４回）講習 ▽

「ガス溶接技能」講習 ▽「ワード中級
DTP機能によるデザイン」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
アクティブシニア就労のための合
同企業説明会

　高齢者を積極的に雇用している企
業から直接話を聞くことができます。
d３月23日㈯午後１時半〜３時半li

老人福祉センター長生園（博多区千
代一丁目）a641-0903f641-0907t

市内に住むおおむね60歳以上y無料
e電話かファクス、来所で３月22日ま
でに同園へ。
東区国民健康保険医療費適正化
嘱託員を募集

　診療報酬明細書等の審査点検に関
する業務、医療費の返還請求に関す
る業務などに従事。【任用期間】５月１
日〜来年３月31日【募集案内・申込書
の配布】３月15日から情報プラザ（市
役所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】３月29日（必着）までi東区保険
年金課a645-1101f631-6463

　※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。

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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三丁目）で。ホームページにも掲載
【申込期間】４月５日（消印有効）まで
i市総合図書館文学・文書課a852-
0606f852-0609

母子保健嘱託員を募集
　南区保健福祉センター健康課（南
区塩原三丁目）で、新生児訪問に関す
る業務、母子保健に関する相談業務
などに従事。【資格】保健師または助
産師の資格を有する人【任用期間】４
月22日〜来年３月31日（再任用あり）

【募集案内・申込書の配布】３月15日か
ら情報プラザ（市役所１階）、各区保健
福祉センター健康課で【申込期間】３
月22日（必着）までi南区健康課a 

559-5119f541-9914

国税専門官（大学卒業程度）を募集
　詳細はホームページに掲載。【申込
期間】３月29日〜４月10日i福岡国税
局人事第２課試験研修係a411-0031 
f414-5185、各税務署総務課

日本語能力検定１級か同等の資格も
必要。他要件あり【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】クルーズ課（市役
所14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29日

（必着）までi同課a711-4559f733- 
5901

県警察官を募集

　警察官Ａ（男性、女性、武道指導）、
警察官Ｃ（経済、英語、北京語、韓国・
朝鮮語、情報工学）を募集。【募集案内
の配布】県警察本部（博多区東公園）、
各警察署・交番で。ホームページにも
掲載【申込期間】４月１日〜22日i県
警採用センターaf622-0700
市総合図書館嘱託員（特別資料専
門員）を募集

　同館（早良区百道浜三丁目）で文学
資料の収集・整理・保存、企画展の実
施、図録の作成などに従事。【資格】４
年制大学で日本近現代文学を専攻し
て卒業し、学芸員か司書資格を有す
る人（採用日までに取得見込みも可）

【任用期間】７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15日から同館・各分館、情報プ
ラザ（市役所１階）、各区情報コー
ナー、各出張所、アミカス（南区高宮

学校生活支援員（旧「特別支援教
育支援員」）を募集

　市立の小中学校、高等学校で、配慮
を必要とする児童生徒に対する学校
生活の支援や学習活動のサポートを
行う臨時的任用職員を募集。【任用期
間】１回の任用につき２カ月以内【募
集案内・申込書の配布】３月11日から
発達教育センター（中央区地行浜二
丁目）、情報プラザ（市役所１階）、各区
情報コーナー、各出張所などで。市
ホームページにも掲載【申込期間】３
月22日までi同センターa845-0015 
f845-0025
クルーズ誘致・調整専門員（英語）
を募集

　クルーズ船の誘致に関する資料の
翻訳、通訳などに従事する嘱託員を
募集。【資格】実用英語技能検定１級
かTOEIC900点以上（同等の資格でも
可）。日本語を母国語としない場合は

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

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

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）

西部３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒819-0162 西区今宿青木1043-２　a8８２-３１９０ f8８２-４５80
o午前10時〜午後５時 x月曜（祝休日のときは翌平日）

映像ホール・シネラ　４月上映スケジュール
通常上映「レスター・ジェームス・ピーリス
監督とスリランカ映画」
３日㈬ 母（２）
４日㈭ 変革の時代（11）、運命線（２）
５日㈮ 湖畔の邸宅（11）、日が沈むところ（２）
６日㈯ 変革の時代（11）、母（２）
７日㈰ 運命線（11）、湖畔の邸宅（２）
10日㈬ マザー・アローン（11）、長女（２）
11日㈭ 散歩の園（11）、サロージャー（２）
12日㈮ 告白（11）、太陽のジャングル（２）
13日㈯ 散歩の園（11）、日が沈むところ（２）
14日㈰ サロージャー（11）、太陽のジャングル（２）
17日㈬ マチャン／大脱走（２）
18日㈭ 夢の花びら（11）、流れに逆らって（２）

19日㈮ マザー・アローン（11）、長女（２）
20日㈯ 流れに逆らって（11）、告白（２）
21日㈰ 夢の花びら（11）、マチャン／大脱走（２）
特別企画「ぴあフィルムフェスティバル in
福岡」
27日㈯「カルチェ」他（11）、「モフモフィク

ション」他（２）

28日㈰「１９歳」他（11）、「ある日本の絵描き
少年」他（２）

29日
（月・祝）

「すばらしき世界」他（11）、「川と自転
車」他（２）

30日
（火・休）

「からっぽ」他（11）、「オーファンズ・
ブルース」他（２）

　※（11）＝午前11時、（２）＝午後２時。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。

休日健診（総合健診）
d①〜⑪４月７日㈰、14日㈰、21日㈰、27
日㈯午前９時〜10時⑫４月７日㈰午前９
時〜10時⑬４月21日㈰午前10時〜正午
t①は市国民健康保険加入者。⑪は、⑨
か⑩の受診者で一定の条件の該当者c

先着順y一部減免ありn３カ月〜小学３
年生（500円。希望日の４日前までに要予
約）e電話か来所、ホームページで予約
を。

内容 対象年齢 費用
①よかドック 40〜74歳 500円
②よかドック30 30〜39歳 500円
③ 胃透視検査 40歳以上 600円
④ 胃がんリスク検査 35歳か40歳 1,000円

⑤ 胃内視鏡検査 50歳以上の
偶数年齢者 1,800円

⑥ 乳がん検診 40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑦ 子宮けいがん検診 20歳以上 400円
⑧ 大腸がん検診 40歳以上 500円
⑨ 肺がん検診 40〜64歳 500円
⑩ 結核・肺がん検診 65歳以上 無料

⑪ 喀痰（かくたん）細
胞診検査 50歳以上 700円

⑫ 骨粗しょう症検査 40歳以上 500円
⑬ 歯周病検診 18歳以上 1,000円
　※４月14日㈰、27日㈯は⑦の検診を女性
医師が行います。①②⑥の健(検)診は全日
程女性医師および女性技師です。

３月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。y無料e①②③不要④⑤⑥当日午前９時から６階総合
受付で整理券を配布。

内容 日時 対象 定員
①青春祭（中高生がダンスやバンド
演奏などを披露します。観覧のみ）３／21（木・祝）16:00〜18:00 幼児〜高校生 ―
②ふれあいひろば（折り紙） ３／24㈰14:00〜15:00 幼児〜高校生 ―
③観劇会 （「あんりみてっどぷら
ねっと」出演） ３／24㈰16:00〜17:00 幼児〜高校生 ―
④牛乳パックで万華鏡作り ３／26㈫14：00〜15：00 小学生 20人（先着）
⑤スライム作り ３／29㈮13：00〜、13：30〜、

14：00〜、14：30〜（各30分） 幼児〜高校生 各20人
（先着）

⑥レザークラフト体験（小物作り） ３／31㈰16：00〜17：00 中高生 16人（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。

３・４月の催し
　一部講座は材料を持参。②〜⑤は連
続講座。t市内に住むか通勤・通学する
人（⑥は20歳以上） ※①⑥は販売業者
不可y①⑥〜⑨無料②1,000円③800円
④⑤500円e①不要②〜⑥はがきかファ
クス、来所で②③３月20日④⑤３月22日
⑥４月13日（いずれも必着）までに同施
設へ。②〜⑤は当選者のみ通知。⑦⑧
⑨電話かファクス、来所で⑦希望日の３
日前までに⑧⑨随時同施設へ。

内容・日時 定員
①リユース陶器市　３／17㈰10:30
〜15:00（不要になった陶器の持ち
込み、持ち帰り。持ち込みは14:00
まで）

―

②初心者向け やさしいパッチワー
ク教室　４／２〜５／28の原則火曜
日13:00〜16:00

10人
（抽選）

③衣類のリフォーム教室　４／３〜
５／29の原則水曜日13:00〜16:00

10人
（抽選）

④着物で作務衣（さむえ）作り　
４／４〜25の木曜日13:00〜16:00

15人
（抽選）

⑤古布で押し絵のこいのぼり作り　
４／６㈯、13㈯13:00〜16:00

15人
（抽選）

⑥フリーマーケットの出店　
４／29（月・祝）10:00〜13:00

16区画
（抽選）

⑦ハーブ入りリサイクルせっけん
作り　水曜日10:30〜11:30

各10人
（先着）

⑧牛乳パックで紙すき体験　
毎日10:30〜15:30の30分程度 ―
⑨つまみ細工の花飾り　
毎日10:30〜15:30の30分程度 ―
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臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒812-0051 東区箱崎ふ頭四丁目13-42　a６４２-４６４１ f６４２-４５９８
o午前10時〜午後５時 x月曜（祝休日のときは翌平日）

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）４月の催し

　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人y①④500円②③
⑥⑦無料⑤200円（②⑦は部品代別）
e①③④⑤往復はがきかファクスに応
募事項と④は希望日も書いて各開催日
の10日前（必着）までに同施設へ。来所で
も受け付けます（①③⑤はホームページ
でも受け付け可）。②⑥⑦電話かファク
ス、来所で４月２日以降に同施設へ。

内容・日時 定員
①リフォーム講座　
４／９〜６／４の火曜日10：00〜13:00

（４／30、５／７を除く連続講座）
10人

（抽選）

②傘の修理　
４／９㈫、14㈰10：00〜13：00

各６人
（先着）

③基本の包丁研ぎ講座　
４／13㈯10:00〜12:00

５人
（抽選）

④高機（たかばた）で裂き織り　
４／16㈫、26㈮10:00〜13：00

各３人
（抽選）

⑤古布でぞうり作り　
４／19㈮10:00〜13:00

10人
（抽選）

⑥木製のまな板削り　
４／25㈭、27㈯10:00〜16:00

各12人
（先着）

⑦おもちゃの病院　
４／28㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

　※いずれも小学３年生以下は保護者
同伴。申し込みは①③当日午後１時から
受け付け②④電話かメール（m mamoro
om@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で３月16
日午前10時以降に同施設へ。
①ミラクルラボ体験教室「色を分離し
てみよう」
　サインペンなどに使われているさま
ざまな色素を分離する実験を行います。
d４月14日㈰午後３時〜３時半c25人

（先着）y無料
②特別講座「海辺の生きもの観察会」
　地行浜の浜辺で生き物を採取し、その
名称や生態について学びます。d４月20
日㈯午後１時半〜３時半t小学生以上
c25人（先着）y無料

③カブトガニ観察会
d４月21日㈰午後３時〜３時半c25人

（先着）y無料
④みんなでチャレンジ「光るスライムを
作ろう」
　洗濯のりと蛍光塗料を使って、特殊な
光を当てると光るスライム=写真=を作
ります。d４月27日㈯午前10時半〜11時
c25人（先着）y無料

　※以下はいずれも入園料別。
蘭展
　園芸相談、ランの販売、多肉植物の寄
せ植えやポプリ作りの体験講座、ガーデ
ンコンサートもあり。詳細は問い合わせ
を。d３月19日㈫〜24日㈰午前９時〜午
後５時（最終日は４時まで） ▽体験講座＝
21日（木・祝）、23日㈯午前11時から ▽ガー
デンコンサート＝21日（木・祝）午前11時、
午後２時半からy入場無料
こどもスケッチ大会
　同園の植物や風景をスケッチ（同園事
務所で受け付け。画用紙・絵の具・クレヨ
ン・色鉛筆は同園が準備）。作品は７月23
日㈫〜８月25日㈰に展示。d３月21日（木・
祝）〜６月２日㈰t小学生y無料e不要

さくらのクイズラリー
　参加者には花苗を進呈。d３月31日㈰
午後１時半〜３時（１時〜２時半に同園の
入口広場の「花と緑の案内館」で受け付
け）c50組（先着。１組５人まで）y無料
e不要
押し花教室受講者作品展
d４月２日㈫〜14日㈰y無料
ひょうたん展
　大ヒョウタンで作った作品などを展
示。種の無料配布、苗の販売、工作体験
もあり。d４月９日㈫〜14日㈰y入場無
料
サボテン・多肉植物展
　販売や育て方の相談コーナーもあ
り。d４月16日㈫〜21日㈰y入場無料

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）

こども博物館
　国宝金印のレプリカ（複製品）を約
2,000年前と同じように粘土に押して使
う封泥（ふうでい）の体験をします。d３
月23日㈯午前10時〜正午、午後１時半〜
３時（随時受け付け）t６歳以上c各100
人（先着）y無料e不要
企画展示「市制施行130周年記念 福岡
市 これまでとこれから」
　福岡市が誕生してから130年の歩み
を写真や地図などで紹介します。d４月
２日㈫〜10月27日㈰y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

　※いずれも18歳未満は保護者同伴。
今宿の四季を楽しむ〜植物編〜
　散策しながら、植物を観察します。d４
月11日㈭午前10時半〜午後０時半c20
人（先着）y500円e電話かファクス、来
所で３月23日以降に同センターへ。
今宿八十八夜 茶つみのつどい
　茶摘みと製茶を体験します。d４月21
日㈰午前10時〜午後３時半c50人（抽
選）y小学生以上500円、未就学児300
円e往復はがきに参加者全員の応募事
項を書いて３月15日〜４月６日（必着）に
同センターへ。

博物館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１
a845-5011 f845-5019
o午前９時半〜午後５時半（入館は閉
館30分前まで）x月曜（祝休日のとき
は翌平日）

　※以下の申し込みは往復はがきに参
加者全員の応募事項を書いて①３月22
日②３月29日③４月５日（必着）までに同施
設へ。ホームページでも受け付けます。
①春の生きものハイキング（油山やまあ
るき）
　草花や生き物を観察しながら=写真=
ゆっくり歩きます。d４月14日㈰午前10時
半〜午後０時半c40人（抽選）y200円

②春の親子オリエンテーリング大会
　山野のコースを巡ります。d４月21日
㈰午前９時半〜午後１時半c90組（抽
選）y１人200円（別途１組につき200円
が必要）

③おやこトコトコさんぽ（あぶらやまど
んぐりくらぶ）
　自然ガイドと一緒にのんびり散歩しま
す。d４月24日㈬午前11時〜正午t未
就学児と保護者c20人（抽選）y200円

手ぶらで海づり体験 送迎付き
　送迎はJR九大学研都市駅と同公園
間。指導を受けながら釣りを楽しめま
す。真鯛（まだい）釣りもあり（４人で１
匹）。「鯛めし」とみそ汁の昼食付き。未
就学児の同伴可（見学のみ）。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30日㈪釣り・
食事は午前10時から４時間以内t釣り
初心者のグループ（４人以上）y1,500円

（小中学生・65歳以上750円）e電話か
ファクスで希望日の３日前までに同公園
へ。ホームぺージでも受け付けます。

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

海づり公園
〒819-0203 西区小田池ノ浦地先
a809-2666 f809-2669
o午前７時〜午後８時（３月）
x火曜（祝休日のときは翌平日）

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）

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

ミニ展示「認知症を予防しよう」
　脳の活性化につながる立体型脳活パ
ズル=写真=や、アロマの香りがする
シールを展示します。高齢者や認知症
の人が薬を飲み忘れないよう、見守り支
援機能を搭載した内服支援機器もあ
り。d開催中〜３月31日㈰y無料

美術館
〒810-0051 中央区大濠公園１-６　a7１４-6051 f７14-6071
o午前９時半〜午後５時半（入館は閉館30分前まで） ※カフェ、レストランに
ついてはホームページで確認を。 x月曜（祝休日のときは翌平日） ※３月20日㈬
まで休館、21日（木・祝）にリニューアルオープン。

　※問い合わせは①リニューアル事業課
（a714-6051f714-6071）② ③ 学 芸 課
（a714-6054f714-6145）へ。
①九州交響楽団メンバーによるコン
サート
d３月22日㈮、４月28日㈰午後２時〜３時

（受け付けは１時半から） ※各日で編成・
演奏曲は異なるc各180人（先着）y無
料e不要
②つきなみ講座特別編 東光院仏教美
術室リニューアル記念「徹底解説 東光
院のすべて」
　同室で展示される仏像について、同
館館長と学芸員が紹介します。d３月23
日㈯午後２時〜３時45分（受け付けは１

時半から）c180人（先着）y無料e不要
③学芸員によるコレクション展示解説

（古美術編、近現代美術編）
　リニューアルオープン記念展「これが
わたしたちのコレクション」出品作品に
ついて、学芸員が部門別（近現代美術・
古美術）に解説します。d ▽近現代美術
＝３月30日㈯、４月29日（月・祝）、５月11日
㈯、26日㈰ ▽ 古美術＝４月７日㈰、13日
㈯、５月19日㈰いずれも午後３時〜４時

（開始５分前に各部門のコレクション展
示室入り口に集合）y無料（同展観覧券
が必要）e不要
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⑤の作品例▶︎

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） ※全館消毒のため、４月８
日㈪は午後５時に閉館。x毎月第２・最終火曜（祝休日のときは翌平日）

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）
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


