
〒 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。

花畑園芸公園　①園芸講座「夏果実の摘果管理とブドウ結
実対策」「さつき盆栽の花後のせん定」②さつき盆栽展示会

　①は11日㈯に摘果管理と結実対策について、19日㈰に盆栽のせん定について
学びます。d①５月11日㈯、19日㈰午後１時半〜３時半②５月17日㈮〜19日㈰午
前９時〜午後４時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-3754c①各
50人（先着）②なしy無料e①電話かファクスに応募事項と希望日を書いて同公
園へ。受け付け開始は各開催日の１週間前。②不要

催 し

南障がい者フレンドホーム

　④は同ホーム（南区清水一丁目）に集合後、三瀬（佐賀県）周辺を車で巡りま
す。li同ホームa541-5858f541-5856t①不問②③④市内に住む障がい者

（介助者の同伴可。①④の18歳以下は①保護者・介助者④介助者の同伴が必要）
y①500円②③無料④交通費、食事代などe電話かファクス、来所で同ホーム
へ。受け付けは①５月８日まで②③５月１日以降④５月10日まで（②③の電話、来
所は５月７日以降）。②③は空きがあれば当日も受け付け可。

内容 日時 定員
①母の日のわくわくプレゼント作り（鍋つ
かみやカードなどを作ります）

５／10㈮10：30〜11：30、
16：30〜17：30

各10人
（抽選）

②ケアビクス（座ったまま行う有酸素運動）５／10㈮13:30〜15:00 ５人（先着）
③ボイストレーニング ５／17㈮10:30〜12:00 10人（先着）
④三瀬巡り・お買い物 ５／18㈯10:00〜15:00 15人（抽選）

催 し

5/
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●木

3さざんぴあ博多　フラワーアレンジメント

　母の日のプレゼント用に作ります。d午後２時半から（１時間程度）
liさざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）a502-8570f502-8571c 

10人（先着）y1,500円e電話か来所で、５月１日以降に問い合わせ先へ。

5/
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●土

2看護の日のつどい

　①血圧・血管年齢・骨密度の測定、健康相談など②看護職員知事表
彰、講演など。d①午前10時半〜午後３時②午後１時〜４時l①JR博
多駅前広場②ナースプラザ福岡（東区馬出四丁目）i県看護協会事
業課a631-1221f631-1223y無料e不要

5/

11
●土
他

2弘の夕市

　東区志賀島の近海で捕れた新鮮な魚介類などを販売。５月11日㈯
は、夕市で1,000円以上購入した人ができる空くじなしの「大漁くじ」も
あり（先着100人。200円）。d５月11日〜12月28日の第２・４土曜日午後２
時から（売り切れ次第終了）l弘漁港（東区弘）i市漁業協同組合弘
支所a603-6611f603-2755y入場無料e不要

5/

12
●日

2わんにゃんよかイベント in あにまるぽーと

　犬の手入れ、猫の譲渡会、子ども向けの紙芝居など。犬の同伴可。
雨天の場合は内容変更あり。d午前10時〜午後２時liあにまる
ぽーと（東区蒲田五丁目）a691-0131f691-0132y無料e不要

5/

12
●日
他

3カヌー体験教室

d①５月12日㈰②６月９日㈰③７月７日㈰④８月18日㈰⑤９月８日㈰⑥10
月13日㈰いずれも午前10時〜正午、午後１時〜３時l集合は老司河畔
公園（南区老司四丁目）i南区企画振興課a559-5064f562-3824t市
内に住むか通勤・通学する小学４年生以上c各回25人（先着）y1,000
円e往復はがき（〒811-3115古賀市久保1352-125 福岡市カヌー協会 
大塚宛て）かメール（m fc-info@fccanoe.sakura.ne.jp）に応募事項と希
望日時を書いて同協会へ。受け付け開始は②５月10日③６月７日④７月
19日⑤８月９日⑥９月13日。①は受け付け中。
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●火
他

3あいあいセンター　地域障がい者フィットネス教室

　エアロビクスやヨガなどを行います。d５月14日〜９月24日の火曜
日午前10時〜正午（月３回程度の連続講座）li同センター（中央区
長浜一丁目）a721-1611f738-3203t市内に住む18〜64歳の脳血管
障がいなどの身体障がい者で、日常生活がおおむね自立していて通
所が可能な人c20人（先着）y無料e電話かファクスで同センター
へ。申し込み後、担当者との面談あり。

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
令和元（2019）年５月１日 情報BOX15 催し 講座

教室

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

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・祝休日
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・祝休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・祝休日の
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・祝休日＝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（５月前半の日・祝休日）
５月１日（水・祝）
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
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45） a832-1100
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35） a821-4731
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12） a883-2525
５月２日（木・休）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75） a608-0001
八木病院（東区馬出二丁目21-25） a651-0022
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
５月３日（金・祝）
原三信病院（博多区大博町１-８） a291-3434
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
白十字病院（西区石丸三丁目２-１） a891-2511
５月４日（土・祝）
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27） a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19） a641-1966
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
５月５日（日・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
５月６日（月・休）
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
５月12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

　※その他、４月27日㈯〜５月６日（月・休）に診療を行う医
療機関はホームページ（「福岡市医師会」で検索）で確認
できます。
　※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。



緑のコーディネーターによる体験講座

　①「バラを楽しもう」バラを使ったハーバリウム（ガラス瓶にオイルとドライフ
ラワーなどを入れた飾り）と花かごを作ります。②「植物園を飾るペットボトルハ
ンギングづくり」ベゴニアを使って作り、市植物園内に展示します。d５月①16日
㈭午後２時〜４時②18日㈯午前10時〜11時l①南市民センター（南区塩原二丁
目）②同園ログハウス前（中央区小笹五丁目）i市緑のまちづくり協会みどり課
a822-5832f822-5848c①20人（抽選）②24人（先着）y①2,000円②無料（入園
料別）e①はがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクス、メール（m mms@
midorimachi.jp）で５月８日（必着）までに同課へ。②当日午前９時45分から整理券
を配布。

講座・教室

中央児童会館「あいくる」　５月の事業（一部抜粋）

　未就学児は保護者同伴。③の会場はももち体育館（早良区百道二丁目）、上履
きを持参。li同会館（中央区今泉一丁目）a741-3551f741-3541y①②③無
料④１組200円e①②③不要④電話かファクスで、５月８日以降に同施設へ。

内容 日時 対象・定員
①こどもカーニバル（工作、体を
動かす遊びなど） ５／５（日・祝）10：00〜16：00 幼児〜高校生

②みんなであそぼう（ドッヂビー）５／12㈰13:30〜14:30 小中高生
③あいくるがやってくる（親子あ
そび） ５／15㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児

④木育おもちゃのひろば ５／22㈬10:00〜12:00 乳幼児、20組（先着）
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。

催 し

①西部療育センター「ためになるボランティア講座」 
②西障がい者フレンドホーム「子ども書道教室」

　①はさまざまな障がいの特徴や障がいのある人への対応について学びます。
同センターと同ホームの見学、車いす体験などもあり。d①６月４日㈫午前10時
半〜午後３時②６月８日〜来年３月14日の原則第２土曜日午前10時〜11時（連続
講座）li①同センターa883-7161f883-7163②同ホームa883-7017f883-70 
37（いずれも西区内浜一丁目）t①市内に住む人②市内に住む障がいのある小
中高生c①20人②６人（いずれも抽選）y無料（②は紙代別）e電話かはがき

（〒819-0005西区内浜１-５-54）、ファクス、来所で、①４月25日〜５月20日②５月24日
（いずれも必着）までに同ホームへ。

講座・教室
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●木

2Ｇ20福岡開催記念
「外国人学生が語るふるさとの街と福岡」

　６月に開催されるＧ20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議の参加国で
あるフィンランド・エヴァスキュラ出身のランベルグ・イエレさんが日
本語で紹介します。d午後６時半〜８時li福岡よかトピア国際交流
財団（博多区店屋町 市国際会館）a262-1799f262-27 
00c50人（先着）y500円（外国人学生は無料）e電話か
ファクス、メール（m attaka@fcif.or.jp）で、５月７日以降
に同財団へ。空きがあれば当日も受け付け可。
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●木
他

3子ども食堂開設希望者向けセミナー
「子ども食堂 始めるために、続けるために」

　地域で子どもたちの居場所づくりや食事の提供を行う「子ども食
堂」の開設・運営に必要な知識や、子どもたちの現状などを学びます。
テーマは①「子ども食堂って何だろう」②「気を付けよう 食品衛生管
理・アレルギーについて」③「子どものSOSの拾いかた」d①５月16日㈭
②６月13日㈭③７月15日（月・祝）午後１時〜４時（希望回のみの受講可）l

ふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i食育推進ネットワーク福岡a 

292-3306f292-3217c各50人（先着）y無料eファクスかメール（m 
info@shokuiku-fukuoka.jp）に参加者全員の応募事項を書いて、５月１
日以降に問い合わせ先へ。
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18
●土

2ベジフルスタジアム　ベジフル感謝祭

　旬の青果物の試食・販売や関連事業者による食品等の販売。子ども
向けクイズラリーなどの参加型イベント、旬の果物などが当たる抽選
会もあり。d午前９時〜正午liベジフルスタジアム（東区みなと香
椎三丁目）a683-5323f683-5328y入場無料e不要
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●土

2ボルドー・アキテーヌ 福岡・九州
姉妹都市フランス語スピーチコンテスト

　姉妹都市のボルドーをテーマに、フランス語で５〜７分のスピーチ
を行います。優勝者には福岡〜ボルドー間の往復航空券が贈られ、現
地で１カ月間の語学研修に参加できます。d午後１時〜５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-
0916tフランス語レベル中級以上の人y無料eホームページからダ
ウンロードした申込書を５月11日までに問い合わせ先へ。
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2スクラム組もうぜ ＭＯＲＩ-ＭＯＲＩスポーツフェスタ
〜世界記録に挑戦〜

　3,000人でスクラムを組んでギネスブックに挑戦します。ゲストはタ
レントの間寛平、元サッカー選手の前園真聖、お笑いコンビ「ペナル
ティ」のワッキー。一輪車などの体験（子ども向け）ができる「あそびの
アスリート」やタグラグビー、飲食物の販売のほか、要事前申し込み

（先着順）のリレーマラソン、サッカー教室・大会も実施。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５時l鴻臚館

（こうろかん）広場、平和台陸上競技場（いずれも中央区城内）i福岡
青年会議所a263-6333f263-6334y入場無料（リレーマラソン、サッ
カー大会は有料）

5/

18
●土
他

2尾方蝶
ちょうか

嘉・筑前琵琶の世界
〜漆の町家・箱嶋邸に響く音と語り〜

　唐津街道の民話等を筑前琵琶の演奏と語りで楽しみます。琵琶体
験、町家見学もあり。d５月18日㈯、７月26日㈮、９月21日㈯、11月２日
㈯、来年１月18日㈯、３月14日㈯午後２時〜４時（７月は午後６時〜８時） 
※内容は各回で異なる。詳細は問い合わせをli国登録有形文化財

「箱嶋家住宅」（東区馬出二丁目）a090-5043-2107f651-1062c各30人
（先着）y2,000円（５月18日は3,000円）e電話かファクスに応募事項と
希望日を書いて、５月１日以降に問い合わせ先へ。

5/

19
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園
フラワーデザイン 緑のインテリア（テラリウム）

　コケ、砂、石、植木などを使ってガラス容器の中に自然の風景を再現
します。d午前10時〜正午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-
0881f587-0883c20人（先着）y2,000円e電話かファクスで、５月１日
午前10時以降に同農園へ。

5/

21
●火
他

3ガミガミ言わずに育てる方法

　心理学を取り入れた子育てのこつを学びます。テーマは①「優しい
親でいたいのに」②「どうしたらいいの おこづかい」③「わが子のやる
気をグングン伸ばす魔法の言葉」d①５月21日㈫②５月28日㈫③６月４
日㈫午前10時半〜正午（希望回のみの受講可）lあすみん（中央区今
泉一丁目）iペアレント・スキルアップ福岡a090-6297-3550m info@
ps-fukuoka.jpt乳幼児〜思春期の子どもの保護者c各30人（先着）
y１回1,500円、３回通し4,000円e電話かメールで、５月１日以降に問い
合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

5/

23
●木

2
Ｒ60倶

く ら ぶ

楽部「博多旧市街を英語でガイド〜英語で福岡
を案内する為

ため

の街歩き（東長寺編）〜」
　実際に街を歩きながら英語でガイドするこつを学びます。d午前10
時〜正午l集合は東長寺（博多区御供所町）iアラカンフェスタ実行
委員会事務局a401-3456f739-6081c30人（先着）y1,000円e電話か
ファクス、メール（m info@r60festa.jp）で、５月７日以降に同事務局へ。

5/

23
●木
他

2はかた伝統工芸館
梶原正二博多人形工房「小さないやし展」

　お地蔵様や観音様などのシリーズ、イヌ・ネコなどの作品を展示・販
売。d５月23日㈭〜28日㈫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-
5460y入場無料
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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



雁の巣レクリエーションセンター　①アビスパ福岡親子サッカー
教室＆イモ苗植え付け収穫体験②雁の巣グラウンドゴルフ大会

　①はサツマイモの植え付けから収穫までを行う全３回の催し。アビスパ福岡に
よる親子サッカー教室、食育講座もあり。d①５月26日㈰午前９時〜11時、７月７
日㈰、10月13日㈰ ※７月・10月は午前中に開催。詳細は５月26日に案内②６月６日
㈭午前９時45分〜午後４時li同センター（東区奈多）a606-3458f607-
9057t①５歳〜小学３年生と保護者のペア②不問c①50組②200人（いずれも抽
選）y①１組1,000円②600円e往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファ
クスで、５月①16日②27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。

催 し 金隈遺跡甕
かめかん

棺展示館・野方遺跡住居跡展示館リニューアル
オープン

　改修工事のため休館していた両展示館が５月11日㈯にリニューアルオープ
ン。当日午前９時〜午後３時に複数回、展示解説を行います。また、記念品をプレ
ゼントする「史跡周遊やよいスタンプラリー」を５月11日㈯に開始（先着200人。記
念品が無くなり次第終了）。展示解説は、５月18日㈯は金隈遺跡甕棺展示館（博
多区金の隈一丁目）で、25日㈯は野方遺跡住居跡展示館（西区野方五丁目）でも
実施（いずれも午前10時半〜午後３時に複数回）。詳細は問い合わせを。o午前９
時〜午後５時（入館は４時半まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）i史跡整備
活用課a711-4783f733-5537y無料e不要

催 し

5/

24
●金

3東図書館
ドライフラワーのブーケ作りとアフタヌーンティー

　ブーケ作りの後、ケーキとハーブティーをいただきます。d午後１時
〜３時lなみきスクエア（東区千早四丁目）i同館a674-3982f674-
3973t高校生以上c12人（先着）y2,000円e電話か来所で、５月１日
以降に同館（なみきスクエア内）へ。

5/

24
●金

2NPO等と市の「共働事業提案制度」事業報告会

　平成30年度に実施した「発達障がい者就労・自立支援事業」の報告
を行います。詳細は市ホームページで確認を。d午後１時半〜２時l

あすみん（中央区今泉一丁目）i市民公益活動推進課a711-4283 
f733-5768c50人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m koeki.
CAB@city.fukuoka.lg.jp）で、５月７日以降に同課へ。定員を超えた場合
のみ通知。空きがあれば当日も受け付けます。

5/

24
●金

2黒田家ゆかりの地まち歩き
「崇福寺山門・黒田家墓所特別拝観ガイドツアー」

d午前10時〜正午l集合は東公園亀山上皇像前（博多区）i福岡観
光コンベンションビューローa733-5050f733-5055c20人（先着）y 

600円、小学生以下100円（保護者同伴）eファクスかメール（m kuroma
chi@welcome-fukuoka.or.jp）に参加者全員の応募事項と代表者名を書
いて、５月１日以降に問い合わせ先へ。

5/

24
●金
他

3パソコン講座「パソコンでシニアライフを楽しもう」
エクセル初級編

　初心者向け。キーボードの基本操作や入力、表やグラフの作成など
を学びます。d５月24日〜６月21日の金曜日午後１時半〜４時（連続講
座）li中央市民センター（中央区赤坂二丁目）a714-5521f714-55 
02t文字入力ができる60歳以上で、エクセルのプログラムが入った
ノートパソコン（タブレット不可）を持参できる人c20人（先着）y3,000
円e電話かファクスに応募事項とパソコンのOSバージョン（ウインドウ
ズ10など）を書いて、５月１日午前９時以降に同センターへ。来所でも
受け付けます。

5/

25
●土

2友泉亭公園　お茶室で味わうコーヒーとチョコレート

　ハンドドリップの九州チャンピオンが入れる自家焙煎（ばいせん）
コーヒーをいただきます。d午前10時、11時、正午、午後１時、２時、３時
から（各30分）li同公園（城南区友泉亭）af711-0415c各５人（先
着）y1,500円（入園料別）e電話か来所で、５月１日以降に同園へ。空
きがあれば当日も受け付け可。

5/

25
●土

2路線バスで行く日帰り旅 毘
びしゃもん

沙門山・元
げんこう

寇防塁ハイキング

　路線バスで移動し、西区の毘沙門山や今津元寇防塁などを巡りま
す。d午前９時50分〜午後２時50分l集合・解散はJR今宿駅i交通計
画課a711-4393f733-5590t中学生以上で、一部坂道のある約５kmを
歩ける人c20人（抽選）y560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、５月16日（必着）までに同課へ。当選者のみ通
知。

5/

25
●土

3楽水園　ガジュマル盆栽教室

　初心者向け。作品は持ち帰りできます。d午後１時〜２時半li同園
（博多区住吉二丁目）af262-6665c20人（先着）y2,000円e電話か
ファクスで、５月１日以降に同園へ。空きがあれば当日も受け付け可。

5/

25
●土
他

2ベトナムフェスティバル福岡

　ベトナムの食、伝統芸能、音楽、観光などを紹介するイベント。ミスア
オザイコンテストもあり。d５月25日㈯〜26日㈰午前10時〜午後７時l

天神中央公園（中央区天神一丁目）i同フェスティバル実行委員会（担
当・ブイ）a080-3994-9039m vffc2019@gmail.comy入場無料e不要

5/

26
●日

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

d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-0903f641-
0907t市内に住む60歳以上c50人（先着）y500円e電話かファクス、
来所で、５月７日以降に同園へ。

5/

26
●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 ※託児あり（４歳以上。無料。先着順）。希望者は
電話かメール（m rememberfukuoka@yahoo.co.jp）で、５月10日までに
申し込みを。

5/

26
●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５月１日〜14日に同施設へ。ホームページでも受け
付けます。

5/

29
●水

2東区、よかまち・よかとこ歩
さ ん ぽ

・歩・歩
「香椎宮とその周辺の歴史散策」

　頓宮、不老水、報恩寺などを巡ります。d午前９時半〜午後０時半l

集合は西鉄香椎宮前駅i東区歴史ガイドボランティア連絡会・森永
a080-3958-3430f201-3826c30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５月15日（必着）ま
でに東区生涯学習推進課へ。

5/

30
●木
他

3今から備えよう コツコツ骨太（骨
こつそしょうしょう

粗鬆症予防）料理教室

　健康な骨を保つための食事のポイントを学びます。調理実習あり。
d５月30日㈭、６月４日㈫午前10時半〜午後１時半 ※内容は同じlあ
いれふ（中央区舞鶴二丁目）i健康増進課a711-4374f733-5535t市
内に住むか通勤・通学する18歳以上c各25人（抽選）y無料e往復は
がきに応募事項と希望日を書いて、５月16日（必着）までに同課（〒810-
8620中央区天神１-８-１）へ。１人１通。当落通知は１週間前に発送。

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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アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん 
①サツマイモを育てよう②ハーブせっけんづくり

　小学３年生以下は保護者同伴。①はサツマイモの植え付けから収穫までを行
う全３回の催し。d①６月８日㈯、７月６日㈯、10月12日㈯午前10時〜正午（７月は
午前11時まで）②６月15日㈯午後１時半〜３時li同公園（東区香椎照葉四丁
目）a661-5980f661-8020c各30人（先着）y500円（入館料別）e電話か来所で、
５月①８日以降②15日以降に同公園へ。②は空きがあれば当日も受け付け可。

催 し
東障がい者フレンドホーム　タブレット体験教室

d６月１日㈯と15日㈯または６月７日㈮と14日㈮いずれも午後１時半〜３時（同じ
内容の連続講座）li同ホーム（東区松島三丁目）a621-8840f621-8863t障
がいのある人（家族・介助者の同伴可）c各５人（抽選）y無料e電話かファクス
に応募事項と希望日程を書いて、５月１日〜15日に同ホームへ。来所でも受け付
けます。

講座・教室

6/

2
●日

2博多障がい者フレンドホーム
一日農業体験＆カレーライス作り

　農業体験ではジャガイモの収穫を行います。d午前10時半〜午後１
時li同ホーム（博多区西月隈五丁目）a586-1360f586-1397t市内
に住む障がいのある人（家族・介助者の同伴可）c12人（抽選）y500
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）を書い
て、５月１日〜26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。

6/

2
●日

3
「博多町家」ふるさと館
和
わ

―くしょっぷ「季節のお花で苔
こけ

玉つくり」
d午後１時半〜３時li同館（博多区冷泉町）a281-7761f281-7762 
t小学生以上c15人（先着）y2,500円e電話かファクス、メール（m 
furusatokan@hakatamachiya.com）、来所で、５月１日以降に同館へ。空
きがあれば当日も受け付け可。

6/

2
●日

2松風園　杵屋弥佶の三味線に聴く日本の美〜蒔
ま き え

絵に描
かれた世界〜

　長唄杵屋流弥佶派三代目家元・杵屋弥佶氏と骨董（こっとう）品コレ
クターの吉水宏氏によるトーク。演奏もあり。d午後２時〜３時半li

同園（中央区平尾三丁目）af524-8264c35人（先着）y1,500円（入園
料別）e電話かファクスで、５月１日以降に同園へ。空きがあれば当日
も受け付け可。

6/

2
●日
他

3要約筆記者養成講習会

　手書き・パソコンの２コース。詳細は問い合わせを。d６月２日〜11
月24日の日曜日午前10時〜午後３時（８月４日、９月８日、10月13日、11月
３日を除く連続講座）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市聴覚
障がい者情報センターa718-1724f718-1710t講習会修了後に市の
登録要約筆記者として要約筆記の活動が可能な人（パソコンコースは
タッチタイピングができる人）c各コース20人（先着）y無料（テキス
ト代別）e往復はがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）に応募事項と希
望コースを書いて、５月１日以降に同センターへ。

6/

3
●月
他

3市民体育館　夏のオハ・ピラ

　姿勢改善や体ほぐしなどを目的としたピラティス教室です。d６月３
日〜８月５日の月曜日午前９時45分〜10時45分（６月17日、７月15日を除
く連続講座）li同体育館（博多区東公園）a641-9135f641-9139 
t18歳以上c20人（抽選）y5,600円eはがき（〒812-0045博多区東公
園８-２）かファクス、来所で、５月1日〜15日（必着）に同体育館へ。ホー
ムページでも受け付けます。当選者のみ通知。

6/

4
●火

4夢ふくおかネットワーク 総会・講演会

　講演会は知的障がい者の店舗雇用を推進するセブン−イレブン・
ジャパンの取り組みについて。d午後２時〜４時lふくふくプラザ（中
央区荒戸三丁目）i発達教育センターa845-0015f845-0025t障が
い者雇用に関心のある企業・事業所担当者、小中高生（特別支援学校
等含む）の保護者などc200人（先着）y無料e電話かファクス、メール

（m yume_network@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、５月７日以降に同セン
ター（中央区地行浜二丁目）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。

6/

4
●火
他

3初心者弓道教室

d６月４日〜７月５日の火・金曜日午後７時〜９時（連続講座）l博多体
育館（博多区山王一丁目）i市弓道連盟博多支部a481-0301f481-
0302t18歳以上c30人（抽選）y6,000円e往復はがき（〒812-0015博
多区山王１-９-５）に応募事項と性別を書いて、５月31日（必着）までに同
体育館へ。

6/

5
●水
他

3ボランティアのためのお手玉チャレンジ講座

　ボランティア活動に生かせるお手玉遊びなどを学びます。d６月５
日㈬、19日㈬午後１時半〜３時半（連続講座）l中央市民センター（中
央区赤坂二丁目）i中央区生涯学習推進課a718-1069f714-2141t

市内に住むか通勤するおおむね60歳以上（過去受講者を除く）c20人
（抽選）y無料eはがき（〒810-8622中央区大名２-５-31）かメール（m 
csgkouza@city.fukuoka.lg.jp）で、５月21日（必着）までに同課へ。

6/

9
●日

2イタリア交響楽団

　指揮者のチョン・ミンとピアニストのイヴァン・クルパンが出演。演奏
曲はベートーベンの「交響曲第７番」など。未就学児は入場不可。d午
後３時から（２時間程度）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-
9102yＳ席１万円、Ａ席8,000円、Ｂ席6,000円（Ｂ席学生券3,000円）e電
話か来所で同センター（アクロス福岡２階）へ。ホームページでも受け
付けます。チケットぴあ、ローソンチケットでも販売。

6/

9
●日
他

3プレイワーク研修講座

　遊びを通した子どもとの関わりについて、基礎知識・技術を学びま
す。各回のテーマなど詳細は問い合わせを。d６月９日㈰、15日㈯、23
日㈰、７月14日㈰、28日㈰午後１時〜４時 ※希望回のみの受講可lあ
すみん（中央区今泉一丁目）iプレイフクオカ・古賀a090-2503-2473 
m asobi@playfukuoka.netc70人（抽選）y250円e電話かはがき（〒 
810-0052中央区大濠２-４-16-201）、メールに応募事項と生年月日、子ど
もの遊びに関する経験を書いて、５月24日（必着）までに問い合わせ先
へ。

6/

12
●水

3定年からはじめるキャリアビジョン入門・コミュニケー
ション入門講座（参加型講座）

　就業・社会参加について考えます。日常に役立つコミュニケーショ
ン術などの紹介もあり。d午後１時半〜３時半l県立図書館（東区箱
崎一丁目）i県70歳現役応援センターa432-2512f432-2513tおお
むね60歳以上c20人（先着）y無料e電話か来所で、５月13日午前９時
以降に同センター（博多区博多駅東一丁目 はかた近代ビル５階）へ。

6/

15
●土

3フラワーデザイン体験レッスン「ナチュラルブーケ」

　季節の花を使ってクラッチブーケ（花の茎部分を残したブーケ）を
作ります。d午前11時〜午後０時半、１時半〜３時l市役所１階多目的
スペースi日本フラワーデザイナー協会福岡県支部a080-3972-
6813f801-0706t中学生以上c各15人（抽選）y1,500円e往復はがき

（〒814-0131城南区松山２-16-４）に応募事項と希望時間を書いて５月
15日（必着）までに同支部へ。

情報BOX 福岡市政だより
令和元（2019）年５月１日 12

●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



あすみん（NPO・ボランティア交流センター）

liあすみん（中央区今泉一丁目）a724-4801f724-4901t①市内で市民公益
活動を行う（予定含む）NPO法人、ボランティア団体など②ボランティアを始め
たい人、ボランティアの受け入れを考えている団体③不問y無料e電話かファ
クス、メール（m info＠fnvc.jp）に応募事項と団体に所属する人は団体名を書い
て同施設へ。受け付け開始は①希望日の２カ月前②③５月１日。来所でも受け付
けます。空きがあれば当日も受け付け可。 ※①の５・６月分は受け付け中のため、
問い合わせを。

内容 日時 定員
（先着）

①NPOなんでも相談 第３水曜日18:00〜、19：00〜、20：00〜（各50分）各回１組

②ボランティア講座 ６／18㈫、８／10㈯、10／15㈫、12／14㈯

▽火曜＝19：00〜20：30 ▽土曜＝14:30〜16:00 各20人

③NPO入門講座 ７／16㈫、９／21㈯、11／19㈫、来年１／18㈯
▽火曜＝19：00〜21：00 ▽土曜＝14:30〜16:30 各20人

催 し

かなたけの里公園

　①19歳以下②③中学生以下は保護者同伴。li同公園（西区金武）af811-
5118c①40人②10組③25組（①②抽選③先着） ※いずれも１組５人程度まで
y①無料②１組4,000円（８月に行うかかし作りは別途１人300円が必要）③１組
3,500円e①②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５月①12日②15日（消印有効）までに同公園へ。１
組１通。③電話か来所で５月１日以降に同公園へ。

内容 日時
①夜のホタル観賞会 ５／25㈯19：00〜21：00
②米づくり体験（田植えから収
穫、脱穀までを行い、米を持ち
帰ります）

６／１㈯、２㈰および７／６〜11／２の土曜日で
月１〜２回、9：30〜12：00（15：00までの日もあり。
別途草取り３回程度。詳細は問い合わせを）

③麦の収穫、製粉、うどん打ち
体験（うどんの試食、持ち帰り
可）

６／１㈯、８㈯、22㈯、７／27㈯、28㈰9：30〜12：00

催 し

さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）

l①③同プラザ（南区清水一丁目）②市民体育館（博多区東公園）i同プラザ
a511-1132f552-3447t①障がいのある人②精神障がいのある人で構成され
たチーム③障がいのある人で構成されたチーム ※③は市内に住むか通勤・通
学する健常者のチーム（障がいのある人との混成チーム含む）も可y①無料②
③有料（詳細は問い合わせを）e５月１日から同プラザで配布する申込書を同プ
ラザへ。当選者のみ通知。

内容 日時 定員（先着）

①アスリートバドミントン教室（パラリン
ピック出場を目指す人を育成・強化）

５／12〜来年３／８の
原則第２日曜日18：00
〜21:00（連続講座）

８人

②福岡バレーボール大会 ６／26㈬9:00〜17:00 16組（1組12人
まで）

③福岡卓球バレー大会 ７／14㈰10：00〜17：00 24組（１組６〜
10人）

催 し

救命講習

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方や、大人に対する心肺蘇生法を学びま
す。詳細は問い合わせを。i救急課a791-7151f791-2994t市内に住むか通勤・
通学する人y無料e電話で各申込先へ。受け付け開始は５月①③14日②１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（夜間）６／18㈫ 消防本部（中央区舞鶴三丁目）a791-7151 30人

②普通１

６／４㈫ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人

６／５㈬ 市民防災センター（早良区百
道浜一丁目） a821-0245 30人

６／12㈬ 中央消防署（中央区那の津二
丁目） a762-0119 40人

６／13㈭ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人
６／15㈯、
20㈭ 博多消防署（博多駅前四丁目）a475-0119 各40人

６／20㈭ 市民防災センター a821-0245 30人
６／22㈯ 東消防署 a683-0119 40人

６／25㈫ 城南消防署（城南区神松寺二
丁目） a863-8119 30人

６／29㈯ さいとぴあ（西区西都二丁目）a806-0642 30人

③上級 ６／11㈫、
28㈮ 消防本部 a791-7151 各40人

　※時間は①午後７時〜８時半②午前10時〜午後１時③午前９時〜午後５時。応
急手当普及員講習と応急手当普及員再講習については救急課へ問い合わせを。

講座・教室

6/

22
●土

2追いかけるボールはひとつじゃない こどもスポーツ
フェスタ

　アビスパ福岡や福岡ソフトバンクホークスなど、スポーツチームの
選手やコーチと一緒にいろいろなボールを使って遊びます。d午後１
時〜５時l市民体育館（博多区東公園）i市スポーツ協会事業課
a645-1233f645-1220t小学１〜４年生c150人（抽選）y500円e

ホームページで５月１日〜26日に受け付けます。当選者のみ通知。

6/

23
●日

3スポーツ体験塾「ヨット・シーカヤック教室」

d①午前10時〜午後０時半②午後１時半〜４時l市ヨットハーバー
（西区小戸三丁目）i市スポーツ協会事業課a645-1233f645-1220 

t①小学生と保護者②小学生c各40人（抽選）y無料eホームペー
ジで５月１日〜14日に受け付けます。当選者のみ通知。

6/

29
●土

2東・博多・南・城南障がい者フレンドホーム合同ボウリン
グ大会

d午前10時半〜午後１時半lパピオ（博多区千代一丁目）i博多障が
い者フレンドホームa586-1360f586-1397t市内に住む障がいのあ
る人（家族・介助者の同伴可）c30人（抽選）y1,030円（食事代別）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）を書いて、５月
15日〜６月15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。

6/

30
●日

3スポーツ観戦教室「日本陸上競技選手権を見に行こう」

　ルールや観戦のポイントなどを学んだ後、解説等を聞きながら実際
に観戦します。d午後４時〜６時l博多の森陸上競技場（博多区東平
尾公園二丁目）i市スポーツ協会事業課a645-1233f645-1220t小
学生以上の陸上競技観戦初心者（小中学生は保護者同伴）c40人（抽
選）y一般2,000円、小中高生1,500円eはがき（〒812-0045博多区東公
園８-２）かファクスで、５月１日〜31日（必着）に同課へ。ホームページで
も受け付けます。当選者のみ通知。

7/

13
●土

2魅せる 聴かせる 人形浄瑠璃への誘
いざな

い

　筑前琵琶の弾き語りで人形浄瑠璃を上演する「筑前艶恋座」が出演
します。道成寺ものを新作として上演。人形の仕組みなどについての
解説もあり。３歳未満は入場不可。d午後１時半、６時から（各２時間）
l市科学館（中央区六本松四丁目）i市文化芸術振興財団a263-
6265f263-6259c各200人（先着）y一般2,000円、25歳以下1,000円

（当日は各500円増し） ※大人１人と小学生以下の親子ペア割（2,500
円）、大人２人の夜ペア割（3500円。夜の部のみ）もあり。いずれも前売
りのみeチケットぴあ、ローソンチケットで５月11日午前10時以降に販
売。

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

福岡市政だより
令和元（2019）年５月１日 情報BOX11 催し 講座

教室



二丁目）を休館します。iスポーツ施
設課a711-4099f733-5595
児童扶養手当・特別児童扶養手当
額が改定されました

　一人親家庭の父や母、養育者など
に支給される「児童扶養手当」と身体
または精神に障がいのある児童を監
護・養育する父や母、養育者に支給さ
れる「特別児童扶養手当」の支給額
が、平成31年４月分から改定されました

（改定分最初の定例支払いは８月）。
改定後の手当の月額は下表の通りで
す。i各区子育て支援課

【児童扶養手当】
対象 種類 支給額

児童１人目
全部支給 ４万2,910円

一部支給 １万120〜
４万2,900円

児童２人目
全部支給 １万140円

一部支給 5,070〜
１万130円

児童３人目
以降

（１人につき）

全部支給 6,080円

一部支給 3,040〜
6,070円

【特別児童扶養手当】
対象 支給額
１級 ５万2,200円
２級 ３万4,770円

４月１日から水道局早良営業所、
西営業所の受託者が変更になり
ました

　【新受託者】みらい水道サービス共
同企業体【委託業務】検針、収納 ※従
事者は統一された制服を着用し、業
務委託証明書、従事者証を携行して
います。i営業企画課a483-3133f 

482-6918
市民農園「今津・ゆみひこ農園」の
利用者を募集

d来年３月31日㈫までl西区今津i

同農園・西原a090-1519-9463f891-
8080c28区画（先着）y１区画（30平
方㍍）年間１万円（別途保証金１万円）
e電話かファクスで、５月１日午前10
時以降に問い合わせ先へ。
ＦＦＡＣステップアップ助成プログ 
ラム申込者を募集

　市内で文化芸術活動を行う個人・　 
団体がステップアップを図る活動や、 
市民に文化芸術の鑑賞の機会を提供 
する活動、またはそれを支援する活動
に助成します。対象活動期間は10月１
日〜来年２月28日。詳細は問い合わせ
を。 ※説明会を５月23日㈭に実施。参
加希望者は電話かメール（m ffac-
02@ffac.or.jp）で５月17日までに申し
込みが必要。【募集案内・申込書の配
布】４月25日から市文化芸術振興財団

（博多区中洲中島町 ※５月20日以降

は移転するため、博多区下川端町）、
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】５月20
日〜６月14日i同財団事業課a263-
6265f263-6259
障がい者自動車運転免許取得助
成事業の申請を受け付けます

　第一種普通自動車運転免許の取得
費用の一部を助成します。自動車学
校入校手続き後の申請は不可。詳細
は問い合わせを。【対象】市内に１年以
上住む18歳以上の障がい者（所得制
限あり。今年度中に18歳になる人も
含む）。免許取得後の助成金請求時ま
で引き続き市内に居住している必要
あり【申請】身体障害者手帳、療育手帳

（判定書でも可）、精神障害者保健福
祉手帳と印鑑を持参し、来年３月31日
までに住所地の各区福祉・介護保険
課へ。前年度の市民税課税状況を証
明するものと住民票が必要な場合も
あります。i各区福祉・介護保険課
せん定枝・木くず類は民間リサイ
クル施設へ搬入してください

　リサイクル推進のため、せん定枝
（直径15cm以下の広葉樹）は市のごみ
処理施設への自己搬入を３月から禁
止しています。また、せん定枝（針葉
樹、直径15cm超の広葉樹、枯れ木）は６
月から、木くず類（木製家具、建具、竹、
根株、廃木材等）は10月から禁止しま
す。 ※亜熱帯植物やキョウチクトウの
せん定枝と、家庭からの木くず類の搬
入は可能。せん定枝（①②は木くず類、
①④は草も可）は下記のリサイクル施
設に搬入を。i環境局計画課a711-
4308f733-5907 ※市の処理施設へ
の自己搬入に関することは環境局管
理 課a711-4316f733-5599へ。下 記
の各施設の搬入条件や料金などは直
接問い合わせを。

名称・所在地 電話・ファクス
①中山リサイクル産業

（東区箱崎ふ頭四丁目）
a292-8488
f292-8678

②木材開発
（東区東浜二丁目）

a292-6470
f651-2151

③南部グリーンサービス
（南区柏原） af566-1328

④梶原組
（早良区小笠木）

a801-0045
f801-0399

⑤早良西造園協同組合
（西区羽根戸）

a811-8231
f836-8555

県戦没者追悼式
d８月15日㈭午前11時50分〜午後０
時50分l県立福岡武道館（中央区大
濠一丁目）i保健福祉局総務課a 

711-4493f733-5587t本県出身の戦
没者および一般戦災死没者の遺族

（三親等以内の親族を優先）で市内に
住む人y無料e電話かファクスで、６
月３日までに同課へ。

お知らせ
平成31年度市食品衛生監視指導
計画を策定しました

　【閲覧・配布】食品安全推進課（市役
所12階）、情報プラザ（同１階）、各区保
健福祉センター衛生課で。市ホーム
ページにも掲載。i食品安全推進課
a711-4277f733-5588

新しい水洗化区域のお知らせ
　４月26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。【博多区】月隈六丁目、諸岡六丁目

【早良区】田隈二丁目、梅林七丁目、東
入部六丁目、大字脇山【西区】生の松
原一丁目、能古、大字徳永、今津、大字
田尻。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a711-4428f733-55 
33、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
　４月26日から博多区美野島二丁目
の一部が分流化区域に指定されまし
た。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a711-4428 
f733-5533、助成制度は中部下水道
課a711-4698f711-4466

松くい虫防除の薬剤を散布します
　海岸線の松林を松くい虫の被害か
ら守るため、５月中旬〜下旬（土・日曜
日、雨天日、強風日を除く）に次の地
区の海岸で薬剤の地上散布を行いま
す。 ▽東区＝勝馬、西戸崎、奈多、三苫

▽西区＝生の松原、今津、西浦。関係
地区の皆さんには、自治会やチラシ
などを通じて日程や注意事項をお知
らせします。i森林・林政課a711-48 
46f733-5583

ももち体育館を休館します
　改修工事のため、８月１日㈭〜来年
３月末（予定）は同体育館（早良区百道

油山市民の森

li油山市民の森（南区桧原）a871-6969f801-1463t①未就学児と保護者②
小学生以上（中学生以下は保護者同伴）③18歳以上y①②200円（②は別途材料
費１組300円が必要）③500円e往復はがき（〒811-1355南区桧原855-4）に参加者
全員の応募事項を書いて５月①②10日③17日（必着）までに同施設へ。ホーム
ページでも受け付けます。

内容 日時 定員
（抽選）

①おやこトコトコさんぽ（自然ガイドと一緒に
のんびり散歩します） ５／29㈬11：00〜12：00 20人
②森の草木染め体験（油山の素材を使ってハ
ンカチを染めます） ６／２㈰10:30〜14:00 20人
③おとな倶楽部（くらぶ） 毒ヘビ教室（毒ヘビの
生態や対処法について学びます。座学のみ） ６／５㈬13:00〜15:00 30人

催 し

アジア美術館　あじび研究所

　同館の所蔵作品から一つをピックアップし、制作背景などを紹介。第１弾は韓国
の版画作品。d開催中〜６月25日㈫午前10時〜午後８時（入場は７時半まで） ※水
曜日休館li同館（博多区下川端町 リバレインセンタービル７・８階）a263-
1100f263-1105y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

動植物園からのお知らせ
ZOO（ズー）バスの運行
　４月28日㈰〜５月６日（月・休）に、地下鉄大濠公園
駅前と動植物園（植物園正門）間の無料シャトルバ
ス（ZOOバス）=写真=を運行します。時間など詳細
はホームページで確認を。
ゴールデンウイークの営業予定など
　 ▽５月４日（土・祝）＝無料開園日 ▽５月５日（日・祝）＝こどもの日プレゼント。午前９時
から動物園（中央区南公園）と植物園（中央区小笹五丁目）の各正門で、小学生以下
の入園者先着合計500人にプレゼントを進呈します。 ※動物園西門では配布しま
せん。i市動植物園総合案内所a531-1968f531-1996
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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 お知
らせ



fukuoka.lg.jp）に応募事項と相談内容
を書いて、希望日の２日前までに同課
へ。来所、市ホームページでも受け付
け可。

しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「ワードプレス」講習 ▽「ワード中
級DTP機能によるデザイン」講座 ▽「エ
クセル中級データベースと実務関
数」講座 ▽ パソコン「イラストレー
ター」講習 ▽「ホームページ作成

（HTML/CSS）」講座―を開催。日程や料
金など詳細はホームページで確認す
るか問い合わせを。i同協会a671-
6831f672-2133
県ナースセンター　看護職再就
業移動相談

　詳細は問い合わせを。d５月28日〜
来年３月24日の第４火曜日午後１時〜
４時（10月を除く）lハローワーク福
岡中央（中央区赤坂一丁目）i県看
護協会事業課a631-1221f631-1223 
t保健師、助産師、看護師、准看護師
の資格を有し、現在看護の現場を離
れている人y無料e不要
①農業女子ガイダンス②農業女
子インターンシップ受講生募集

　①農業・農産物の加工に関心があ
る女性を対象にした説明会。②女性
農業経営者から農作業や加工・販売
などについて直接指導を受ける研
修。詳細は問い合わせを。d①６月14
日㈮午前10時〜午後４時②７月〜来年
３月の50日程度l①アクロス福岡セ
ミナー室１（中央区天神一丁目）②市
内の受け入れ農家の農地他i政策企
画課a711-4841f733-5583t①市内
に住む20歳以上の女性（②の受講意
欲もある人）②受け入れ農家の作業
に合わせた研修日程に参加でき、自
家用車や公共交通機関等で研修場所
に通える女性（①の参加が必要）c①
20人（抽選）②５人（面接により選考）
y無料e①電話かはがき（〒810-8620
住所不要）、ファクス、メール（m seisa
kukikaku.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）

　※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。

で、６月３日（必着）までに同課へ。②ガ
イダンス当日に申込書を配布。
環境・エネルギー対策推進嘱託員
を募集

　地球温暖化対策・再生可能エネル
ギー等をテーマとした出前講座の実
施、省エネ推進に関する事務（データ
収集・分析）などの業務に従事。【資
格】次のいずれかの資格を有するか、
同等の知識を有する人。他要件あり。

▽家庭の省エネエキスパート ▽エネ
ルギー診断プロフェッショナル ▽うち
エコ診断士【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】５月８日から環境・エネル
ギー対策課（市役所13階）、情報プラザ

（同１階）、ハローワーク福岡中央（中
央区赤坂一丁目）などで。市ホーム
ページにも掲載【申込期間】５月13日
〜24日（必着）i同課a711-4282f73 
3-5592
博多旧市街などを案内する多言語
ツアーガイドの養成講座

　外国人旅行者を案内するガイドを
養成する全２日の講座。詳細は問い合
わせを。d①５月27日㈪、28日㈫②５月
30日㈭、31日㈮③④６月１日㈯、２日㈰
⑤６月３日㈪、４日㈫⑥６月６日㈭、７日
㈮⑦⑧６月８日㈯、９日㈰。時間は①③
⑤⑦午前９時〜正午②④⑥⑧午後２
時〜５時 ※各回の内容は同じl①②
⑤⑥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）③④⑦⑧市役所５階iotomo（オ
トモ）a03-6876-6003hhttps://inbou 
nd-guide.org/school/2019/fukuoka/
t日常会話レベル以上の外国語が話
せる人c各回25人（抽選）y無料e

ホームページで５月６日まで受け付け
ます。

保育士就職支援研修会
　保育実践講座や求人紹介、就職相
談会などを実施。d５月28日㈫午前９
時半〜正午lふくふくプラザ（中央区
荒戸三丁目）i指導監査課a711-
4262f733-5718t保育所に就職を希
望する人（来年３月に卒業見込みの学
生も可）c50人（先着）y無料n６カ
月〜小学３年生（無料。子どもの氏名、
年齢・月齢を書いて５月14日までに要
予約）e電話かファクス、メール（m 
hoiku-kyujin-kyushoku@city.fukuoka.
lg.jp）で、５月７日以降に同課へ。

全国戦没者追悼式

　旅費の一部を補助します（差額は
自己負担）。詳細は問い合わせを。d

８月14日㈬〜15日㈭１泊２日l日本武
道館（東京都千代田区北の丸公園）
i保健福祉局総務課a711-4493f73 
3-5587t次の全てに該当する市内に
住む人 ▽戦没者および一般戦災死没
者の遺族（三親等以内の親族を優先）

▽ 過去に参加したことがない ▽２日
間の行程に耐えられる体力を有する

▽団体行動ができるe電話かファク
スで詳細を確認の上、申込書を６月３
日までに同課へ。

ＮＰＯ活動推進補助事業を募集
　詳細は市ホームページに掲載する
募集要領で確認するか問い合わせ
を。【対象】市内のNPO法人が行う公益
的な事業【申込期間】４月26日〜５月
16日i市民公益活動推進課a711-
4283f733-5768

人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d５月18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

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。d６月５日㈬午後１時〜
４時li天神弁護士センター（中央区
渡辺通五丁目 南天神ビル２階）a 

f738-0073t家族や恋人、友人など
を自死（自殺）で亡くした人やその支
援者y無料e電話かファクス、来所で
同センターへ。

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a711-4019f733-55 
80t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（閉庁日
の場合は直前の開庁日）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、チケットを受け取り、
同センターへ予約を。

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者が相談に応じま
す。今回は視覚障がい者（変更の可能
性あり。当日問い合わせを）。d５月15

相 談

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af738-0010t市内に
住む障がい者やその家族などy無料
e不要
高齢者・障がい者のための無料法
律相談会

　成年後見制度や相続・遺言などの
相談に応じます。i高齢者・障害者安
心サポートネットa737-2345（午前９
時〜午後５時）f737-0500y無料e

電話かファクスで、希望日の前日まで
に問い合わせ先へ。空きがあれば当
日参加可。

日時 会場
５／16㈭、
６／17㈪

なみきスクエア１階
（東区千早四丁目）

５／16㈭、
６／13㈭

あいあいセンター７階
（中央区長浜一丁目）

５／31㈮ 早良市民センター３階
（早良区百道二丁目）

　※時間は午前10時〜午後３時。
ずっと一緒に暮らすための犬猫よ
ろず相談

　犬のしつけや、犬猫のトリミングの
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。d５月19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y無料
e不要。 ※ペット信託、犬のしつけに
ついては要予約。電話かファクスで、５
月７日〜17日に同相談室へ。
就学相談会の保護者への事前説
明会を行います

　障がいのある子どものための就学
相談会について事前に説明会を行い
ます。d５月29日㈬午前10時半〜正
午、30日㈭午後２時半〜４時、31日㈮
午前10時半〜正午 ※内容は同じlふ
くふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i

発達教育センターa845-0015f845-
0025t来年度小学１年生になる子ど
もの保護者c各200人（先着）y無料
eファクスかメール（m hattatuc.ss 
01@city.fukuoka.lg.jp）に電話番号、
子どもの氏名（ふりがな）と所属する
園・施設名、参加人数、希望日を書い
て、５月１日以降に同センターへ。空き
があれば当日も受け付け可。

税理士による会計・税務個別相談
　市内のボランティア団体、ＮＰＯ法
人を対象に、決算書類の作り方や税
金の手続きの仕方などの相談に応じ
ます。d６月以降の第１金曜日午前10
時半、11時半、午後０時半から（各50
分）lあすみん（中央区今泉一丁目）
i市民公益活動推進課a711-4927f 

733-5768c各回１組（先着）e電話か
ファクス、メール（m koeki.CAB@city.

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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l①②④⑤同センター③大濠公園（中央区）e①②④⑤電話か来所で、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。③不要

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） ６／８㈯10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円

（食事付き）
②30歳代のヘルシース
クール（個別健康相談） ６／９㈰、23㈰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）

６／15㈯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楽しくおいしく健康料
理教室 ６／27㈭10:00〜13:30 24人（先着） 1,000円

（食事付き）

⑤やせナイト塾（生活習
慣改善教室）

７／４〜25の木曜日と10／17
㈭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

６月の講座
y①②③⑤〜⑩無料④300円e電話か
ファクス、来所で、５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（先着）
①介護ベッドを正しく使おう
６／１㈯、12㈬10：00〜12：00

６／１＝15人
６／12＝20人

②今日から使える介護１日講座
６／４㈫10：00〜16：00 30人

③認知症を理解しよう
６／５㈬13：30〜15：30 50人

④自助具製作教室（手が届かな
いところのブラッシングがしや
すい「長柄ブラシ」を作ります）　
６／８㈯14：00〜16：00

10人

⑤こんなときはどうするの 認
知症の人への関わり
６／13㈭13：30〜15：30

50人

⑥ベッドの上でらくらく移動
６／15㈯、26㈬10：00〜12：00

６／15＝15人
６／26＝20人

⑦家庭でできる簡単リンパケア
６／17㈪14：00〜16：00 40人

⑧認知症の人の生活を支える
６／20㈭13：30〜15：30 50人

⑨思いを伝える「伝え方」
６／24㈪14：00〜16：00 45人

⑩心のバリアフリーで誰もが過
ごしやすい福岡へ
６／27㈭13：30〜15：30

50人

　※いずれも無料。小学３年生以下は保
護者同伴。申し込みは①②当日午後１時
から来所で受け付け③電話かメール（m 
mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所
で、５月１日午前10時以降に同施設へ。
①カブトガニ観察会
d５月４日（土・祝）、19日㈰午後３時〜３時
半c各25人（先着）
②ミラクルラボ「なんのにおいかな」
d５月12日㈰午後３時〜３時半c25人

（先着）
③ラボで体験「光る食べ物を探ろう」
　紫外線を当てると光る食品について
学びます。d６月16日㈰午前10時半〜11
時t小学１〜３年生c20人（先着）

７月公演「三婆（さんばば）」
　大竹しのぶ=写真中央、渡辺えり=写
真右、キムラ緑子=写真左=他が出演す
る喜劇。詳細はホームページで確認を。
d７月１日㈪〜８日㈪午前11時半から ※
２日㈫、４日㈭、６日㈯は午後４時半からの
回もありi博多座電話予約センターa 

263-5555hｈｔｔｐｓ://hakataza.e-tix.jp/pc/ 
hakataza.htmlt小学生以上yＡ席１万
3,500円、特Ｂ席1万
円、Ｂ席7,000円、Ｃ席
4,000円e電話で５月
11日午前10時以降に
予約を。ホームペー
ジでも購入可。博多
座窓口は５月12日午
前10時から販売。

　※申し込みは①不要②③メール（m 
workshop@fukuoka-art-museum.jp）に代
表者の電話番号と参加者全員の氏名

（②は学年も）を書いて、５月７日までに
同館へ（件名に希望する催し名を明記）。
１通につき②３人まで③２人まで。
①野村誠コンサート
　音楽家・野村誠のピアノソロコンサー
ト。所蔵品にちなんで、同氏と参加者が
ワークショップで作った曲を中心に演
奏。d５月18日㈯午後２時〜３時半（１時
半から受け付け）c180人（先着）y無料
②子ども探検隊
　バックヤードと展示室を探検します。
d５月19日㈰午前10時〜11時t小中学
生c20人（抽選）y無料

③建築ツアー
　同館=写真=の建築を解説付きで鑑
賞します。d５月26日㈰午前10時半〜正
午y無料（リニューアルオープン記念展
の観覧券が必要。半券も可）

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

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）

背振少年自然の家
〒811-1113 早良区板屋530　a804-6771 f804-6772
利用受付時間　午前９時〜午後５時

市民防災センター
〒814-0001 早良区百道浜一丁目３-３
a８４７-５９９０ f８４７-５９７０
o午前９時半〜午後５時（入館は午後
４時半まで）x月曜、毎月最終火曜

５月のおはなし会
　０〜２歳児と保護者、幼児、小学生を
対象にした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
を。c各50人（先着）y無料e不要
一箱古本市
　一箱分の古本を持ち寄って販売する
イベントです。①来場者②出店者を募
集。d５月12日㈰午前10時半〜午後３時
i同図書館a852-0600f832-1588t①
不問②古本販売業者を除く中学生以上

（中学生のみの参加は保護者の同意が
必要）c①なし②８組（先着）y①入場
無料②無料e①不要②電話かファクス、
メール（m yokatai@tbknet.co.jp）、来所
で、５月１日以降に同図書館へ。

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。
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。d５月11日㈯午
後７時〜８時半（入場は８時15分まで）t

自家用車などで直接来所できる人y無
料e不要
サツマイモの苗植え体験
　竹を使った芋ごはん、みそ汁作りも行
います。18歳以下は保護者同伴。d６月
２日㈰午前９時半〜午後３時半t自家用
車などで直接来所できる人c60人（抽
選）y18歳以上1,500円、小学生〜17歳
1,000円、未就学児300円eはがきかファ
クス、メール（m mail-inquiry@sefuri.fu 
kuoka-shizennoie.jp）に代表者の応募事

美味（おい）しいコーヒーの淹（い）れ方
教室
　バリスタ（エスプレッソなどのコー
ヒーを淹れるプロ）の大会出場経験者か
ら学びます。ドリップ体験もあり（参加者
から各先着５人。100円が必要）。d５月
12日㈰午前11時、午後０時半、１時半、２
時半、３時半から（各40分。午前10時半か
ら受け付け）i同図書館a852-0600f 

832-1588c各20人（先着）y無料e不要
ストーリーテリングの夕べ〜大人のた
めのおはなし会〜
　日本・世界の昔話や物語など。d５月
25日㈯午後６時〜７時t中学生以上
c50人（先着）y無料e整理券を当日午
後５時半から配布。

項と参加者全員の性別を書いて、５月20
日（必着）までに同施設へ。ホームペー
ジでも受け付けます。
せふりチャレンジクラブ
　火おこしと野外調理、星空観察などを
行います。d６月22日㈯午前10時〜23日
㈰午後３時（１泊２日）t小学４年〜中学
生c30人（抽選）y5,000円eはがきか
ファクス、メール（m mail-inquiry@sefu
ri.fukuoka-shizennoie.jp）に応募事項と
性別、保護者氏名と携帯電話番号、同施
設への来所方法（市役所発着の送迎バ
スまたは自家用車）を書いて、５月28日

（必着）までに同施設へ。ホームページ
でも受け付けます。

　※いずれも無料。申し込みは電話か
ファクスで、５月７日以降に同センター
へ。
新米パパママ応急手当て講習会
　１歳前後の子どもに対する心肺蘇生
法や異物除去法などを学びます。d５月
26日㈰午前10時〜11時半、午後２時〜３
時半t１歳前後の子どもや孫がいる人、
子どもが生まれる予定の人c各10組

（先着）
身近な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考えます。d

５月26日㈰午前11時半〜午後０時半c６
組（先着）

「４Ｄ王」特別上映 川辺の風景〜川が
生まれて海に出るまで〜
　360°のスクリーンで立体映像を楽しめ
るＶＲシアターで、那珂川の川辺の風景
を上映。d４月27日㈯〜５月31日㈮午前
９時半〜午後６時に複数回（１回約15分）
t４歳以上y無料（入場料別）e不要
STARRY NIGHT JAM「星兄（ほしにぃ）の爆
笑プラネタリウムショー」
d６月１日㈯午後４時〜、５時半〜（各50
分 ）c各220人（ 先 着 ）y中 学 生 以 上
1,000円、小学生以下500円、未就学児無
料（座席を使う場合はチケットが必要）
e５月８日午後４時以降に、同館かホー
ムページで販売（１人５枚まで）。

　※いずれも託児は６カ月〜小学３年生
（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書い
て各10日前までに要予約）。申し込みは
電話（③のみa526-3788）かファクス、
メール（①②m amikas@city.fukuoka.lg. 
jp③m amikas.soudan@city.fukuoka.lg.
jp）、来所で、①③５月１日以降②６月２日
までに同施設へ。ホームページでも受
け付けます。①は空きがあれば当日も
受け付け可。
①ママのためのお仕事スタートアップ
　就職活動に関する不安について、シ
ティハローワークみなみの就職支援ナ
ビゲーターが質疑応答形式で答えま
す。d６月７日㈮午前10時〜正午t再就
職を希望する子育て中の女性c15人

（先着）y無料
②女性の起業支援セミナー
d６月８日㈯、９日㈰、15日㈯、23日㈰、７
月６日㈯、13日㈯午前10時〜午後５時

（連続講座）t起業を目指している女性
（起業した女性も可）c30人（選考）y１
万円
③夫・パートナーとの関係を考えたい
人のためのグループワーク「木もれ陽

（び）の会」
　DV（ドメスティックバイオレンス）の特
徴や影響を学びます。d６月14日〜８月
23日の隔週金曜日午後１時半〜３時半

（連続講座）t女性c12人（先着）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）

情報BOX 福岡市政だより
令和元（2019）年５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

ゴールデンウイークの施設の休館日は４月15日号６面に掲載しています

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

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
a831-0669 f831-0670
o午前10時〜午後５時x月・火曜（祝
休日のときは翌平日）

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

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）


