
介護実習普及センター　ミニ展示 
「心のバリアフリー〜障がいに関するシンボルマーク〜」

　国際的に使われている車いすのマークや、補助犬に対する理解を呼びかける
「ほじょ犬マーク」など、障がいに関するさまざまなシンボルマークを紹介しま
す。d開催中〜５月31日㈮午前10時〜午後６時（21日は休館）li同センター（中
央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y無料

催 しはかた伝統工芸館　新元号「令和」記念 博多人形特別展

　大宰府にちなむ万葉集や小倉百人一首ゆかりの歌人を博多人形で表現した
作品の展示・販売。d開催中〜５月21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。15日は休館）li同館（博多区上川端町）a409-5450f409-
5460y入場無料

催 し

市博物館　企画展示「死
し に え

絵〜明るく笑ってさようなら〜」

　「死絵」と呼ばれる、江戸時代後期から近代にかけて有名人の訃報をユーモア
を交えて伝えた浮世絵を紹介。d開催中〜７月７日㈰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

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月後半の日曜日）
５月19日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
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26日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
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
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
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

　※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。

5/

18
●土

3埋蔵文化財センター　考古学講座「日本人と暦」

　平成23年の発掘調査で発見された「庚寅銘大刀（こういんめいた
ち）」に象嵌（ぞうがん）されている干支（かんし）による暦「庚寅」を中心
に、活水女子大学文学部教授・細井浩志氏が日本人と暦の関係を解説
します。d午後１時半〜３時半（開場は午後０時半）li同センター（博
多区井相田二丁目）a571-2921f571-2825c200人（先着）y無料e

不要

5/

18
●土

2福岡女学院創立134周年記念コンサート

　福岡女学院高校音楽科の生徒や同科卒業生でピアニストの吉井美
由紀氏が演奏します。d午後２時〜３時半（開場は１時半）l同学院
ギール記念講堂（南区曰佐三丁目）i同学院広報・校友課a575-2949 
f575-2480t小学生以上c1,121人（先着）y無料e不要

5/

19
●日
他

3さん･さんプラザ（障がい者スポーツセンター）
レベルアップ卓球教室

　レベルに応じた技術指導をします。d５月19日㈰、８月18日㈰、12月
22日㈰、来年１月26日㈰、２月16日㈰、３月20日（金・祝）いずれも午前10時
〜正午（連続講座）li同プラザ（南区清水一丁目）a511-1132f552-
3447t障がいのある人c20人（先着）y無料eファクスか来所で、５月
15日以降に同プラザへ。ホームページでも受け付けます。空きがあれ
ば当日も受け付けます。

5/

21
●火

3
Ｒ60倶

く ら ぶ

楽部オトナ塾
「今日からできる お出かけが楽しくなる身

か ら だ

体つくり」
　家庭でもできる簡単な運動法を、理学療法士から学びます。d午後
１時〜２時（開場は午後０時半）l六本松 蔦屋（つたや）書店（中央区六
本松四丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-
6081c50人（先着）y無料e不要

5/

22
●水

2済生会福岡総合病院　救命救急プロジェクト

　一次救命処置（心肺停止の際、救急車が来るまでに行う処置）につ
いて、医師や看護師が分かりやすく説明します。血圧、骨密度、体脂肪
などの簡易測定と健康相談、栄養相談などもあり。d午前10時〜午後
４時（受け付けは３時半まで）lエルガーラ・パサージュ広場（中央区天
神一丁目）i同病院経営企画課a771-8151f714-5936y無料e不要

5/

23
●木

2博多練り酒と利休が箱崎で秀吉に食わせた料理をのむ
食う講演会

　室町時代末期に人気を博した「博多練酒（ねりざけ）」と、九州平定時
に箱崎に陣を置いた豊臣秀吉に千利休が進上した料理について学
び、再現された練酒と料理をいただきます。d午後４時〜６時l「こつ
ぶ」（東区西戸崎一丁目）i志賀島航路とＪＲ海中線DENCHA満員計画ク
ラブa410-6323（午後５時〜10時）m tahi_qz@ybb.ne.jpt市営渡船
博多・志賀島航路、JR香椎（海ノ中道）線を利用して参加する20歳以上
c30人（抽選）y3,000円e電話かメールで、5月22日までに同クラブ
へ。空きがあれば当日も受け付け可。

5/

25
●土

3西部運動公園　犬のしつけ方教室

　犬の行動学を学んだ、ボランティア団体のメンバーが教えます。犬
の同伴が必要。d午前11時〜午後２時li同公園（西区飯盛）a811-
5625f811-0549c12人（先着。１人１頭）y無料e電話か来所で、５月
15日以降に同公園へ。

5/

25
●土

2背振少年自然の家　星とあそぼう会

　星をテーマに、クラフト制作や講師による天文台ガイドツアーなど
を実施。d午後６時〜９時（受け付けは５時半から）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入場無料（一部クラフトは有料）e不要

5/

25
●土

2国史跡吉武高木遺跡「やよいの風公園」
ヤヨイピクニック

　まが玉作りや金属細工、遺跡のガイドツアー、太鼓の演奏会、お茶
会など。菜の花雑煮や古代米カレー等の飲食物の販売もあり。荒天中
止。d午前10時半〜午後３時l同公園（西区吉武）i史跡整備活用課
a711-4783f733-5537y入場無料（一部有料）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
令和元（2019）年５月15日 14催し 講座

教室



市民体育館　夏のげんきっずスクール

　運動能力を向上させるトレーニングを行います。d６月14日〜８月２日の金曜
日午後５時半〜６時半（連続講座）li同体育館（博多区東公園）a641-9135 
f641-9139t小学１・２年生c15人（抽選）y4,000円eはがき（〒812-0045博多区
東公園８-２）かファクスで、５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。

講座・教室

5/

25
●土

3市美術館　つきなみ講座
誰もが楽しめる美術館を目指して

　年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが身近にアートを楽しめる環
境をどうつくるか、九州産業大学地域づくり学科教授・古賀弥生氏と
同館の学芸員が語ります。d午後３時〜４時（受け付けは２時半から）
l同美術館レクチャールーム（中央区大濠公園）i市美術館学芸課
a714-6051f714-6071c54人（先着）y無料e不要

5/

28
●火

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、５月15日以降に同園へ。

5/

28
●火
他

3城南障がい者フレンドホーム
①癒やしのアロマ教室②お菓子作り教室 

　①デオドラントスプレーを作ります。②抹茶ババロアを作ります。d

５月①28日㈫午前10時半〜正午②30日㈭午後１時半〜３時半li同
ホーム（城南区南片江二丁目）a861-1180f861-1123t市内に住む障
がいのある人c①８人②10人（いずれも先着）y500円e電話かファク
ス、来所で、５月15日以降に同ホームへ。

5/

29
●水

2博多ガイドの会　令和元年船乗り込み応援隊ツアー

　「六月博多座大歌舞伎」の出演者らがご当地到着を船に乗ってお披
露目する「船乗り込み」を観覧し、紙吹雪や掛け声で応援します。着物
での参加も歓迎。d午後１時〜３時l集合は櫛田神社（博多区上川端
町）i博多区企画振興課a419-1012f434-0053t高校生以上c30人

（先着）y1,000円（ケーキセット付き）e電話で５月15日午前９時以降
に同課へ。

5/

31
●金
他

2アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
ホタルカフェ〜夜のぐりんぐりん散歩〜 

　期間中は開館時間を延長します。夜はホタルを鑑賞することもでき
ます。小学生以下は保護者同伴。d５月31日㈮、６月１日㈯、２日㈰午前
９時〜午後９時li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-
8020y無料（入館料別）e不要

6/

1
●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、５月15日以降に同ゴルフ場へ。

6/

1
●土

2楽水園　落語

　内浜落語会の粗忽家（そこつや）一門が出演。d午後１時〜２時li

同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c30人（先着）y1,000円（抹茶
サービス付き）e電話かファクスで、５月15日以降に同園へ。空きがあ
れば当日も受け付けます。

6/

1
●土

2夏鳥コアジサシ 子育て応援隊

　博多湾に子育てにやってくる「コアジサシ」に巣を作る場所を教える
ために、デコイ（鳥の模型）を作り砂浜に設置します。小学生以下は保
護者同伴。d午前10時〜午後０時半l海の中道海浜公園（東区西戸
崎）iふくおか湿地保全研究会・河野a090-3196-3555f0940-33-12 
96c30人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m k_river_field@
yahoo.co.jp）で、５月15日以降に問い合わせ先へ。空きがあれば当日
も受け付けます。

6/

1
●土
他

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　段ボール・設置型コンポストの作り方、木枠コンポストを使った雑草
の処理を学びます。①下仁田ネギの本植え、ナスの整枝の仕方、タマ
ネギ・バレイショの収穫②ハーブの育て方・活用・保存の仕方、花ネット
を使ったピーマンの育て方の講座―も行います。d６月①１日㈯午後
１時半〜３時②20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。

6/

2
●日

4「網膜色素変性症患者のつどい」医療講演会

　京都大学医学部附属病院臨床研究総合センター准教授・池田華子
氏による講演「網膜色素変性に対する新規神経保護治療開発」など。
d午後１時〜４時（開場は午後０時半）lふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）i県網膜色素変性症協会・廣渡（ひろわたり）a090-9071-3803 
f093-282-1691c130人（先着）y500円（同会会員は無料）e不要

6/

2
●日

2市総合体育館　個人参加バレーボール交流会

　１人でも参加可能。集まったメンバーでチームを編成し、試合を行
います。d午後７時〜９時li同体育館（東区香椎照葉六丁目）a410-
0314f410-0318t18歳以上のバレーボール経験者c30人（先着）y 

500円e電話かファクス、来所で、５月15日以降に同体育館へ。

6/

2
●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

6/

2
●日

2博多のおいしゃんと歩こう「追い山笠コース探訪」

　博多の歴史や山笠の話を聞きながら、追い山笠コースを歩きます。
d午前９時〜11時半l集合は冷泉公園（博多区上川端町）i博多の
風・塚本a080-1429-1983f263-7188c150人（抽選）y1,000円、中学
生以下無料eはがき（〒812-0027博多区下川端町８-16-302）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19日（必着）までに
問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。５月27日までに当
落を通知。

6/

2
●日
他

3雁の巣レクリエーションセンター①雁の巣ジュニアテ
ニス教室②ノルディック・ウオーキング教室

　①初心者向け。②２本のポール（ストック）を使った、運動効果の高い
歩き方を学びます。雨天時は中止。d６月①２日㈰午前10時〜正午②３
日〜24日の月曜日午前10時〜11時半li同センター（東区奈多）a 

606-3458f607-9057t①５歳〜小学３年生②小学生以上c①30人（抽
選）②各30人（先着）y①600円②無料（ポールレンタル代300円）e①
往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスで、５月23日（必
着）までに同センターへ。ホームページでも受け付けます。②当日午前
９時45分から球技場管理棟で受け付け。

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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早良障がい者フレンドホーム　①アスリートボッチャ教室
②はじめてのパソコン教室（ワード）

　①パラリンピックを目指す選手を育成します。②基礎を学びます。d①６月２日
〜来年３月１日の原則第１日曜日午後１時半〜３時半②６月11日〜７月16日の火
曜日午前10時〜正午（いずれも連続講座）li同ホーム（早良区百道浜一丁目）
a847-2761f847-2763t①障がいのある人②市内に住む18歳以上の肢体・内部
障がい者c①10人（先着）②６人（抽選）y①無料②1,300円e①ファクスか来所
で、５月15日以降に同ホームへ。ホームページでも受け付けます。②電話かファ
クス、メール（m y.ooba01＠fc-jigyoudan.org）で、５月15日〜22日に同ホームへ。
来所でも受け付けます。

講座・教室

福北連携コーナー
合唱物語「わたしの青い鳥」

　メーテルリンクの代表作『青い鳥』にオリジナルの詞と曲を付け、合唱で物
語をつづります。プロの指導を受けた小学３年生〜80歳代の市民が出演。２歳
以下は入場不可。d６月23日㈰午後３時〜４時半（開場は２時半）l北九州芸術
劇場 中劇場（北九州市小倉北区室町一
丁目）i同劇場a093-562-2655f093-56 
2-2633c700人（先着）y一般1,500円、３
歳〜中学生1,000円、マタニティ割引
1,000円（母子手帳等の提示が必要） ※
当日券も同額n１歳〜就学前（1,000円。
６月16日までに同劇場へ問い合わせを）
eホームページ、チケットぴあ、ローソン
チケットで販売。 前回の同公演

6/

2
●日
他

2熱中症対策シンポジウム

　熱中症対策に関する基礎的な知識や、自治体・民間企業の取り組み
などを説明する本会場（東京）を生中継します。各日のみの参加可。d

６月２日㈰、３日㈪いずれも午前10時〜午後３時半lＪＲ博多シティ９階
会議室（博多区博多駅中央街）i平成31年度熱中症対策シンポジウ
ム事務局a03-6264-6433f03-6264-6445c各50人（先着）y無料e

ファクスに応募事項（ファクス番号またはメールアドレスも記入）と団
体に所属する人は団体名、希望日を書いて同事務局へ。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可。

6/

3
●月

2「測量の日」記念行事“あそこまでなんぼ”

　歩いて距離を測るレクリエーション。賞品・参加賞あり。d正午〜午
後２時l天神中央公園（中央区天神一丁目）i市設計測量業協会
a751-8246f751-2271y無料e不要

6/

7
●金

2友泉亭公園　蛍の夕べ

　蛍についての説明=写真=の後に、中
庭で蛍を観賞します。小学生以下は保護
者同伴。d午後７時〜８時li同公園a 

f711-0415c30組（抽選。１組３人まで）
y無料e往復はがき（〒814-0122城南区
友泉亭１-46）に参加者全員の応募事項を
書いて５月15日〜24日（必着）に同公園
へ。来所でも受け付けます。

6/

7
●金
他

2平和祈念資料展
平和を願い、戦争の悲惨さ、命の尊さを学ぶ

　６月19日の「福岡大空襲の日」を前に、市民から提供された遺品など
を展示。d６月７日㈮〜９日㈰午前10時〜午後７時（９日は５時まで）l

県教育会館（東区馬出四丁目）i同展実行委員会af632-6319y無
料

6/

8
●土
他

3高齢者外出支援ボランティア入門講座

d６月８日〜29日の土曜日午前10時〜11時45分（連続講座）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a713-0777f713-0778t市内に住み、講座修了後にボランティア
として活動できる人c20人（抽選）y500円e電話かはがき（〒810-
0062中央区荒戸３-３-39）、ファクスで、５月25日（必着）までに同セン
ターへ。

6/

11
●火

3セカンドライフチャレンジセミナー
「人形劇シニア講座」

　地域の子育て支援を行うボランティアグループによる実演と公演
活動に関するセミナー。d午後１時〜３時（受け付けは午後０時半か
ら）l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）iシニアフレンズ福岡
ボランティア協議会・古賀a080-1712-3958f883-1933c20人（先着）
y無料e不要

6/

11
●火
他

3ゆうゆうセンター　発達障がいのある人の保護者向け
連続講座「はじめの一歩」

　発達障がいの特性と関わり方の工夫を学ぶ講座。テーマは①発達
障がいって何だろう②暮らしやすくする工夫〜一人ひとりに合わせて
〜③コミュニケーションの工夫。いずれも参加できる日のみの受講
可。詳細はホームページで確認を。d①６月11日㈫②７月18日㈭③８月
30日㈮いずれも午前10時〜正午（受け付けは９時半から）lふくふく
プラザ１階（中央区荒戸三丁目）i同センターa845-0040f845-0045 
c各248人（先着）y無料e不要

6/

14
●金

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ポイントと食事のこつを学びます。調理実習
あり。d午前10時半〜午後１時半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c25人（抽選）y無料e往復はがきに応募事項と受講日を書
いて、５月30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。

6/

15
●土

2路線バスで行く日帰り旅 飯盛山･高祖山登山

　西区の飯盛山から高祖山への登山（縦走）。集合は地下鉄橋本駅。
解散は①ＪＲ今宿駅②JR・地下鉄姪浜駅。集合・解散場所〜各登山口は
路線バス「金武橋本線」や「今宿姪浜線なぎさ号」で移動します（交通
費実費として①460円②560円が必要）。d午前10時〜午後４時①20分
②37分i交通計画課a711-4393f733-5590t６km以上の登山ができ
る中学生以上c20人（抽選）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30日（必着）までに同課へ。当選者のみ通知。

6/

15
●土
他

3竹でつくろう 魚の秘密基地

　地行浜の海に魚のすみかを作り、プロのダイバーと一緒にシュノー
ケリングで水中観察を行います。水中映像を使った学習もあり。詳細は
ホームページで確認を。d６月15日㈯、29日㈯、７月27日㈯午前９時〜午
後１時 ※６月15日は午前10時〜（連続講座）lまもるーむ福岡（中央区
地行浜二丁目）他i地行浜いきものプロジェクト実行委員会af407-
6970t小学４〜６年生（保護者同伴）c20人（先着）y無料eメール（m 
jigyohama.ikimono@gmail.com）で５月15日以降に同実行委員会へ。

6/

16
●日

3全国膠
こうげん

原病友の会福岡県支部「医療講演会･交流会」

　福岡みらい病院膠原病リウマチセンター長の大塚毅氏による講演
「膠原病治療を通じて考えること〜専門治療と総合診療〜」と、参加者
交流会など。d午後１時〜４時（受け付けは正午から）lあいあいセン
ター７階（中央区長浜一丁目）i同会福岡県支部af741-3828c120人

（先着）y無料e不要
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

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



ラグビーワールドカップ2019TM日本大会チケット 
①第３次一般先着販売②リセールサービス

　福岡会場はレベルファイブスタジアム（博多区東平尾公園二丁目）。チケット
は大人3,000円から（一部子ども料金あり）。②は購入後に観戦できなくなったチ
ケットを、購入者が大会公式ホームページを
通じて不特定の第三者に定価で販売するこ
とができるサービスです（同サービス以外の
転売は禁止）。詳細はホームページで確認す
るか問い合わせを。iラグビーワールドカッ
プ2019組織委員会チケットカスタマーセン
ターa0570-09-2019（午前10時〜午後６時）
hhttps://tickets.rugbyworldcup.com/e５月
①18日②31日（いずれも午後６時から）ホー
ムページで受け付けます。

催 し

6/

16
●日

2子どものための地域舞台公演「チカパンの大道芸！」

　言葉や歌を使って演じる、独自のスタイルのパントマイムアーティス
ト・チカパンの公演です。d午前11時半〜、午後３時〜（各１時間）l市
科学館（中央区六本松四丁目）i福岡まんなか子ども劇場af715-
5040c各200人（先着）y４歳以上1,200円、３歳以下無料。当日は100円
増しe電話かファクス、メール（m mannaka-kids@khf.biglobe.ne.jp）に
応募事項と希望時間を書いて問い合わせ先へ。来所（中央区草香江
一丁目 朝日プラザ大濠Ⅱ３階）、ホームページでも受け付けます。

6/

16
●日

2アビスパ福岡公式戦「福岡市民応援デー」に招待

　柏レイソル戦を自由席で観戦できます。d午後６時からlレベル
ファイブスタジアム（博多区東平尾公園二丁目）iアビスパ福岡
a674-3020f674-3022t市内に住む高校生以下と保護者（高校生の
みも可）c2,000人（抽選）y無料eはがき（〒813-8585東区香椎浜ふ頭
１-２-17）かファクス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31日（必着）までにア
ビスパ福岡へ（１通４人まで）。スマートフォンでも申
し込めます。落選者のみ６月４日までに電話で通
知。当選者には連絡しませんので、当日スタジアム
正面玄関横の受付でチケットを受け取ってください

（運転免許証、郵便物など住所と名前を確認できる
ものが必要）。

6/

17
●月

3産地見学と料理教室

　トマトの生産地（西区）を見学後、フォカッチャや初夏の野菜を使った
料理を作ります。集合・解散は市役所。d午前９時10分〜午後３時半i

農業振興課a711-4852f714-4033t市内に住むか通勤する18歳以上
c20人（抽選）y1,000円eはがき（〒810-8620住所不要）かファクス、
メール（m n-shinko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事
項を書いて、５月24日（必着）までに同課へ。

6/

19
●水

3緑のコーディネーターによる体験講座
「スワッグ（壁飾り）」

　ドライフラワーとプリザーブドフラワーを使用
して作ります。d午後２時〜４時l市植物園（中央
区小笹五丁目）i市緑のまちづくり協会みどり
課a822-5832f822-5848c20人（抽選）y1,800
円eはがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）か
ファクス、メール（m mms@midorimachi.jp）で、５月
23日（必着）までに同課へ。ホームページでも受
け付けます。

6/

21
●金

4南区難病講演会「神経難病患者における食支援を考え
る〜訪問歯科ができる役割を中心に〜」

　講師はアンブル歯科の歯科医師・平野充広氏。d午前10時半〜正
午l南区保健福祉センター（南区塩原三丁目）i南区健康課a559-
5116f541-9914t市内に住む神経難病の患者や家族c60人（先着）
y無料e電話かファクスで、５月20日以降に同課へ。

6/

22
●土

3マンション大規模修繕セミナー

　テーマは「工事内容とその金額」「組合員に関心を持ってもらう大規
模修繕の進め方」など。個別相談会も実施（要事前予約）。d午後１時
〜４時半l県中小企業振興センター（博多区吉塚本町）iマンション
大規模修繕協議会福岡支部a292-8205f292-0735t市内および近郊
の分譲マンションに住む人、マンション管理組合役員などcセミナー
150人、相談会５組（いずれも先着）y無料e電話かファクスで、同支部
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/

26
●水

2ボローニャ歌劇場 ロッシーニ「セヴィリアの理髪師」

　同歌劇場が８年ぶりの来日公演を行います。テノール歌手のアント
ニーノ・シラグーザなどが出演。日本語字幕付き。未就学児の入場不
可。d午後６時半から（３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a725-9112 
f725-9102yＧＳ席１万6,000円、Ｓ席1万3,000円、Ａ席１万1,000円、Ｂ席
9,000円、Ｃ席7,000円（Ｃ席学生券3,500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/

27
●木

3建物の維持保全セミナー「建物の内装改修について」

　県建築士事務所協会に所属する建築士から注意点などを学びま
す。d午後２時〜４時lアクロス福岡６階（中央区天神一丁目）i市施
設整備公社総務課a738-7221f738-7230t市内に住むか通勤・通学
する18歳以上c40人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m seibi
cop@circus.ocn.ne.jp）に応募事項と参加人数を書いて、５月15日以降
に同課へ。空きがあれば当日も受け付けます。

6/

29
●土
他

3障がい者ボウリング教室

　規則やマナーなどを学びます。d６月29日㈯、７月13日㈯、８月17日
㈯、11月30日㈯、12月14日㈯、来年１月18日㈯午後２時〜４時（連続講
座）lスポガ香椎（東区千早三丁目）i市障がい者スポーツ協会
a781-0561f781-0565t市内に住むか通勤・通学する、障がいのある
中学生以上c30人（抽選）y6,000円eホームページに掲載、またはさ
ん・さんプラザ（南区清水一丁目）、情報プラザ（市役所1階）で配布す
る申込書を郵送かファクス、メール、来所で、５月15日〜29日（必着）に
同協会へ。ファクス、メールの場合は送信確認が必要。

7/

28
●日

2おんがくさんぽ
「親子で楽しむ はじめてのモーツァルト」

　０歳から入場可。d午後２時〜３時lなみきホール（東区千早四丁目 
なみきスクエア）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-6259c600
人（先着）y前売り券一般1,000円、中学生以下500円（膝上の場合は無
料） ※当日券はそれぞれ500円増し。前売り券完売の場合は当日券な
しeチケットぴあ、ローソンチケットで５月25日午前10時から販売。

8/

3
●土

2松風園　①季節の室
しつらい

礼とおもてなし 秋編〜祖霊をお迎
えし、おもてなしをするお盆〜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。d８月３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６月３日以降に同園へ。

前回大会の試合

スマホでの申し
込みは上記コー
ドから

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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アミカス

　いずれも空きがあれば当日も受け付けます（①は６月21日分に空きがある場
合のみ）。詳細は問い合わせを。liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755 
f526-3766t①再就職を希望する女性②校区自治協議会等や男女共同参画推
進組織等の委員y無料n６カ月〜小学３年生（無料。各10日前までに要予約。先
着）e①電話かファクス、メール（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と、託
児希望者は子どもの名前・年齢（月齢）も書いて、５月15日以降にアミカスへ。来
所、ホームページでも受け付けます。②各校区の男女共同参画協議会を通して、
５月15日以降に申し込みを（託児はアミカスへ）。

内容 日時 定員
①女性のための就職応援プログラム

（連続講座）

▽ステップ１＝知ってみよう 私の強
み（セミナー） ▽ステップ２＝広げて
みよう 私の可能性（個別支援） ▽ス
テップ３＝やってみよう 模擬面接

▽ステップ１＝６／２１㈮10：00
〜12：00

▽ステップ２＝個別に日時を
決定（１時間程度）

▽ステップ３＝７／５㈮10：00
〜12：00

20人（先着）

②男女共同参画基礎講座（研修と
寸劇、ワークショップ） ６／29㈯13：30〜15：30 200人（先着）

講座・教室

かなたけの里公園　里の田植え祭り

d６月15日㈯午前10時〜午後５時li同公園（西区金武）af811-5118e①の
午前の部と②は要事前申し込み。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、②は希望口数・時間も書いて５月29日

（消印有効）までに同公園へ。
内容 時間 定員 費用

①田植え体験 10：00〜12：00
13：30〜15：30

各20組（10：00から の
回は抽選。13：30から
の回は当日13：15から
先着順で受け付け）

無料

②ジャガイモ・タマネギ収
穫体験（１口＝ジャガイモ２
株、タマネギ３株。１組２口
まで）

10:00〜12：00
13:00〜15：00 各100口（抽選） 1口500円

③グリーンウッドワーク（間
伐材を使って色鉛筆やマ
グネットなどを作ります）

10:00〜12:00
13:00〜15:00 各30組（先着） 100円〜

400円

④里の青空市（地域の野菜
や弁当などを販売） 10:00〜15:00 無くなり次第終了 実費
⑤花苗販売
⑥豚汁の振る舞い 12:00〜 300食（先着） 無料

催 し

お知らせ
福岡アジア都市研究所の市民ま
ちづくり研究員を募集

　「人にやさしい福岡のまちづくり」を
テーマに研究する同研究員を募集。
書類・面接選考あり。【期間】７月〜来
年３月【対象】市内または近郊に住む
か、市内に通勤・通学し、月１回の活動

（平日夜間）に参加できる18歳以上
【募集案内の配布】５月10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、各市民センターなど
で。ホームページにも掲載【申込期
間】６月７日までi同研究所a733-
5687f733-5680

県政モニターを募集
　県の取り組みについて意見・提案を
するモニターを募集します。【資格】
県内に住む18歳以上で、インターネッ
トを利用できる人（国・地方公共団体
の議員・常勤公務員、平成29・30年度
のモニターを除く）【任期】モニター
委嘱する日〜来年３月末【謝礼】活動
状況に応じてクオカードを進呈【申し
込み】メール（m monitor@pref.fukuo
ka.lg.jp）に応募事項と性別、職業、
メールアドレス、志望動機（100字以
内）、募集を知った媒体、平成29・30年
度県政モニター経験の有無を書い
て、５月31日までに県民情報広報課
へ。ホームページでも受け付けます。
i同課a643-3103f643-3107
成人の日 記念行事「はたちのつ
どい」

　来年１月13日（月・祝）午後２時〜３時に
マリンメッセ福岡（博多区沖浜町）で
記念式典と実行委員会の企画による
イベントを行います。対象者（新成人
＝平成11年４月２日〜平成12年４月１
日生まれ）には、12月ごろにはがきで
通知します。【実行委員の募集】新成
人10人程度。応募は、はがき（〒810-
8620住所不要）かファクス、メール（m 
kenzenikusei.CB@city.fukuoka.lg.jp）
に応募事項とメールアドレス、勤務先

（学校名）を書いて、６月28日（必着）ま
でに青少年健全育成課へ。i同課a 

711-4188f733-5534

高校生留学奨学生を募集
　50万円を上限として給付（返還不
要）。【対象】次の全てに該当する人 ▽

海外留学あっせん機関の高校生交換
留学プログラム等で約１年間の留学
を予定し、来年出発する ▽県内の高
等学校、高等専門学校に在籍するか
入学を予定する ▽保護者が市内に１
年以上継続して住む【定員】10人（選
考）【募集案内・申込書の配布】高等学

校、高等専門学校、中学校、同会（市役
所６階）で【申込期間】７月31日（必着）
までi市教育振興会a721-1709f72 
1-1739

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。【申
告・納付が必要な人】市内の事業所の
合計床面積が1,000平方㍍を超える
か、従業者数が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。個人は翌年の
３月15日まで。i資産課税課a711-
4195f733-5902
事業所用家屋の貸付申告書の提
出を

　事業所税の納税義務者に事業所用
家屋を貸し付けている場合は、「事業
所用家屋の貸付申告書」を貸付開始
日から１カ月以内に提出してくださ
い。申告書は市ホームページからダ
ウンロードできます。i資産課税課
a711-4195f733-5902

工業統計調査を実施します
　５月下旬から６月にかけて、調査員
証を携行した県知事任命の調査員が
従業員４人以上の製造業を営む事業
所を訪 問します。i統計調査課a 

711-4081f711-4934
カラスなどにごみを荒らされない
ためにご協力を

　 ▽ごみは暗くなってから出す（午前０
時まで） ▽生ごみを減らす ▽生ごみが
見えないように包む ▽ふた付きのポリ
容器に入れる、ネットを掛ける—など。
i収集管理課a711-4346f733-5907
「トライアル優良商品認定事業」
申請者を募集

　市内の中小企業が販売・提供する
優れた新商品等（物品・役務）を市が
認定し、積極的にＰＲすることで販路開
拓を支援します。【応募資格】申請時
において、販売または提供を開始して
から５年以内の物品または役務（自ら
開発し、消費者へ直接販売または提
供するものに限る）を有する市内の中
小企業【募集案内・申請書の配布】市
ホームページに掲載、または経営支
援課（博多区博多駅前二丁目 福岡商
工会議所ビル２階）で【申込期間】６月
14日（必着）までi同課a441-2027f 

441-3211
５月30日〜６月５日は全国ごみ不
法投棄監視ウイークです

　期間中、不法投棄が頻発している
地域の監視を特に強化します。また、
ごみの不法投棄を発見した場合は、
産業廃棄物指導課か各区生活環境課
へ連絡を。i産業廃棄物指導課a71 
1-4303f733-5592

市ヨットハーバー

l市ヨットハーバー（西区小戸三丁目） ※②の１日・８日・15日は西福岡マリーナ
（西区小戸二丁目）i市ヨットハーバーa882-2151f881-2344e①③来所で①５
月15日以降③５月15日〜28日に同施設へ。ホームページでも受け付けます。②
ホームページに掲載の申込書をファクスで５月15日以降に同施設へ。

内容 日時 対象・定員 費用

①初心者ヨット教室 ５／25㈯、26㈰10:00〜16:00
市 内に住 む16
歳以上、各10人

（先着）
3,000円

②シーカヤック親子
体験教室

６／１〜29の土曜日 10:00〜
12:00、13:30〜15:30

市内に住む小
学生と保護者
のペア、各回４組

（先着）
１組3,000円

③ジュニアヨット教室 ６／９㈰10:00〜16:00
市内に住む小
学３年 〜 中 学
生、18人（抽選）

1,500円

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

催し 講座
教室
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軽自動車税の納期限は５月31日で
す

　金融機関やコンビニ、スマホアプリ
を利用したLINE Pay（ライン ペイ）、モ
バイルレジまたはインターネットを利
用したクレジットカードで早めの納付
をお願いします。便利な口座振替も
ご利用ください。i各区納税課
自動車税（県税）の納期限は５月31
日です

　最寄りの県税事務所、金融機関、コ
ンビニ等で早めの納付をお願いしま
す。インターネットを利用したクレジッ
トカード納付やスマホアプリを利用し
た納付もできます。i各県税事務所

市地下鉄モニターを募集
　地下鉄に関するアンケートへの回
答や、地下鉄を利用した際に気付い
た点などの意見を述べるモニターを
募集。１日乗車券の謝礼あり。詳細は
ホームページで確認を。【対象】18歳
以上でインターネットの利用ができ、
市地下鉄を利用する人【定員】150人

（抽選）【申し込み】ホームページの専
用フォームで５月15日〜28日に申し込
みを。当選者のみ通知。i乗客サービ
ス課a732-4274f734-2833
アスベストの分析調査や除去な
どの費用を助成します

　申請は11月29日まで。【対象建築
物・助成内容】解体の予定がない民間
建築物の ▽分析調査＝アスベストを
含む可能性がある吹き付け材の分析
調査費用（通常10万円程度。上限25
万円） ▽除去など＝多数の人が利用
する建築物のアスベスト除去・封じ込
め・囲い込みの工事費用の３分の２以
内（上限120万円。指定建築物の除去
工事に限り、上限300万円）。詳細は市
ホームページに掲載。i建築指導課
a711-4573f733-5584
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】８月13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）ニトリ福岡
花畑店（南区花畑
四丁目）

新設 ３月15日

民生委員・児童委員の候補者推薦
にご協力を

　民生委員・児童委員は厚生労働大
臣の委嘱を受けて地域で活動するボ
ランティアです。社会奉仕の精神を
持って地域住民からの生活の心配事
や困り事などの相談に応じ、その課題

できます。詳細は問い合わせを。i空
港周辺整備機構補償課a472-4596 
f472-4597

しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「第二種電気工事士（実技）直前」
講習 ▽「ファイナンシャル・プランナー
２級学科短期集中」講習 ▽「アクセス
2016」講習 ▽「エクセル2016」講習 ▽

「建築JW_CAD」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a67 
1-6831f672-2133

農作業ヘルパーを募集（登録制）
　詳細は問い合わせを。【報酬】時給
814円から【申し込み】来所で問い合わ
せ先（西区今宿青木）へ。iJAファーム
福岡a807-1233f807-1355

調理師試験
　詳細はホームページで確認を。【受
験案内の配布】５月13日から各区保健
福祉センター衛生課で【申込期間】６
月７日（消印有効）までi調理技術技
能センターa03-3667-1815f03-366 
7-1868
市立病院機構職員（看護師）を募
集

　【募集案内の配布】５月10日から市
立病院機構法人運営課（東区香椎照
葉五丁目）、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。
ホームページにも掲載【申込期間】５
月28日（消印有効）までi同課a692-
3422f682-7300
文化財建造物専門員（嘱託員）を
募集

　文化財建造物の調査・普及、史跡の
維持・管理、その他文化財行政に関す
る業務に従事。【資格】大学（大学院を
含む。短大は除く）または高等専門学
校において建築史学やこれに準じる
分野を専攻し、卒業（修了）した人で ▽

文化財建造物の調査または保存修理
等に関する実務経験がある ▽大学院
で建築史学やこれに準じる分野に関
する修士（博士前期）以上の課程を修
了―のいずれかに該当する人【任用
期間】７月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【申込書・募集案内の配布】文化
財活用課（市役所14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】５月31日（必着）までi同
課a711-4862f733-5537

　※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。

が解決できるよう、行政機関など必要
な支援へのつなぎ役として活動して
います。12月１日の一斉改選に向け
て、各校区に候補者の推薦をお願い
しています。候補者が見つからない
地域もありますので委員の活動に関
心がある人は問い合わせください。
i各区地域保健福祉課
「ふくおかしの家計簿」を作成しま
した

　平成31年度予算、財政状況、財政
運営の取り組み等について分かりや
すく解説しています。【閲覧・配布場
所】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。i財政調整課
a711-4166f733-5586
防犯灯の管理費と工事費の補助
金申請を受け付けています

　受付期間は管理費が７月31日まで、
工事費は11月29日まで。【申請書など
の配布】各区地域整備課（西区は土木
第１・２課）、情報プラザ（市役所１階）
で。市ホームページにも掲載。詳細は
道路維持課まで問い合わせを。i道
路維持課a711-4488f733-5591
防犯ボランティア活動を行う団体
に助成します

　書類審査・ヒアリングによる選考あ
り。【対象】地域の防犯力向上のため
に、市内で自主的に防犯活動を行うボ
ランティア団体（他要件あり）【募集案
内・申請書類の配布】市ホームページ
に掲載、または生活安全課（市役所７
階）で【申込期間】５月31日（必着）まで
i市防犯ボランティア支援事業実行
委員会事務局（生活安全課内）a711-
4054f711-4059
コンビニ交付サービスが和白郵
便局でも利用できるようになりま
した

　マイナンバーカードを利用して住民
票の写しなどの証明書を多機能コ
ピー機から取得できる「コンビニ交付
サービス」が、和白郵便局（東区塩浜一
丁目）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
市文化芸術振興財団の事務所が
移転します

　５月20日㈪にアジア美術館（博多区
下川端町 リバレインセンタービル８
階）内に移転します。i同財団事務局
総務課a263-6264f263-6259
福岡空港周辺の一定区域で移転
補償を行っています

　航空機騒音が著しい福岡空港周辺
の一定区域内に、建物や土地を所有
し、定められた条件を満たす人は、建
物や土地の移転補償を受けることが

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。
d５月25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、来所で同園へ。

会社合同説明会
　約120社が参加。d５月28日㈫午後
１時〜５時l福岡国際会議場（博多区
石城町）i福岡商工会議所商業・雇用
支援グループa441-2169f482-1523 
t大学、短大、高専、専門学校などの
来年３月卒業予定者、求職者y無料
e不要
保育園就職フェア・保育士就職支
援研修会 同時開催

　市保育協会主催の同フェアと市主
催の同研修会を同時開催。就職相談
に応じます。d６月16日㈰正午〜午後
４時lアクロス福岡地下２階イベント
ホール（中央区天神一丁目）i同協会
a713-0541f713-0674t保育所への
就職を希望する人、来年３月に卒業見
込みの学生y無料e情報プラザ（市
役所１階）、各区情報コーナー・子育て
支援課、各出張所、市内保育所（園）、
ハローワークなどで配布の「ホイクエ
ン＠フクオカ」のチラシの申込書を
ファクスかメールで同協会へ。ホーム
ページでも受け付けます。

｢人権擁護委員の日｣特設人権相
談所

　人権擁護委員が、いじめや差別、家
庭内の悩み事などの相談に応じま
す。d５月31日㈮午前10時〜午後４時

（受け付けは午後３時半まで）l市役
所１階多目的スペースi福岡人権擁
護委員協議会a722-6199f722-6183 
y無料e不要

相 談

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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休日健診（総合健診）
d①〜⑪６月１日㈯、２日㈰、９日㈰、16日
㈰、22日㈯、23日㈰午前９時〜10時⑫６月
１日㈯、16日㈰午前９時〜10時⑬６月23
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
　※６月９日㈰、16日㈰、22日㈯、23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。

中央児童会館「あいくる」
〒810-0021 中央区今泉一丁目19-22　a741-3551 f741-3541
o午前９時〜午後９時 x月曜（祝休日のときは翌日）、月末（日曜のときは翌日）

健康づくりサポートセンター 
〒810-0073 中央区舞鶴二丁目５-１ あいれふ内　a7５1-２８０６ f７５１-２５７２
o午前９時〜午後５時

５・６月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③の会場は東体育館（東区香住ケ丘一丁目）、上履きと
床に敷くタオルを持参。c①〜④なし⑤20人（先着。１人１個）y①〜④無料⑤100
円e①〜④不要⑤電話かファクスで、６月１日以降に同施設へ。

内容 日時 対象
①お手玉あそび ５／18㈯14:00〜15:30 幼児〜高校生

②みんなであそぼう（積み木あそび） ５／19㈰14:00〜16:00 幼児〜高校生

③あかちゃんといっしょ（乳幼児の親子あそび）５／22㈬10:30〜11:30 まだ一人で歩けな
い乳幼児

④ふれあいひろば（お手玉あそび） ５／26㈰14：00〜15：00 幼児〜高校生

⑤おもちゃ病院（おもちゃの修理） ６／16㈰10：00〜14：00 幼児〜高校生

　※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。

行政書士による無料相談会

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

674-3358y無料e不要
日時 場所

６／８㈯
10：00〜12：00

あごら２階（糸島市潤
一丁目）

６／９㈰
9：30〜12：00

ふくふくプラザ４階（中
央区荒戸三丁目）

６／９㈰
13：00〜15：00

な みきスクエア１階
（東区千早四丁目）

６／９㈰
13：00〜15：00

まどかぴあ３階（大野
城市曙町二丁目）

６／12㈬
9：30〜12：00

ももちパレス３階（早
良区百道二丁目）

障がいのある子どものための教
育の場を検討する就学相談会

　大学教授、医師、福祉機関の職員、

教員などが相談に応じます。d７月22
日㈪、24日㈬、29日㈪、31日㈬、８月５
日㈪、７日㈬、19日㈪、23日㈮、26日㈪、
28日㈬、９月２日㈪、４日㈬、９日㈪、11
日㈬、18日㈬、20日㈮、25日㈬、30日㈪
午後１時半、２時半、３時半から（各１時
間半程度）li発達教育センター（中
央区地行浜二丁目）a845-0015f84 
5-0025t①来年度小学１年生になる
子どもと保護者②小・中・特別支援学
校の在校生と保護者y無料e①５月
20日〜７月19日に在籍する園（所）お
よび就学前施設へ。②５月20日〜６月
20日に在籍する学校へ。

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。

くらし・事業なんでも相談会

　弁護士・税理士など10団体の専門
家が相談に応じます。d６月８日㈯午
前10時〜午後４時（受け付けは３時半
まで）lあいれふ10階（中央区舞鶴二
丁目）i福岡専門職団体連絡協議会
事務局a714-3721f714-4234c100人

（先着）y無料e不要

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

海づり公園
〒819-0203 西区小田池ノ浦地先　a809-2666 f809-2669
o午前６時〜午後８時 x火曜（祝休日のときは翌平日）

映像ホール・シネラ　６月上映スケジュール
アジア・シネマ・パラダイス
５日㈬ 花咲くころ（11）、立ち去った女（２）
６日㈭ バーフバリ 伝説誕生 完全版（11）、

バーフバリ 王の凱旋 完全版（2:30）
７日㈮ 小さな園の大きな奇跡（11）、ラサへ

の歩き方 祈りの2400km（２）
８日㈯ 花咲くころ（11）、バスは夜を走る（２）
９日㈰ ラサへの歩き方 祈りの2400km（11）、

小さな園の大きな奇跡（２）
12日㈬ バスは夜を走る（11）、バーフバリ 伝

説誕生 完全版（２）
13日㈭ ラサへの歩き方 祈りの2400km（11）、

バーフバリ 王の凱旋 完全版（２）
14日㈮ 小さな園の大きな奇跡（11）、バスは

夜を走る（２）
15日㈯ 花咲くころ（11）、立ち去った女（２）
16日㈰ バーフバリ 伝説誕生 完全版（11）、

バーフバリ 王の凱旋 完全版（2:30）

イメージフォーラム・フェスティバル
19日㈬「風にのるはなし」他７作品（11）、 スロー

モーション、ストップモーション（２）
20日㈭「Highview」他７作品（11）、長江の眺め

（２）
21日㈮「ヒトコト劇場」他４作品（11）、「High 

view」他７作品（２）
22日㈯「風にのるはなし」他７作品（11）、長

江の眺め（２）
23日㈰「ヒトコト劇場」他４作品（11）、スロー

モーション、ストップモーション（２）
　※（11）＝午前11時、（２）＝午後２時、（２：30）
＝午後２時半。
講演会「小説を書くこと、読むこと」
　講師は『世界の中心で、愛をさけぶ』
の著者・片山恭一氏。d５月26日㈰午後
２時〜４時（開場は１時半）l同館３階
c100人（先着）y無料e不要

釣りコン＆BBQ（バーベキュー）
　釣りとバーベキューのイベント。詳細
は問い合わせを。d６月２日㈰午前10時
〜午後３時t20歳以上の独身者c男女
各15人（抽選）y3,500円e往復はがき
かファクスで、５月24日（必着）までに同
公園へ。ホームページでも受け付けま
す。

全員集合　初夏の海づり大会
　グループ（２〜５人）単位で釣りの成果
を競います。中学生以下は保護者同伴。
d６月16日㈰午前６時〜10時c80人（抽
選）y無料（釣り台利用料別）e往復は
がきかファクスに代表者の応募事項と
参加者全員の氏名・年齢を書いて、６月５
日（必着）までに同公園へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

バーベキューコーナー 釣り台
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５・６月の講座と催し
t①②市内に住む一人親家庭の親③配
偶者と死別した一人親y無料n３カ月
〜小学生（無料。前日までに要予約）e

電話か来所で、５月15日以降に同セン
ターへ。

内容 日時 定員
（先着）

①養育費・面会交流
セミナー

５／29㈬
10：00〜12：00 15人

②生活支援講座
子育て講座

６／８㈯
13：30〜15：30 15人

③グリーフ・ケア（死
別の悲しみに寄り添
う支援）おしゃべり会

６／30㈰
13：30〜15：30 10人

市民感謝デー
　新鮮な魚介類を販売します。d６月15
日㈯午前９時〜正午y入場無料e不要
こどもおさかな料理教室
　「アジの香草焼き」を作ります。d６月
15日㈯午前10時〜午後１時t市内に住
む小学３年〜中学生と引率者c25人（抽
選）y1人500円e電話かメール（m  se
ngyo.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に引率者
の応募事項（日中連絡が可能な電話番
号を明記）と参加者全員の氏名（子ども
の名前の横に学年）を書いて、６月５日午
後４時半までに同市場へ。当選者のみ通
知。

写真コンテストの作品を募集
　昨年７月〜今年６月に同園内の動物
や風景を撮影した作品を募集します。カ
ラー、モノクロ、フィルム、デジタルは自
由。サイズは２Ｌ〜Ａ４・
四つ切り（ワイド可）。
１人３点以内（未発表
に限る）。作品は返却
しません。y無料e作
品の裏に応募事項と
タイトル、使用カメラ
を書いた紙を貼って、
郵送か持参で６月30日

（必着）までに同園へ。

　※いずれも無料。小学３年生以下は保
護者同伴。申し込みは電話かメール（m 
mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所
で、５月15日午前10時以降に同施設へ。
特別講座「顕微鏡で見る食中毒菌」
　食中毒の原因と予防について学び、
顕微鏡で食中毒菌を観察します。d６月
22日㈯午前10時半〜正午t小学生以上
c40人（先着）
特別講座「チョウの鱗粉（りんぷん）の
不思議」
　鱗粉の構造や役割を学びます。鱗粉
転写法でチョウの標本も作ります。d６
月30日㈰午前10時半〜正午t小学生以
上c40人（先着）

　※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５月25日

（必着）までに同牧場へ。ホームページ
でも受け付けます。
陶芸教室
d６月１日㈯午前10時半〜午後０時半t

小学生以上c15人（抽選）y1,000円
牧場満喫ツアー
　家畜とのふれあいやバターの手作り
体験など。ミニソフトクリームとレストラ
ンでのバーベキュー付き。d６月８日㈯
午前10時〜午後０時半t４歳以上c30人

（抽選）y1,620円

ジャガイモ・タマネギ収穫体験
　１口当たりジャガイモ10株、タマネギ
18個程度を収穫できます。d６月８日㈯、
９日㈰、15日㈯、16日㈰午前９時〜午後４
時t市内に住む人c1,000組（抽選。１組
１口）y１口1,000円e往復はがきに応募
事項と希望日を書いて５月15日〜28日

（必着）に同
農園へ（１組１
通）。来所で
も 受 け 付 け
ます（往復は
がきの 持 参
が必要）。

博多伝統工芸 絵付け体験
　①博多人形＝金・土・日・月曜日②博多
張子（はりこ）＝火曜日③博多独楽（こま）
＝水曜日④博多曲物（まげもの）＝木曜
日。作品は当日持ち帰り可。d午前10時
〜、午後２時〜（各回1時間半）t小学生
以上（小学生は保護者同伴）c各回５人
(先着)y1,500円（展示棟入館料別）e

電話かファクス、メール（m furusatok
an@hakatamachiya.com）に、代表者の応
募事項と参加人数、希望メニュー・日時
を書いて同館へ。来所でも受け付けま
す。

園芸講座〜ハーブ観察とハーブティー
の試飲〜
　園内のハーブを観察し、その使い方
を学びます。d６月15日㈯午後１時半〜
３時半c30人（抽選）y500円（入園料別）
e往復はがきかファクスで、５月15日〜６
月１日（必着）に同園へ。ホームページで
も受け付けます。
園芸講座〜寄せ植え講座〜
　講師は英国王立園芸協会コンテナ
ガーデニングマスターの石井康子氏。d

６月26日㈬午後１時半〜３時半c30人(抽
選)y2,000円（入園料別）e往復はがきか
ファクスで、５月15日〜６月12日(必着)に同
園へ。ホームペ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 f801-1463
o午前９時〜午後６時

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

ひとり親家庭支援センター
〒810-0074 中央区大手門二丁目５-15
a715-8805 f725-7720
o午前９時〜午後９時（日祝日は午後
５時半まで）x月曜

鮮魚市場
〒810-0072 中央区長浜三丁目１１-３
a711-6414（午前８時〜午後４時半）
f711-6099　x日・祝休日 ※休
日は開場する場合あり。詳細は問い
合わせを。

動物園
〒810-0037 中央区南公園１-１
a531-1968 f531-1996
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
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）

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）

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）

「博多町家」ふるさと館
〒812-0039 博多区冷泉町６-１0
a281-7761 f281-7762
o午前10時〜午後６時 ※入館は閉
館30分前まで x第４月曜（祝休日の
ときは翌平日）

今津リフレッシュ農園
〒819-0165 西区今津5685
a806-2565 f806-2570
o午前７時〜午後７時（４月〜９月）
x月曜（祝休日のときは翌平日）

自然案内ボランティアはじめる講座
　油山に生息する動植物を通して、身
近な自然と触れ合う楽しさを伝える方
法を学びます。受講者は油山の自然案
内ボランティアとして活動できます。d

６月16日㈰午前10時〜午後３時t18歳
以上c20人(抽選)y200円e往復はが
きで５月24日(必着)までに同施設へ。
ホームページでも受け付けます。
油山市民の森の宿泊キャンプ利用者を
募集
　希望者はキャンプファイア=写真=も
できます。詳細はホームページで確認
を。【施設】バンガロー15棟（６人用14棟、
12人用１棟）、テントサイト22カ所（貸し出
し・持ち込みいずれも可）、シャワー、炊
飯所など。d７月13日㈯、14日㈰、７月20

日㈯〜８月24日㈯、31日㈯、９月７日㈯、
14日㈯、15日㈰、21日㈯、22日㈰、28日㈯
午後１時〜翌日午前10時t２人以上の
グループ（中学生以下は保護者か20歳
以上の指導者の同伴が必要。高校生の
みの場合は当日保護者の同意書が必
要）c各日150人（先着）yバンガロー利
用代など実費e電話か来所で、６月１日
午前９時〜利用日の前日に同施設へ（６
月１日は電話のみ）。

園芸講座「土壌の改良」
　土の酸度等の測定について学びま
す。d５月23日㈭午後１時半〜３時半
c50人(先着)y無料e電話かファクス
で、５月16日以降に同公園へ。
園芸講座「初夏の寄せ植え教室」
d５月25日㈯午後１時半〜３時半c15人
(先着)y2,000円e電話かファクスで、５
月18日以降に同公園へ。
園芸講座「ウメの加工とウメの収穫作
業体験」
　梅干しなどの作り方を学びます。収穫
したウメは持ち帰れます（１人１㎏程
度）。d６月４日㈫午後１時半〜３時半
c50人（先着）y600円e電話かファクス
で、５月28日以降に同公園へ。

「花畑キッズファーム　親子タマネギ
収穫体験」
　１組当たり20個持ち帰れます。d６月２
日㈰午前10時半〜11時、午後２時〜２時
半t５歳〜小学生と保護者c各30組（先
着。１組５人まで）y１組600円e電話か
ファクスで、５月17日以降に同公園へ。

昨年の収穫体験

前回最優秀賞作品

昨年の収穫体験

６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（①は販売業者を
除く）y①⑦⑧⑨無料②⑤⑥500円③
1,000円④800円e①不要②〜⑥はがき
かファクス、来所で５月②③④22日⑤⑥
23日（いずれも必着）までに同施設へ。
当選者のみ通知。⑦⑧⑨電話かファク
ス、来所で、⑦希望日の３日前までに⑧
⑨随時同施設へ。

内容・日時 定員
①リユース陶器市　５／19㈰10：30
〜15：00（不用になった陶磁器の持
ち込み、持ち帰り。持ち込みは14：
00まで）

―

②古布で季節の押し絵作り　６／１
㈯、８日㈯13:00〜16:00（連続講座）

15人
（抽選）

③パッチワーク教室　６／４〜７／
30の原則火曜日13:00〜16:00（連
続講座）

12人
（抽選）

④衣類のリフォーム教室　６／５〜
７／24の原則水曜日13:00〜16:00

（連続講座）
10人

(抽選)
⑤残り布で６枚はぎの帽子作り
６／６㈭、13㈭、20㈭13：00〜16：00 
(連続講座）

15人
(抽選)

⑥帯でファスナー付きキューブ
バッグ作り　６／７㈮、21㈮、28㈮
13：00〜16：00（連続講座）

15人
(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つまみ細工の髪飾り
毎日10：30〜15：30 ―

　※６月11日㈫〜14日㈮は臨海工場定
期点検のため休館します。
６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y①500円②⑦
200円③〜⑥無料（③⑥は部品代別）e 

①②④⑦往復はがきかファクス、来所
で、６月①②④８
日⑦19日（いず
れも必着）まで
に 同 施 設 へ。
ホームページで
も 受 け 付 けま
す。③⑤⑥電話
かファクス、来
所で、６月１日以
降に同施設へ。

内容・日時 定員
①リフォーム講座　６／18〜８／６
の火曜日10：00〜13：00（７／16を除
く連続講座）

10人
（抽選）

②傘布で作る丈夫な二重エコバッ
グ　６／19㈬、26㈬10：00〜13：00（連
続講座）

10人
（抽選）

③傘の修理
６／19㈬、23日㈰10：00〜13：00

各６人
（先着）

④基本の包丁研ぎ講座
６／20㈭10:00〜12：00

５人
（抽選）

⑤木製のまな板削り
６／22㈯、2７㈭10:00〜16:00

各12人
（先着）

⑥おもちゃの病院
６／23㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

⑦古布でぞうり作り
６／29㈯10：00〜13：00

10人
（抽選）

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）

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）

傘布で作る丈夫な
二重エコバッグ


