
〒 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。

6/

6
●木

3市セアカゴケグモ講習会

　セアカゴケグモによる被害を防止するために、駆除方法などを学び
ます。d午前10時半〜11時半（開場は10時）l市役所15階講堂i生活
衛生課a711-4273f733-5588t市内に住む人や事業者c200人（先
着）y無料e電話かファクス、メール（m seikatsueisei.PHWB@city.fuk
uoka.lg.jp）で、６月１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。

6/

6
●木

2高齢化社会とまちづくりシンポジウム

　G20福岡関連イベントとして、高齢化社会の課題解決に向けたシン
ポジウムを世界銀行、国連ハビタット福岡本部、市が共同で開催。d午
後１時〜５時15分lアクロス福岡国際会議場（中央区天神一丁目）i

世界銀行東京開発ラーニングセンターa03-3597-1326m agingcities 
2019@worldbank.orgc200人（抽選）y無料e電話かメールで、６月５日
までに同センターへ。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/

8
●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。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８時〜９時半（入場は９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

6/

8
●土
他

3市ヨットハーバー　初心者ヨット教室

d６月８日㈯、９日㈰午前10時〜午後４時 ※内容は同じli市ヨット
ハーバー（西区小戸三丁目）a882-2151f881-2344t市内に住む16歳
以上c各10人(先着)y3,000円e来所で６月１日以降に同施設へ。ホー
ムページでも受け付けます。

6/

9
●日
 

2今津運動公園　手作り飛行機を飛ばそう

　作った紙飛行機を飛ばして飛行時間を計ります。d午後１時半〜４
時li同公園（西区今津）a807-6625f807-6627t小学生以上c20人

（先着）y300円e電話か来所で、６月１日以降に同公園へ。

6/

10
●月

2ハビタットひろば

　アフリカにおける国連ハビタットの活動について報告します。d午
後６時〜７時半（開場は５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a724-7121f724-7124c50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。定員を超えた場合のみ通知。空きがあれば当日も受け
付け可。

6/

11
●火
他

2人生100年時代を楽しく生きるヒントがたっぷり
福岡100情報サロン

　健康づくりなどに関する情報コーナーや、大学の生涯学習プログラ
ムの紹介など、これからの長寿社会のヒントや情報を提供します。d６
月11日㈫〜14日㈮午前10時〜午後５時（11日は正午から）l市役所１
階多目的スペースi健康先進都市推進担当a711-4544f733-5587y

無料e不要

6/

11
●火
他

2市博物館　企画展示「博多祇園山笠展〜堂山と描かれ
た近世福博の女性たち〜」

　福岡藩主・黒田家に残された山笠図から堂山（偶数番の山）を展示。
当時の女性たちの姿も紹介します。d６月11日㈫〜８月４日㈰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）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 ※７月20日か
ら会期終了までの金・土・日曜日は午後８時閉館。５時半以降は無料。

はかた伝統工芸館

　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（入
館は５時半まで。最終日の展示は①②５時③３時まで）li同館（博多区上川端
町）a409-5450f409-5460y入場無料

内容 期間
①柳川「イ草」夏の新作展（ヨガマットやステップ畳などの作
品を展示・販売。博多織や生け花との合作、体験もあり） ５／30㈭〜６／４㈫

②Nanairo 伝統工芸 SYOKU 作品展（博多織、博多人形など
の作家による作品を展示・販売） ６／６㈭〜11㈫

③小西一珠喜 博多祇園山笠きりえ展（切り絵作家・小西一
珠喜氏の作品を展示） ６／13㈭〜18㈫

催 し

マンションについての相談会･セミナー ①マンション管理
無料相談会②福岡マンション管理基礎セミナー

　②は「マンション管理を基礎から学ぼう」「防犯知識を取り入れよう」の２講演。
d６月29日㈯①午前10時半〜午後０時20分②午後1時〜４時l中央市民センター

（中央区赤坂二丁目）i住宅計画課a711-4598f733-5589t福岡都市圏に住む
マンション管理組合役員などc①８組②300人（いずれも先着）y無料e電話か
来所で同課（市役所３階）へ。②ははがき（〒810-8620住所不要）かファクス、メール

（m m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp）でも受け付けます。各区情報コーナー、各出張
所などで配布する申込書でも申し込み可。いずれも６月１日以降に受け付け開
始。②は空きがあれば当日も受け付けます。

催 し

天
文
台
主
鏡

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６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（６月前半の日曜日）
６月２日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26） a641-1100
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40） a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25） a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17） a565-3531
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35） a821-4731
白十字病院（西区石丸三丁目２-１） a891-2511
６月９日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25） a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８） a291-3434
安藤病院（城南区別府一丁目２-１） a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27） a841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17） a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１） a807-8811

　※夜間・休日急患診療は、曜日・時間帯によって、加算（休
日・時間外・深夜）があります。さらに外科当番医は、紹介状
がない場合に必要な選定療養費や、保険が利かない費用が
かかる場合があるため、各医療機関に問い合わせを。



6/

12
●水
他

2女性伝統工芸士展〜作家とともに〜

　27人の伝統工芸士などによる伝統工芸品（15都府県・21品目）を展
示・販売。体験や実演もあり。体験、実演の日時など詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。d６月12日㈬〜17日㈪午前10時〜午後
６時（17日は４時まで）lアクロス福岡交流ギャラリー、セミナー室２、
メッセージホワイエ他（中央区天神一丁目）iアクロス福岡事業企画
グループa725-9115f725-9102y入場無料（体験は有料）e不要（親
子向け・留学生向け体験教室はホームページで申し込みが必要）

6/

14
●金

2東図書館　ツキイチ読書会 なみきブックカフェ

　ケーキとお茶をいただきながら、おすすめの本について語り合いま
す。今回のテーマは「ミステリー」です。d午後２時〜４時lなみきスクエア

（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973c10人（先着）y 

500円e電話か来所で、６月１日以降に東図書館（なみきスクエア内）へ。

6/

15
●土

2西部運動公園　「フラワーパーク」をみんなでつくろう

　花壇の花を植え替えます。参加者には花苗を進呈。d午前10時〜
正午li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549c10人（先着）y

無料e電話か来所で、６月１日以降に同公園へ。空きがあれば当日も
受け付けます。

6/

15
●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。梅
ジュース作りなどの当日参加型イベント、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

6/

15
●土

2市民会館　バックステージツアー〜劇場探けん隊〜

　舞台芸術を鑑賞後、舞台装置等の説明を聞いて実際に動かすこと
ができます。d午後１時〜４時li同会館（中央区天神五丁目）a761-
6567f761-5866t小学生以上（小学生は保護者同伴）c50人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m uketsuke@fukuoka-civichall.jp）
に応募事項と保護者氏名、緊急連絡先を書いて、６月１日以降に同会
館へ。ホームページでも受け付けます。

6/

15
●土

3和仁会健康運動講座「歩行機能低下予防」

　生活習慣病やフレイル（加齢による心身の虚弱）の不安を持つ人向
けに、健康運動指導士が講義を行います。実技もあり。d午前10時半
〜11時50分li福岡和仁会病院（西区生の松原一丁目）a895-3105 
f895-3136c40人（先着）y無料e電話かファクスで、６月１日以降に
同病院へ。空きがあれば当日も受け付けます。

6/

16
●日

2西浦さかなまつり

　新鮮な魚や活イカ、旬の野菜・花、漁師料理（たい飯やみそ汁など）
の販売。午前11時から地引き網体験（受け付けは８時から。先着200
人）も実施。d午前８時〜正午l西浦漁港（西区西浦）i市漁業協同組
合西浦支所a809-2231f809-2235y入場無料e不要

6/

16
●日

3がん治療と向き合うママのためのピラティスレッスン

d午後２時〜４時lスタジオLien博多店（博多区博多駅前三丁目）i

がんのママをささえ隊ネットワークETERNAL BRIDGE事務局・金城a 

090-6698-3549f661-0657tがん治療中の母親c10人（先着）y無料
n６カ月〜小学生（無料。６月９日までに要予約）eファクスかメール

（m info@sasaetai.or.jp）に応募事項とメールアドレス、参加人数、託
児希望者は子どもの人数・年齢を書いて（特別な配慮の必要や希望が
あれば記入可）、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/

17
●月

2アクロス・ランチタイムコンサート
室内楽防衛隊VS特撮音楽隊大進撃

　伊福部昭作曲「ゴジラ メイン・テーマ」「空の大怪獣ラドンのテーマ」
などを九州室内合奏団が演奏します。ゲストは「ゴジラ」作品にも出演
した俳優の佐野史郎。d正午から（１時間20分程度）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a725-9112f725-9102y全席指定1,500円e電話か来所で同セ
ンター（アクロス福岡２階）へ。ホームページやチケットぴあ、ローソン
チケットでも販売。

6/

17
●月
他

2６月は食育月間「今日からできる食育」パネル展

　身近なところから取り組める食育について展示します。d６月17日
㈪〜21日㈮午前10時〜午後５時（17日は１時から。21日は３時まで）l

市役所１階多目的スペースi健康増進課a711-4374f733-5535y無
料

6/

17
●月
他

3九州大学ＥＵセンター市民講座
「課題に向き合うＥＵ」

　講師は①早稲田大学法学学術院教授の中村民雄氏②同センターア
ドバイザーの八谷まち子氏③同センター長の岩田健治氏④欧州議会
事務局政策分析担当のエンリコ・ダンブロジオ氏（通訳付き）。各回の
内容など詳細はホームページで確認を。d①６月17日㈪②６月24日㈪
③７月１日㈪④７月17日㈬午後７時〜８時半（①は午後６時半〜８時） ※
希望回のみの参加可lＪＲ博多シティ（博多区博多駅中央街）i同セ
ンターa802-2190f802-2187c各70人（先着）y無料eファクスか
メール（m euevent@jimu.kyushu-u.ac.jp）で、６月１日以降に同セン
ターへ。ホームページに掲載、または各市民センター、各公民館など
で配布する申込書でも申し込み可。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。

6/

18
●火
他

3
雁の巣レクリエーションセンター　①バギーエクササ
イズ体験会②B

ブ ル ー

LUE H
ホ ー ク

AWK親子でキャッチボール
　①赤ちゃんを乗せたベビーカーを使用して無理なく安全にできる
産後の運動を行います。赤ちゃんの予防接種後24時間以内は参加不
可。②福岡ソフトバンクホークスのOBが指導します。d６月①18日㈫午
前11時〜正午②30日㈰午前10時〜11時半li同センター（東区奈
多）a606-3458f607-9057t①産後４カ月以降の母親と乳幼児のペア 
※父親も可②５歳〜小学３年生と保護者（子
ども１人につき保護者１人）c①10組②24組

（いずれも抽選）y①無料②１組400円e往
復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）か
ファクスに参加者全員の応募事項とファク
スの場合はファクス番号も書いて、６月①10
日②20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。

市社会福祉事業団公開講座「あいあいセミナー」

　午前は、あいあいセンター 宮崎千明センター長による講演。午後は、基礎講座
「ことば・理解の発達が気になる子への支援」「対人・社会性が気になる子への支
援」「運動の苦手さ・不器用さのある子への支援」と実践講座「発達（ことば、対
人、社会性）が気になる子への支援」「園全体で取り組む保護者支援」の中から１
講座を選択。d８月４日㈰午前９時50分〜午後４時lふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）iあいあいセンターa721-1611f712-3573t幼稚園、保育所（園）に勤
務する教諭・保育士。実践講座を受講できるのは保育経験５年以上で「あいあい
セミナー」に過去参加したことがある人か、保育経験10年以上の人。かつ11月16
日㈯のフォローアップセミナーに参加できる人 ※幼稚園・保育所（園）以外の支
援者など、障がい児・者に関わっている人は午前のみ参加可c200人（抽選）
y2,000円（午前のみ参加でも同額)eはがき（〒810-0072中央区長浜１-２-８）か
ファクスに応募事項と所属園名、保育経験年数、過去のセミナー参加回数、希望
講座を書いて、６月１日〜21日（必着）に同センターへ。同センターで配布する申
込書でも申し込み可。１人１通。

講座・教室

過去の②イベント

情報BOX 福岡市政だより
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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



6/

20
●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財務大臣・中央銀行総裁会議参加国であるド
イツ・ミュンヘン出身のクリストフ・フェルカーさんが日本語で話しま
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）a262-1744f262-2700c50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）、来所
で、６月１日以降に同財団へ。空きがあれば当日も受け付けます。

6/

20
●木
他

2西障がい者フレンドホーム　i
アイパッド

Padを楽しもう

　iPadの使い方を学び、インターネットやアプリなどを楽しみます。d

６月20日㈭、27日㈭午後２時〜４時（連続講座）li同ホーム（西区内浜
一丁目）a883-7017f883-7037t市内に住む障がいのある人で、iPad
を持参できる人c６人（抽選）y無料e電話かはがき（〒819-0005西区
内浜１-５-54）、ファクス、来所で、６月12日（必着）までに同ホームへ。

6/

20
●木
他

3博多区こころの健康づくり教室

　精神科医や臨床心理士から学びます。各回のテーマは①「こころの
健康を保つために〜うつ病を理解する〜」②「うつ病にならないため
の認知行動療法〜考え方のくせを知ってものの見方を変えてみませ
んか〜」③「大切な人のこころに寄り添う〜悩みを抱えた人への接し
方〜」d①６月20日㈭②６月27日㈭③７月４日㈭午後１時半〜３時半 ※
希望回のみの参加可l博多区保健福祉センター（博多区博多駅前二
丁目）i博多区健康課a419-1092f441-0057t市内に住むか通勤す
る人c各50人（先着）y無料e電話かファクスに応募事項と希望日を
書いて、６月９日以降に同課へ。空きがあれば当日も受け付けます。

6/

22
●土
他

3海づり公園　孫と釣り教室

　仕掛けの説明を聞いた後、釣りをします。魚の保存方法やさばき方な
どの講習もあり。d６月22日㈯、29日㈯午前９時〜午後１時li同公園

（西区小田）a809-2666f809-2669t釣り初心者の小学生とその祖父母
c各30人（抽選）y500円（釣り台利用料別）e往復はがき（〒819-0203西
区小田池ノ浦地先）かファクスに参加者全員の応募事項と希望日を書
いて、６月12日（必着）までに同公園へ。ホームページでも受け付けます。

6/

22
●土
他

2夏山フェスタ in 福岡

　山岳ガイドの角谷道弘氏ほかによる講演や、安全登山の知識など
を紹介する展示とセミナーを実施。登山道具のフリーマーケットもあ
り。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d６月22日㈯正
午〜午後６時半、23日㈰午前10時〜午後６時半l電気ビル共創館みら
いホール（中央区渡辺通二丁目）i夏山フェスタin福岡2019実行委員
会（TOMOE九州支社内）a711-1248f711-1475y入場無料e不要（一部
は要整理券）。

6/

23
●日

2東障がい者フレンドホーム　夏の収穫祭

　ジャガイモ、タマネギを収穫した後、カレーライスをいただきます。
ジャガイモ、タマネギの持ち帰りあり。d午前11時〜午後１時li同
ホーム（東区松島三丁目）a621-8840f621-8863t市内に住む障がい
のある人（家族・介助者の同伴可）c30人（先着）y300円e電話かファ
クス、来所で６月１日以降に同ホームへ。空きがあれば当日も受け付け
ます。

6/

23
●日

3福岡大学筑紫病院炎症性腸疾患センター市民公開講座

　IBD（炎症性腸疾患）治療に関する講演や患者の体験談など。d午後
１時半〜４時半（開場は１時）lJR九州ホール（博多区博多駅中央街 JR
博多シティ９階）iJTBコミュニケーションデザインa751-3244f751-
3250c400人（先着）y無料e不要

6/

24
●月
他

2雇用と労働のルール・パネル展

d６月24日㈪〜28日㈮午前８時45分〜午後５時15分（24日は午前10時
から。28日は午後４時まで）l中央区役所１階i福岡労働者支援事務
所a735-6149f712-0497y無料

6/

25
●火

4国連講演会「世界難民の日〜難民支援の現場〜」

　UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）は国連の難民支援機関です。
その活動を支える日本の公式支援窓口・国連UNHCR協会の中村恵氏
が話します。d午後２時40分〜４時10分l福岡女子大学地域連携セン
ター（東区香住ケ丘一丁目）i日本国際連合協会福岡県本部a713-
8115f761-6762c100人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m 
unaj-fukuoka@nifty.com）で、６月１日以降に同本部へ。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。

かなたけの里公園

　生育状況などによる日程変更の可能性あり。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。中学生以下は保護者同伴。li同公園（西区金武）af811-
5118y①１口500円②１組3,500円（かかし作りは別途1人300円）③１組4,000円
e①不要②③電話か来所で、６月１日以降に同公園へ。

内容 日時 定員
（先着）

①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）

６／１㈯から作物が無くなるまで
毎日、10：00〜11：00、14：00〜15：00

無くなり次
第終了

②はじめての米づくり体験（田
植えやかかし作り、稲刈りなど
を体験。収穫した米で竹釜ご飯
作りや餅つきを行います）

６／15〜12／14の土曜日で月１〜
２回、9：30〜12：00（９月を除く。9：30
〜13：00、13：00〜15：00の日もあり） 
※12／14㈯は同公園の年末祭の
餅つきと合同で行います。

20組（１組１
〜５人程度）

③大豆・みそづくり体験(種まき
から収穫、みそ作りまで体験。
大豆やみそは持ち帰れます）

７／６〜来年1／19の原則土曜日
で月１〜２回、9：30〜12：00（９月を
除く。15：00までの日もあり）

20組（１組１
〜５人程度）

催 し

救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（③大人に対する方法④
子どもに対する方法）を学びます。詳細は問い合わせを。i救急課a791-7151 
f791-2994t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６月①③１日②④⑤11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 ７／４㈭ さいとぴあ（西区西都二丁目）a806-0642 30人
②入門（夜間）７／12㈮ 消防本部（中央区舞鶴三丁目）a791-7151 30人

③普通１

７／４㈭、13㈯ 市民防災センター（早良区百
道浜一丁目） a821-0245 各30人

７／５㈮、20㈯ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 各40人
７／７㈰ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人
７／11㈭ 中央消防署（中央区那の津二

丁目） a762-0119 40人

７／16㈫ 城南消防署（城南区神松寺二
丁目） a863-8119 30人

７／19㈮ 博多消防署（博多区博多駅前
四丁目） a475-0119 40人

④普通３ ７／18㈭ 消防本部 a791-7151 30人
⑤上級 ７／２㈫ 消防本部 a791-7151 40人
　※時間は①午前10時〜11時半②午後７時〜８時半③④午前10時〜午後１時⑤
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

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６月１日 情報BOX13 催し 講座

教室 講演



6/

26
●水

2今宿野外活動センター
今宿の四季をたのしむ〜きのこ編〜

　散策をしながらキノコを観察します。18歳未満は保護者同伴。d午
前10時半〜午後１時半li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114 
f806-3115c20人（抽選）y500円e往復はがき（〒819-0163西区今宿
上ノ原217-２）で６月１日〜14日（必着）に同センターへ。ホームページ
でも受け付けます。

6/

27
●木

3さざんぴあ博多　インテリアにもなる苔
こけだま

玉作り

d午後２時半から（２時間程度）liさざんぴあ博多（博多区南本町二
丁目）a502-8570f502-8571c20人（先着）y1,500円e電話か来所で、
６月３日以降に問い合わせ先へ。

6/

28
●金
他

3西区こころの健康づくり教室 ①女性のためのメンタル
ヘルス②自分でできるストレスケア

　うつ病にならないために、女性のライフサイクルでストレスのかかる
時期やストレスへの対処法を学びます。男性も参加可。d①６月28日㈮
②７月19日㈮午後１時半〜３時半 ※希望回のみの参加可l西区保健福
祉センター（西区内浜一丁目）i西区健康課a895-7074f891-9894c

各50人（先着）y無料e電話かファクスで、６月３日以降に同課へ。

6/

28
●金
他

2博多伝統芸能館　公演

　博多芸妓（げいぎ）による唄や舞、お座敷遊びの体験など。d６月28
日㈮午後４時〜４時50分、７月13日㈯午後１時半〜２時20分、３時〜３時
50分l同館（博多区冷泉町）i博多伝統芸能振興会a441-1118（当日
は080-2705-5462）f441-1149c各回20人（先着）y3,000円e電話か
ファクス、メール（m fkkdentou@fukunet.or.jp）に代表者の応募事項と
メールアドレス、参加人数（中高生と小学生以下がいる場合はそれぞ
れの人数も記入）、希望日時を書いて同会へ。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/

29
●土

2板付弥生のムラ「田植え祭り」

　板付遺跡の復元水田で田植えを行い
ます＝写真。d午前10時〜正午l板付
弥生のムラ（博多区板付三丁目）i史
跡整備活用課a711-4783f733-5537t

子どもと保護者c100人（抽選）y無料
eメール（m shiseki.EPB@city.fukuoka.
lg.jp）に参加者全員の応募事項を書い
て、６月３日〜12日に同課へ。

6/

29
●土

3プレママパパ・ワークショップ

　先輩ママ・パパから育児や夫婦のコミュニケーションに関する話を
聞いて、実際に赤ちゃんと触れ合います。d午前10時〜午後０時半l

福岡大学医学部看護学科（城南区七隈八丁目）i城南区地域保健福
祉課a833-4113f822-2133t初めて母親になる妊娠中の女性とその
家族c20組（先着）y無料eメール（m a.koga.iy@cis.fukuoka-u.ac.
jp）に応募事項とメールアドレス、６月29日当日の妊娠週数、参加人数、
参加者と妊娠中の女性との続柄を書いて、６月３日以降に同学科へ。

6/

29
●土

3市民防災センター　①新米パパママ応急手当て講習会②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？

　①１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。②同センター職員と一緒に考えます。d①午前10時〜11時半、
午後２時〜３時半②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）a847-5990f847-5970t①１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②不問c①各10組②６組（いずれも
先着）y無料e電話かファクスに参加者全員の応募事項と①は希望
時間、②は参加人数も書いて、６月３日以降に同センターへ。

7/

1
●月
他

3福岡ファミリー・サポート・センター
提供・両方会員養成講習会

　育児の援助をする「提供会員」と、育児の援助・依頼をする「両方会
員」になるための講習会。d７月１日㈪、５日㈮、10日㈬午前10時〜午後
２時半（10日は３時まで。連続講座）lなみきスクエア（東区千早四丁
目）i同センターa736-1116f713-0778t市内に住み、心身共に健康
で自宅で安全に子どもを預かることができる人c60人（先着）y無料
n６カ月〜就学前（無料。６月24日までに要申し込み。抽選）e電話か
ファクス、メール（m f-support@fukuoka-shakyo.or.jp）、来所で、６月１
日以降に同センター（中央区荒戸三丁目 ふくふくプラザ２階）へ。

7/

5
●金
他

3１日で350gの野菜を食べられる料理教室

　講話と調理実習で、食事に野菜を取り入れるこつを学びます。d７月
５日㈮、11日㈭午前10時半〜午後１時半 ※内容は同じlふくふくプラ
ザ（中央区荒戸三丁目）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n３カ月〜就
学前（無料)e往復はがきに応募事項と希望日、託児希望者は子ども
の氏名・年齢（月齢）を書いて、６月１日〜21日（必着）に同課（〒810-
0001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。

7/

6
●土
他

3盲ろう者通訳・介助員養成研修会

　盲ろう者（視覚と聴覚両方の障がいがある重度の身体障がい者）の
コミュニケーションと移動支援のための、通訳介助員の養成研修会。
日程など詳細は問い合わせを。d７月６日〜10月13日午前10時〜午後
４時（土・日曜日で全９回）lクローバープラザ（春日市原町三丁目）i

県身体障害者福祉協会a584-6067f584-6070t市内か近郊に住み、
研修修了後に市盲ろう者通訳・介助員派遣事業に登録し活動できる
人、または手話・要約筆記・点訳・朗読およびガイドヘルパーなどに従
事している人c40人（先着）y無料e電話かファクスで、６月１日以降
に同協会へ。

7/

6
●土
他

3九州Ｕ
う み

ＭＩアカデミー

　親子でシーカヤック等のマリンスポーツやライフセービングなどを
体験し、海や自然について学びます。日程など詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。d７月６日㈯〜10月19日㈯の全10回l市
ヨットハーバー（西区小戸三丁目）他i県マリンスポーツ実行委員会
a885-5200f885-5209t小学生と保護者のペアc30組（先着）y小学
生１万円、保護者5,000円eホームページからダウンロードした申込書
を６月１日以降に同実行委員会へ。

7/

6
●土
他

3バリアフリー映画支援ボランティア入門講座

　障がいがある人のために、映画の音声ガイドや字幕を作成する技
術を学びます。詳細は問い合わせを。d７月６日㈯、７日㈰午後１時半〜
４時半（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
祉協議会管理運営係a731-2932f731-2934tパソコンでの作業が可
能で、講座修了後ボランティア活動ができる人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、６月１日
〜20日（必着）に同係へ。

アミカス　わたしたちの未来デザインラボ 
〜新しい時代のセルフアップデート計画〜

　思考や感情を整理し、形にするスキルを身に付けます。講師はコラムニストの
須藤美香氏、コミュニティーデザインや文化事業に取り組むドネルモ代表理事
の山内泰氏ほか。男女が共に生きやすい社会を作るための企画を一緒に考えま
す。d７月20日㈯、８月３日㈯、24日㈯、９月８日㈰、29日㈰、11月３日(日・祝)午前10時
〜正午（連続講座）liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766tお
おむね20〜40代c15人(選考)y無料n６カ月〜小学３年生（無料）eファクスか
メール（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項とメールアドレス、職業、応募
動機、利用しているSNSの名称を書いて、７月10日までにアミカスへ（託児希望者
は子どもの名前、年齢・月齢も記入）。来所、ホームページでも受け付けます。

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



7/

8
●月

4市民福祉講演会「障がいのある娘と生きて」
〜娘と母からのメッセージ〜

　講師は福岡こども短期大学専任講師の是松いづみ氏。d午後１時
半〜３時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議
会管理運営係a731-2946f731-2947c248人（先着）y無料n３カ月
〜就学前（無料。６月21日までに要予約。先着順）e電話かはがき

（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）、ファクス、来所で、６月１日以降に同係
（ふくふくプラザ内）へ。６月１日から情報プラザ（市役所１階）、各公民
館で配布する申込書でも申し込み可。

7/

8
●月
他

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　「基礎」「中級」「デジカメ」「iPad（アイパッド）」「画像処理」「インター
ネット」「ブログ作成」「ワードでお絵かき」の８講座。d７月８日㈪〜９月
30日㈪ ※日時や期間は講座により異なるliシニアネット福岡（中央
区大名二丁目）a732-3115（平日午前10時〜午後３時）f753-6465 
t20歳以上の初心者、中級者c各10人（抽選）y１回1,000円（テキスト
代別）e６月14日までに電話かファクス、来所で詳細を問い合わせの
上、申し込みを。

7/

9
●火
他

2
福岡・博多“深”発見まち歩き「ガイドと巡る勇壮山笠」
①お汐

し お い

井とりの出発を観る②福岡部への舁
か

き入れを観る
　市観光案内ボランティアガイドが案内します。d７月①９日㈫午後４
時〜６時②13日㈯午後２時〜４時l集合は①東長寺前（博多区御供所
町）②「博多町家」ふるさと館前（博多区冷泉町）i福岡観光コンベン
ションビューローa733-5050f733-5055c各20人（先着）y800円、小
学生以下300円（保護者同伴）eファクスかメール（m event-bora@
welcome-fukuoka.or.jp）に参加者全員の応募事項と代表者名、希望日
を書いて、６月４日午前10時以降に問い合わせ先へ。

7/

11
●木
他

3友泉亭公園　着物と和の心〜着物教室〜

　年中行事や催事についても学びます。d７月11日〜12月12日の第２
木曜日午後１時〜４時（連続講座）li同公園（城南区友泉亭）af 

711-0415t20歳以上の女性c６人（先着）y１万2,000円e電話か来所
で、６月１日以降に同公園へ。

7/

12
●金

3市立こども病院　生涯学習講座

　「こどもの救急時対応〜みんなができるこどもの救命〜実技体験」
「育児の大切さ〜エピジェネティクスの視点から〜」をテーマにした講
座です。詳細はホームページで確認を。d午後２時〜３時半l同病院
てりはホール（東区香椎照葉五丁目）i同病院経営企画課a692-3732 
f682-7300c80人（先着）y無料e電話で６月７日以降に同課へ。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。

7/

14
●日

3松風園　煎茶 藤蔭流①中級②初級

d①午後１時〜３時②午後３時半〜５時半li同園（中央区平尾三丁
目）af524-8264t①初級講座修了者②初心者c各10人（先着）y 

2,000円e電話かファクスで同園へ。

7/

25
●木
他

2夏休み子ども３Ｒ体験ツアー

　エコクッキングや工場見学などを通じて、食べられるのに廃棄され
てしまう「食品ロス」の削減について学びます。集合は市役所。d７月
25日㈭、27日㈯、８月３日㈯、６日㈫、20日㈫午前10時〜午後４時半lク
リーンパーク・臨海（東区箱崎ふ頭四丁目）他。iハッピーライド
af201-8435t市内に住む小学生と保護者のペアc各回10組（抽選）
y無料e電話かファクス、メール（m 3r.taiken@gmail.com）に参加者全
員の応募事項とアレルギーの有無（ある場合は品目も記入）、希望日
を書いて、６月30日までに問い合わせ先へ。

博多座「市民半額観劇会」

　ミュージカル「レ・ミゼラブル」を半額で観劇できます。d７月29日㈪午後５時
半、８月７日㈬午後０時半、14日㈬午後０時半、５時半、16日㈮午後０時半、５時半、
19日㈪午後５時半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50人（抽選）yＡ席7,750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６月21
日（消印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（６月26日ごろ発送）。

催 し

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部オトナ塾 
①いきいきフォト撮影会②誰でもかける３色水彩画教室

　①ヘアメーク、撮影いずれもプロが行います。衣装のレンタルもあり。②「透
明水彩」を使って描きます。d６月①17日㈪午前10時〜午後1時②18日㈫午後１
時〜２時l①老人福祉センター舞鶴園（中央区長浜一丁目）②六本松 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-
3456m info@r60festa.jpc①20人②10人（いずれも先着）y①2,000円（衣装代・
写真プリント代込み）②無料e電話かメールで、６月１日以降に同事務局へ。

催 し

認知症の人と家族の会 ①認知症介護者のつどい（交流） 
②若年性認知症カフェ なんぱく

　②は若年性認知症の人や家族が過ごせる「認知症カフェ」です。相談も受け付
けます。d６月①15日㈯午後１時〜４時②21日㈮午後１時〜３時l①ふくふくプラ
ザ（中央区荒戸三丁目）②日本福音ルーテル博多教会南博ホール（博多区須崎
町）i同会福岡県支部af771-8595（火・木・金曜日のみ）t①認知症の人の家
族②若年性認知症の人やその家族y①無料②100円（茶菓子代）e①電話かファ
クスで、６月14日までに同支部へ。②不要

催 し

油山市民の森
①おやこトコトコさんぽ②おとな倶

く ら ぶ
楽部 沢の生物調査

　①自然ガイドと一緒にのんびり散歩します。②昆虫や生き物を調査します。
d①６月26日㈬午前11時〜正午②7月３日㈬午後1時〜３時li油山市民の森

（南区桧原）a871-6969f801-1463t①未就学児と保護者②18歳以上c①20人
②30人（いずれも抽選）y①200円②500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６月①７日②14日（必着）までに同施設
へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

もーもーらんど油山牧場 
①ラベンダースティック教室②大人の牧場１日飼育体験

　①牧場で育てたラベンダーで作ります。小学生以下は保護者同伴。②家畜の
世話やバター作りなどを体験します。d６月①22日㈯午前10時半〜正午②29日
㈯午前９時10分〜午後３時半li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040t①
不問②20歳以上c①15人②６人(いずれも抽選)y1,000円e往復はがき（〒811-
1353南区柏原710-２）に参加者全員の応募事項を書いて６月①11日②17日（いず
れも必着）までに同牧場へ。ホームページでも受け付けます。

講座・教室

7/

27
●土
他

2市民総合スポーツ大会テニス競技 団体戦トーナメント
（男子・女子）

　①一般の部上級・中級②50歳以上③65歳以上の区分で行うダブルス
の大会。詳細は問い合わせを。d７月27日㈯、28日㈰午前９時からl博多
の森テニス競技場（博多区東平尾公園一丁目）i市テニス協会事務局
a735-7615f735-7616c先着順（区分ごとに募集チーム数は異なる）y

１チーム１万5,000円e詳細を問い合わせの上、ファクスかメール（m mta
kenaka0423@kuc.biglobe.ne.jp）に代表者の応募事項、参加者全員の氏
名などを書いて、同事務局へ。

8/

16
●金
他

2市在住心身障がい児（者）のための「療育キャンプ」

　費用など詳細は問い合わせを。d８月16日㈮〜18日㈰２泊３日l初
潮旅館（糸島市二丈鹿家）i県重症心身障害児（者）を守る会a582-
3929f582-3930t市在住の心身障がい児（者）と保護者のペアc15組

（先着）e電話かはがき（〒816-0804春日市原町３-１-７ クローバープラ
ザ６階）、ファクスで請求した申込書を６月１日以降に同会へ。

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

福岡市政だより
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しごと

市臨時的任用職員を追加募集
　７月１日〜来年３月31日を任用開始
日とする任用期間６カ月以内の一般
事務補助職員を募集。詳細は市ホー
ムページで確認を。【募集案内・申込
書の配布】市総務事務センター（市役
所３階）、情報プラザ（同１階）、各区総
務担当課、各区情報コーナー、各出張
所で【申込期間】６月１日〜15日（消印
有効）i同センターa711-4923f733- 
5885

市職員（文化学芸職）を募集
　民俗（日本民俗学）を募集。【資格】
次の要件を満たす人。他要件あり。 ▽

平成元年４月２日以降に生まれた ▽大
学（短大を除く）で博物館学、美学、美
術史等に関する専門知識を修めて卒
業した ▽採用予定日までに、１年以上
大学院等において同分野に関する研
究に従事または１年以上博物館、美術
館等において同分野の実務経験を有
する【採用予定日】11月１日【募集案
内・申込書の配布】市博物館（早良区
百道浜三丁目）、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。市ホームページにも掲載【申込
期間】６月１日〜21日（消印有効）i同
館a845-5011f845-5019
特別支援学校等の年休代替職員

（①看護師②給食介助③校内介
助）を募集

　嘱託員の休暇時などに職務を代替
します。随時受け付け。【資格】①看護
師の有資格者②③不問【任用期間】
来年３月31日まで（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】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）で。市ホームページ
にも掲載。i同センターa845-0015 
f845-0025
西区地域保健福祉課保健師（臨時
的任用職員）を募集

　各種健診の問診、健康相談、健康教
育などに従事。【資格】保健師の有資
格者。他要件あり【任用期間】７月22日
〜９月21日（再任用あり）【募集案内・
申込書の配布】各区保健福祉セン
ター地域保健福祉課、情報プラザ（市
役所１階）で。市ホームページにも掲
載【申込期間】６月３日〜21日（必着）
i西区地域保健福祉課a895-7080f 

891-9894

税務職員（高校卒業程度）を募集
　詳細はホームページに掲載。【申し
込み】インターネットで６月17日〜26
日に申し込み。i福岡国税局人事第２
課a411-0031f414-5185、各税務署
総務課
夏休み留守家庭子ども会補助支
援員の登録者を募集

　市立小学校に設置する同会で、入
会児童の育成･支援を行う職員の補
助作業に従事。【活動時間】夏休み期
間を中心とした午前８時〜午後７時の
うち、各留守家庭子ども会が指定す
る日時（活動する区・期間･時間帯の
希望も可）【謝礼】１時間950円【募集
案内の配布】放課後こども育成課（市
役所13階）、情報プラザ（同１階）、各区
情報コーナー、各出張所などで。市

　※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。

ホームページにも掲載【申し込み】写
真付きの履歴書を持参で同課へ。随
時受け付け。i同課a711-4662f73 
3-5736
中高年求職者向け 介護職員初任
者研修

　介護業務に必要な知識や技術を学
びます。日程など詳細は６月３日から
情報プラザ（市役所１階）、ハローワー
ク（公共職業安定所）などで配布する
申込書で確認するか問い合わせを。
d７月12日㈮〜８月23日㈮の全17日
l福祉研究カレッジ天神校（中央区大
名二丁目）i県中高年就職支援セン
ターa477-6088f477-6091tおおむ
ね40歳以上の求職者で、介護業界等
への就職を希望している人 ※65歳以
上は不可c24人（抽選）y無料e７月
３日（必着）まで。
福商実務研修講座　仕事がまわる・
成果につながる・伝わる話し方講座

　グループワーク形式の講座です。
若手社員・中堅社員向け。d７月10日
㈬午前10時〜午後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 検定・企業研修グループa 

441-2189f414-6206c35人（先着）y 

4,630円e６月10日から情報プラザ
（市役所１階）などで配布する申込書
を同グループへ。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。

介護福祉士受験対策
d９月８日〜11月10日の日曜日午前９
時半〜午後３時半（９月22日、11月３日
を除く連続講座。最終日は５時まで）
li市ひとり親家庭支援センター（中
央区大手門二丁目）a715-8805f72 
5-7720t市内に住む一人親または寡
婦で、介護福祉士受験資格がある今
年度受験予定者c20人（先着）y無
料n小学生まで（無料。前日までに要
予約）e電話か来所で、６月１日以降
に同センターへ。

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「エクセルVBAマクロ」講習 ▽パソ
コン「イラストレーター応用」講習 ▽

「宅建（宅地建物取引士）直前対策」講
習 ▽「調理師受験対策」講習 ▽「商業
簿記３級試験対策」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

職業訓練８月生を募集
　①ものづくりCAD科CAMコース②住
環境コーディネーター科③住宅シス
テムCAD科④機械CAD技術科⑤金属 
加工技術科―の受講生を募集。託児
あり。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。
li①②福岡職業能力開発促進セン
ター飯塚訓練センター（飯塚市柏の
森）a0948-22-4988f0948-22-4912③
④⑤福岡職業能力開発促進センター

（北九州市八幡西区穴生三丁目）a 

093-641-6909f093-631-6516

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等が相談に応じま
す。今回は知的障がい者（変更の可能
性あり。当日問い合わせを）。d６月19
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a738-0010f791-7687 
t市内に住む障がい者やその家族な
どy無料e不要
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d６月22日㈯午後１時半〜４時lあい
あいセンター７階（中央区長浜一丁
目）i日本オストミー協会福岡市支
部af553-2141y無料e不要
ずっと一緒に暮らすための犬猫よ
ろず相談

　犬のしつけや、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。d６月16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、６月
３日〜14日に同相談室へ。

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。

医師による不妊専門相談
　蔵本ウィメンズクリニックの医師が
応じます。d６月14日㈮午後３時〜５時
li市不妊専門相談センター（市役
所地下１階）a080-3986-8872mf_fun
in@ybb.ne.jpt市内に住むか通勤す
る人c３人（先着）y無料e電話かメー
ルで、６月３日以降に同センターへ。

無料調停相談会
　民事・家事調停委員が金銭問題、交
通事故、家庭内の問題などの相談に
応じます。詳細は福岡民事調停協会
に電話（a781-3141・内線3892）か来所

（中央区六本松四丁目 福岡簡易裁判
所内）で問い合わせを。d６月14日㈮
午前10時〜午後３時l香椎公民館

（東区香椎駅前二丁目）y無料e不要

境界問題無料相談会
　近隣との境界に関する問題、土地・
建物に関する測量や登記などについ
て、土地家屋調査士が相談に応じま
す。d６月19日㈬午後１時〜４時（受け
付けは３時半まで）li県土地家屋
調査士会（中央区舞鶴三丁目 ライフ
ピア舞鶴２階）a741-5780f731-5202 
y無料e不要

日曜労働相談会
　電話と面談で相談に応じます。相
談内容によっては弁護士も対応。d６
月30日㈰午前10時〜午後６時（受け付

相 談
けは午前９時半〜午後５時半）li福
岡労働者支援事務所（中央区赤坂一
丁 目 ）a735-6149f712-0497y無 料
e不要
市ひきこもり成年地域支援セン
ター

　市内に住むおおむね20歳以上の引
きこもり本人や家族などを対象とした
相談窓口です。看護師、心理士、社会
福祉士などの専門職が電話や面接で
相談に応じる他、フリースペースの開
設やグループ活動も行っています。ま
ずは電話かファクスで問い合わせを。
o平日午前10時〜午後５時li同セ
ンター「よかよかルーム」（中央区舞鶴
二丁目 あいれふ３階）a716-3344f 

716-3394y無料

精神保健福祉センター 専門相談
　次の相談はいずれも無料。【専門電
話相談】▷依存症・引きこもり＝火・木
曜日▷発達障がい・性同一性障がい＝
第１・３水曜日（いずれも祝休日を除
く）午前10時〜午後１時a737-8829

【専門医師による面接相談】アルコー
ル・薬物などの依存症、引きこもりに
ついての相談。電話（a737-8829 火・
木曜日午前10時〜午後１時）かファク
スで事前予約が必要。日時など詳細
は問い合わせを。li同センター（中
央区舞鶴二丁目）a737-8825f737- 
8827

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。d７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）a 

f738-0073t家族や恋人、友人など
を自死（自殺）で亡くした人や支援者
c３人（先着）y無料e電話かファク
ス、来所で同センターへ。空きがあれ
ば当日も受け付け可。
行政書士による「暮らしと事業」無
料相談会

　会社設立・建設業許可、相続・遺言
などの相談に応じます。d６月15日㈯
午前10時〜午後４時l南市民セン
ター２階（南区塩原二丁目）i県行政
書士会a641-2501f641-2503y無料
e不要

お知らせ
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19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
BRANCH福岡下原

（東区下原四丁目） 変更 ３月19日

（仮称）BRANCH博多パ
ピヨンガーデン

（博多区千代一丁目）
新設 ３月29日
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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

しごと 相談 お知
らせ



市民芸術祭参加行事を募集

　10月１日㈫〜12月31日㈫に市内の
会場で開催される文化芸術行事を募
集。【募集案内・申込書の配布】市文化
芸術振興財団（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】６月３日〜
28日i同財団a263-6265f263-6259

ホストファミリー登録説明会
　外国人に日本の生活や文化体験の
機会を提供するボランティア家庭の
登録説明会。【日時】６月16日㈰午前
10時〜11時【対象】福岡都市圏に住む
日本人家庭【定員】20人（先着）【申し
込み】電話かファクス、メール（m hos
tfamily@fcif.or.jp）で６月10日までに
福岡よかトピア国際交流財団へ。
li同財団（博多区店屋町 市国際会
館）a262-1744f262-2700
臨海工場の定期点検・修理による
ごみ受け入れ停止

　６月７日㈮〜29日㈯は臨海工場（東
区箱崎ふ頭四丁目）でのごみの受け
入れを停止します。i臨海工場a642-
4577f642-4580
「ミニふくおか」の当日ボランティ
アスタッフを募集

　子どもがつくるまち「ミニふくおか」
は、仮想のまちで子どもが店舗など
を運営し、遊びを通してまちづくりや
仕事を体験するイベントです。当日の
運営をサポートするボランティアス
タッフを募集。昼食付き。事前研修会
も行います。【イベント日時】８月20日
㈫〜22日㈭午前９時半〜午後５時【場
所】市総合体育館（東区香椎照葉六丁
目）【対象】高校生以上【定員】50人（抽
選）【申し込み】市ホームページに掲
載、または放課後こども育成課（市役
所13階）で配布する募集チラシを確認
して６月30日までに問い合わせ先へ。
iミニふくおか事務局（子ども文化コ
ミュニティ内）a552-1540f561-9840
介護予防活動支援補助金の交付
グループを募集

　申請前に相談窓口へ問い合わせ
を。【相談・申請窓口】各区地域保健福
祉課【問い合わせ】地域包括ケア推進
課a711-4373f733-5587【対象】次の
全てに該当する５人以上のグループ

▽市内に住む65歳以上の人で構成さ
れている ▽月に２回以上健康づくり・
介護予防の活動をしている ▽過去に
同補助金の交付を受けていない ▽他
の補助金等の交付を受けていない

【補助金額】上限３万円【申請書類の
配布】相談・申請窓口で。市ホーム
ページにも掲載【申請受付期間】６月
３日〜28日

市長の資産などを公開します
　「福岡市長の政治倫理に関する条
例」に基づき、昨年12月31日現在の資
産等報告書、昨年分の所得等報告書、
今年４月１日現在の関連会社等報告
書が、６月７日㈮から総務企画局総務課

（市役所８階）で閲覧できます。【時間】
午前８時45分〜午後５時半i同課
a711-4044f724-2098

市戦没者合同追悼式
　先の大戦での本市関係の戦没者、
戦災・引き揚げ死没者の追悼式およ
び市消防音楽隊の演奏などの慰安行
事を行います。d６月19日㈬午後０時
55分〜３時（開場は午前11時半）l市
民会館（中央区天神五丁目）i保健
福祉局総務課a711-4493f733-5587 
y無料e不要

市戦災引揚死没者追悼式

　昭和20年６月19日の福岡大空襲に
よる戦災死没者と海外からの引き揚
げの途中で死没した人々の追悼式を
行います。d６月19日㈬午前11時〜
11時55分l冷泉公園戦災記念碑前

（博多区上川端町）i市社会福祉協
議会a751-1121f751-1509y無料e

不要
「クールシェアふくおか」クール
シェアスポットを募集

　「クールシェア」は、暑い夏に涼しい
施設を利用することで、家庭のエアコ
ンなどの使用を減らし、省エネを促進
するとともに、夏の外出時に立ち寄る
ことで熱中症予防にもつながる取り
組みです。この取り組みに参加する施
設（クールシェアスポット）を募集しま
す。詳細は市ホームページで確認す
るか問い合わせを。【取り組み期間】７
月１日㈪〜９月30日
㈪【募集案内・申込
書の配布】環境・エネ
ルギー対策課（市役
所13階）で。市ホーム
ページにも掲載。i

同課a711-4282f73 
3-5592

経済センサス 基礎調査にご協力を
　６月から来年３月にかけて、調査員
証を携行した調査員が市内全ての事
業所の活動状態を確認します。 ※一
部の事業所には調査票を配布。i統
計調査課a711-4081f711-4934

人権擁護委員が委嘱されました
　同委員は、地域住民からの人権相
談の対応や、人権についての啓発活
動を行います。４月１日付で松尾千秋
氏が委嘱されました、相談方法など詳
細は問い合わせを。i福岡法務局人
権擁護部a739-4151f722-6183
市赤煉瓦（れんが）文化館 臨時休
館中の施設利用申請受け付けに
ついて

　６月１日〜８月下旬（予定）は改修工
事のため臨時休館します。９月以降の
会議室の利用申請は同館（中央区天
神一丁目）内で午前９時〜午後５時に
受け付けます（月曜日を除く）。i文化
財活用課a711-4666f733-5537

労働保険年度更新のお知らせ
　今年度の労働保険年度更新の手続
き期間は６月３日〜７月10日です。事
業主は手続きを行ってください。i福
岡労働局労働保険徴収課a434-983 
3、434-9834f434-9824
猫のマイクロチップ装着と不妊・去
勢手術にかかる費用の一部を助成

　迷い猫の飼い主特定に有効なマイ
クロチップ装着と不妊・去勢手術を同
時に実施するときの費用の一部を助
成します。手術は７月１日〜８月31日に
市獣医師会の病院で実施。【対象】市
内で飼育されている生後６カ月以上
の猫【募集数】100匹（抽選。１人１匹）

【助成額】7,500円【申し込み】はがき
（〒819-0005西区内浜１-４-22）かメール
（m dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.
lg.jp）に飼い主の応募事項と猫の種
類・性別・年齢（月齢）を書いて、６月１
日 〜20日（ 消
印有効）にふ
くおかどうぶ
つ相談室へ。
i同相談室a 

891-1231f89 
1-1259

農地転用許可権限移譲に伴い転
用申請の締切日が変わります

　農地法第４条第１項に基づく農林水
産大臣の指定を受けて、７月１日から
市長が農地転用許可権者になりま
す。それに伴い、農地法第４条（農地転
用）および第５条（転用を伴う農地の
権利移譲）の許可申請の締切日が毎
月20日に変わります。【変更時期】６月
からi ▽ 農地転用許可に関して＝農
業委員会事務局a733-5777f714-4 
034 ▽市長への権限移譲に関して＝政
策企画課a711-4841f733-5583
博多ポートタワーと博多港ベイサ
イドミュージアムを休館します

　改修工事のため、６月10日㈪〜来年
３月（予定）は両施設（いずれも博多区
築港本町）を休館します。i港湾空港
局総務課a282-7120f282-7771
市立めばえ学園の指定管理者を
募集

　同学園（博多区半道橋一丁目）の指
定管理者を募集。【説明会】６月11日
㈫午後２時〜３時半に同学園で開催。
参加希望者は募集要項を確認の上、
６月10日正午までに申し込みを【募集
要項の配布】６月３日〜７月２日にこど
も発達支援課（市役所13階）で。市
ホームページにも掲載【申込期間】６
月24日〜７月12日i同課a711-4178 
f733-5534
県グローバル青年の翼の参加者
を募集

　国際的な視野を持ち、地域で活躍
する人材を育成する県グローバル青
年の翼の参加者を募集します。【研修
期間】９月上旬〜来年３月下旬 ※海
外研修（マレーシアとミャンマー）は
11月３日(日・祝)〜10日㈰の７泊８日【資
格】県内に住む18歳以上35歳以下（平
成31年４月１日現在）【定員】24人（選
考）【費用】12万円（学生10万円）【募
集案内・申込書の配布】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】６月27日（消印有
効）までi県青少年育成課a643-33 
87f643-3389

放送大学　10月入学生を募集
　同大学は、テレビ・ラジオ・インター
ネットを利用して授業を行う、国がつ
くった通信制の大学です。所定の単
位を修得すると大学卒業資格を取得
できます。①教養学部②大学院の学
生を募集。詳細は問い合わせを。【対
象】①15歳以上②18歳以上【申し込
み】電話かホームページで募集要項
を請求の上、６月15日〜９月20日（必
着）に同大学へ。ホームページでも受
け付けます。i同大学福岡学習セン
ターa585-3033f585-3039
配偶者からの暴力を理由に避難
している人へのお知らせ

　「プレミアム付商品券」の購入に必
要な購入引換券の交付を受けるため
には、各基準日に住民登録のある自
治体への申請手続きなどが必要で
す。ただし、配偶者からの暴力を理由
に避難して本市に住民票を移すこと
ができないまま居住し、一定の要件を
満たしている人は、事前に申出書の提
出があれば本市で申請および購入引
換券の受け取りが可能です。詳細は
問い合わせを。【プレミアム付商品券
の購入対象者】次のいずれかに該当
する人。 ▽平成31年度の市民税が非
課税の人（課税されている人の配偶
者・扶養親族および生活保護を受給し
ている人などは除く） ▽平成28年４月

２日以降に生まれた子の属する世帯
の世帯主【申出書の受付期間】６月７
日までi避難者専用電話a711-4092 
f733-5889

「たいたいＢООＫ 2019」発行
　お出掛けスポットや市の相談窓口な
ど、情報プラザで問い合わせが多い情
報を掲載しています。スマートフォンを
使ってAR（拡張現実）で市を紹介する動
画も見ることができます。A６サイズの
ポケットブックで、携
帯に便利です。同プ
ラザ（市役所１階）、各
区情報コーナー、各
出張所、各市民セン
ターなどで配布中。
i同プラザa733-5 
333f733-5335
①今津②立花寺緑地リフレッシュ
農園の体験農園利用者を募集

　利用期間は９月１日㈰から２年間。
棚式農園は車いす使用者、高齢者（65
歳以上）などが対象。【場所・問い合わ
せ先】①今津リフレッシュ農園（西区
今津）a806-2565f806-2570②立花
寺緑地リフレッシュ農園（博多区立花
寺二丁目）a587-0881f587-0883【対
象】市内に住む世帯（１人以上）か、市
内に住む人が過半数を占める世帯・
団体（５人以上）【申し込み】往復はがき

（①〒819-0165西区今津5685 ②〒812-
0862博多区立花寺２-９-15）で６月１日
〜①14日（必着）②15日（消印有効）に
希望する農園へ。①は来所（往復はが
きを持参）でも受け付け可。 ※いず
れも１世帯・団体につき１通のみ【申し
込み記入事項】希望農園（①は第２希
望記入可）、世帯の住所、代表者の氏
名・電話番号、団体の場合は①団体名
と代表者の氏名・住所、市内居住者数
②代表者の氏名・住所・電話番号、市
内居住者数。①は利用者数も記入【公
開抽選】応募多数の場合、６月①16日
㈰②23日㈰いずれも午前10時から各
農園で公開抽選を行います。

施設 農園名
面積

（平方
㍍）

区画
数

年間
使用料

（１区画）

①今津

休憩ハ
ウス付
き農園

ハウス
10
畑30

55 ５万
400円

集合農
園 畑30 99 １万

8,000円
棚式農
園（大）畑15 ５ 9,000円

棚式農
園（小）畑10 ５ 6,000円

②立花
寺

集合農
園 畑20 161 １万

2,000円

市総合図書館・分館、アミカス図
書室を休館します

　図書館業務システムの機器入れ替
えのため、６月24日㈪〜７月１日㈪は
休館します。また、インターネットでの
予約、貸し出し延長、照会等が６月23
日㈰午後９時〜７月２日㈫午前９時は
利用できません。i市総合図書館運
営課a852-0619f852-0609
令和２年度に使用する教科書を展
示します

　６月14日㈮〜７月３日㈬に市教育セ
ンター（早良区百道三丁目）、市発達
教育センター（中央区地行浜二丁
目）、香椎小学校（東区香椎駅前三丁
目）、大楠小学校（南区大楠三丁目）、
西陵小学校（西区生の松原三丁目）で
行います。詳細は市ホームページで
確認を。i教育支援課a711-4636f 

733-5780

クールシェア
ロゴマーク

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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６月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①の会場は南体育館（南区塩原二丁目）、上履きを持
参。y①〜③無料④１組200円c①〜③なし④20組（先着）e①〜③不要④電話か
ファクスで、６月４日以降に同会館へ。

内容 日時 対象
①あいくるがやってくる（親子あそび） ６／５㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児

②みんなであそぼう（９日＝ドッヂビー、16日＝積
み木）

６／９㈰13：30〜14：30、
16㈰14:00〜16:00 小中高生

③お手玉あそび ６／15㈯14:00〜15:30 幼児〜高校生

④木育おもちゃのひろば ６／19㈬10：00〜12：00 乳幼児

　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。

８月から始まるクラブの参加者を募集（焼き物、絵画など）
　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。締め切りは７月９日（必着）。

アートフラワーグリーンアレンジメン
ト 父の日ワークショップ
　父の日に贈るフラワーアレンジメント
を作ります。d６月９日㈰午後１時半〜３
時半t小学生以下と保護者c20組（先
着）y１作品1,200円e電話かファクス
で、６月２日以降に同公園へ。
園芸講座 ①「落葉果樹の夏期管理（柿、
ブドウ、イチジク他）」②「菜園の雑草対
策」
d６月①13日㈭②14日㈮午後１時半〜３
時半c各50人（先着）y無料e電話か
ファクスで、６月①６日②７日以降に同公
園へ。

７月の講座
y①②③⑤〜⑧無
料 ④350円e電 話
かファクス、メール

（m f_kaigon@fuk
uwel.or.jp）、来所
で、６月１日以降に
同センターへ。

内容・日時 定員（先着）
①おいしく楽しく食事の介助
７／２㈫13：30〜15：30 30人

②身近なものでできる災害対
策　７／５㈮13：30〜15：30 35人

　※いずれも無料(入園料別)。
写真基礎講座受講者作品展
　「花と緑のまちかど」をテーマにした写
真を展示。d６月25日㈫〜７月15日(月・祝)
旬の植物ガイド
　解説員の説明を聞きながら、園内の
植物を観察します=写真。d７月13日㈯
午後1時半〜
３時半c50人
(先着)e当日
午後1時から
情報館２階会
議 室 で 受 け
付けます。

　※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、６月１日午前10時以降に同施設へ。
理科応援教室「日焼け止めクリームを
作ろう」
　クリームを作りながら、紫外線の種類
と仕組みなどについても学びます。d７
月14日㈰午前10時半〜正午t小学４〜
６年生c25人（先着）
特別講座「海辺の生きもの観察会」
　地行浜で生き物を採取し、その名前
や生態などを学びます。d７月15日（月・
祝）午後２時〜４時t小学生以上c25人

（先着）

７・８月公演ミュージカル「レ・ミゼラ
ブル」
　時間など詳細はホームページで確認
を。d７月29日㈪〜８月26日㈪i博多座電
話予約センターa263-5555hhttps://ha
kataza.e-tix.jp/pc/hakataza.htmlt小学
生以上yＡ席１万5,500円、特Ｂ席１万2,500
円、Ｂ席9,500円、
Ｃ席5,000円e

電話で６月８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６月９日
午前 10 時から
販売。

６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
お茶フェスタ
　八女（福岡県）、知覧(鹿児島県)、山鹿

（熊本県）、耶馬渓（大分県）の新茶を紹介
（試飲あり）。体験（①抹茶作り②ほうじ
茶作り。各先着30人）やお茶の淹（い）れ
方教室も実施。d６月16日㈰午前10時
半〜午後４時y入場無料（体験は①500
円②300円）e不要

　※以下の申し込みははがきかファク
ス、来所で、６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。
夏の親子ヨガ
d７月５日〜８月30日の金曜日午前11時
15分〜午後０時15分（８月16日を除く。連
続講座）t１〜３歳児と保護者のペア
c10組（抽選）y１組5,600円
カラダ引き締め
　姿勢改善、筋力アップなどの運動をし
ます。d７月５日〜８月30日の金曜日午後
２時45分〜３時45分（８月16日を除く。連
続講座）t18歳以上c20人（抽選）y 

4,800円

l①〜④⑥同センター⑤第２研修室（あいれふ内）e①〜④⑥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。⑤不要

内容 日時 対象・定員 費用
①禁煙教室 ７／６㈯10:00〜11:30 20人（先着） 1,000円
②１日糖尿病教室（食事
療法、運動療法） ７／６㈯10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円

（食事付き）
③30歳代のヘルシース
クール（個別健康相談） ７／14㈰、28㈰14:00〜16:00 各10人（先着） 無料

④食事チェックから始め
よう「気軽に糖尿病教室」７／19㈮13:30〜15:30 12人(先着) 500円

⑤ニコニコペース健康教
室（ウオーキング）

７／20㈯14:00〜16:00（毎月第
３土曜日開催。７・８月は屋内
で実施）

―
年会費2,000円

（ 参 加 体 験は
無料）

⑥やせナイト塾（生活習
慣改善教室）

８／１〜29の木曜日（８／15を
除く）と11／14㈭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

アーリー･サマー･フェスタ
　６月に収穫するスモモなどを販売しま
す。噴水広場では軽音楽の生演奏を楽
しめるほか、見ごろのアジサイも観賞で
きます。d６月15日㈯、16日㈰午前11時
半〜午後２時半y入場無料e不要

③お互いの負担を軽くするリフ
ト移乗
７／６㈯、10㈬10：00〜12：00

７／６＝15人
７／10＝20人

④自助具製作教室（自分の手で
持たなくても画面が見やすくな
る「タブレットスタンド」を作り
ます）　７／13㈯14：00〜16：00

10人

⑤安全な入浴の工夫
７／20㈯、24㈬10：00〜12：00

７／20＝15人
７／24＝20人

⑥心と体をほぐす気功
７／22㈪14：00〜16：00 40人

⑦急病の時に慌てない
７／23㈫13：30〜15：30 35人

⑧基本の防災対策と要配慮者
の防災対策
７／30㈫13：30〜15：30

35人

ZUMBA GOLD（ズンバ ゴールド）
　ラテン系の音楽に合わせて踊るダン
スエクササイズです。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。d７月13
日〜８月31日の土曜日午後８時〜９時

（連続講座）t18歳以上c20人（抽選）
y5,600円
真夏のフラダンス教室
d７月13日 〜
８月31日の土
曜日午前11時
〜午後０時半

（連続講座）t 

18歳以上c20
人（抽選）y4,8 
00円

昨年のミニコンサート

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

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

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

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）

「
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
」ポ
ス
タ
ー

過去のフラダンス教室

⑦
の
講
座

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）

　※投映スケジュールなど詳細はホー
ムページに掲載。いずれも料金は大人
500円、高校生300円、小中学生200円、
未就学児無料（座席を必要とする場合
はチケットが必要）。チケットは当日同館
３階チケットカウンターで販売。
宙語（そらがた）り「宇宙人をさがす方
法 ＳＥＴＩ（セティ）」
　SETI（地球外知的生命体探査プロジェ
クト）をテーマに、今までどのような方法
で宇宙人を探してきたのか、これからど
のような方法が考えられるのかなどを
紹介します。d６月12日㈬〜９月９日㈪各
回45分c各回220人（先着）

プラネタリウム　はなかっぱ　花さけ！
パッカ〜ん 宇宙旅行
　くじ引きで宇宙旅行を当てた「はな
かっぱ」が宇宙船で旅に出るストーリー
です。d６月12日㈬〜９月９日㈪各回45
分c各回220人（先着）

ⓒ2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト
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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

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

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

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


