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楽部

l①③六本松 蔦屋（つたや）書店（中央区六本松四丁目）②あすみん（中央区今
泉一丁目）④ベルクラシック福岡大濠（中央区大濠一丁目）iアラカンフェスタ
実行委員会a401-3456m info@r60festa.jpc①③50人②④20人（いずれも先
着）e①③不要②④電話かメールで、７月15日以降に同実行委員会へ。

内容 日時 費用
①オトナ塾　ライフアップセミナー ロコモ
を知って介護の要らない身体（からだ）つくり

７／23㈫13：00～14：00
（12:30から受け付け） 無料

②人生100年時代 心豊かに生きるための 今
日から始めるコミュニケーション術 ▽１部＝
今日からデキル 本当に役立つコーチング＆
まわしよみ新聞 ▽２部＝コミュニケーションに
活（い）かす「エゴグラム（性格診断）」 ▽３部＝
カフェタイム・自由懇談

７／29㈪
１部＝12：30～14：30
２部＝15：00～16：30
３部＝16：30～17：00

1,000円（希
望 の 部 の
み の 受 講
可。ただし
全 て 受 講
し た 時 と
同料金）

③オトナ塾　視力を守る メガネの正しい選
び方～子供の視力とスマホ老眼～

７／30㈫13：00～14：00
（12:30から受け付け） 無料

④やり残しのない人生のために 終活を考え
る 無料ランチ付きセミナー

８／３㈯
11:00～13:00 無料

講座・教室

〒 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。

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（７月後半の日・祝休日）
７月15日（月・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
７月21日㈰
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
７月28日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目6-25）	 a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目2-1）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
白十字病院（西区石丸三丁目2-1）	 a891-2511

　※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。

7/

19
●金

2老人福祉センター長生園
長生園オレンジカフェ

　認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気の中で話や相談が
できます。d午後２時～３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-
0903f641-0907tおおむね50歳以上c30人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で、７月15日以降に同園へ。空きがあれば当日も受け付
けます。

7/

20
●土

2東平尾公園
大谷広場「じゃぶじゃぶ池」オープニングイベント

　竹の水鉄砲体験などのイベントを開催します。先着200人にジュー
スなどの飲み物を進呈。着替え持参。d午前10時半～正午li同公園

（博多区東平尾公園二丁目）a611-1515f611-8988t小学生以下（小
学３年生以下は保護者同伴）y無料e不要

7/

20
●土

2ベジフルスタジアム
ベジフル感謝祭〜夏休み子どもフェア〜

　旬の青果物の試食・販売。「アスパラドッグ」作りや紫キャベツを使っ
た科学実験教室等の当日参加型イベントもあり。「くまモン」も登場し
ます。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

7/

20
●土

2夏休みの自由研究にバッチリ
和白干潟の生きものやハマボウを見る会

　帽子・飲料を持参、長靴や濡れてもいい運動靴で参加を。サンダル
は不可。d午後３時～５時（受け付けは２時45分から）l集合は香住ヶ
丘公園（東区香住ケ丘四丁目）i和白干潟を守る会・山之内a090-
8412-2663f944-1543y無料e不要

7/

20
●土

3
埋蔵文化財センター
考古学講座 象

ぞうがん

嵌技術と謎の１文字「練」をめぐって
　工芸文化研究所所長の鈴木勉氏が話します。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

7/

20
●土
他

2天空のウォーターラボ

　水道水に関するクイズラリーや３種類の水を飲み比べる利き水体
験、水の実験ショー（21日のみ）、ワークショップ（開始時間の各30分前
から整理券を配布。小学生対象）を実施。荒天時は時間を変更、または
中止。詳細は問い合わせを。d７月20日㈯、21日㈰午前10時～午後５
時lＪＲ博多シティつばめの杜（もり）ひろば（博多区博多駅中央街）i

水道局総務課a483-3139f482-1376y無料e不要

7/

21
●日

2横断歩道マナーアップサマーキャンペーン

　県警察音楽隊による演奏や交通安全ヒーローショー、白バイの展示
や子ども安全免許証発行などもあり。d正午～午後４時lエルガー
ラ・パサージュ広場（中央区天神一丁目）i生活安全課a711-4061f 

711-4059y無料e不要

7/

22
●月

2博多港開港120周年 ポートフェスタ

　特設ステージでのダンスショーなど。d午前11時～午後５時lぴあ
トピア緑地（博多区石城町 福岡国際会議場北側）特設会場 他i博多
港振興協会a271-1378f282-4757y無料e不要

博多座９月公演 劇団☆新感線 「けむりの軍団」

　時間など詳細はホームページで確認を。d９月６日㈮～23日(月・祝)l博多座
（博多区下川端）i博多座電話予約センターa263-5555hhttps://hakataza.e-t
ix.jp/pc/hakataza.htmlt小学生以上y１等席１万4,000円、２等席１万円e電話で
７月20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７月21
日午前10時から販売。

催 し

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７月15日 14催し 講座

教室



7/

30
●火

3シニア活躍応援プロジェクト
「人生100年計画シニア世代への提案」

　働き方、健康などについて考えます。d午後１時～３時lTKP博多駅
前シティセンター（博多区博多駅前三丁目）iシニア活躍応援プロ
ジェクト事務局a433-7780f287-9330tおおむね60歳以上c25人（先
着）y無料e電話かファクスで、７月16日以降に問い合わせ先へ。

7/

30
●火
他

3福岡よかトピア国際交流財団　①一般公開講座「多文化共生
社会と日本語ボランティア」②日本語ボランティア養成講座

　①外国人向けの日本語教室で日本語を教えるボランティアについ
ての講演。②日本語の指導方法や基礎知識等を学びます。詳細は
ホームページで確認を。d①７月30日㈫午後７時～８時半②８月20日
㈫～10月15日㈫午後７時～８時半（全10回）l①アクロス福岡セミナー
室２（中央区天神一丁目）②市国際会館（博多区店屋町）i同財団
a262-1724f262-2700t市内に住むか通勤・通学する人で、講座修了
後にボランティア活動が可能な人（過去受講者、現在日本語教室でボ
ランティアをしている人、日本語教師有資格者を除く）c①70人②40人

（いずれも抽選）y無料eファクスかメール（m nihongo@fcif.or.jp）に
応募事項と②は応募動機（100字程度）も書いて、①７月22日②８月５日
までに同財団へ。①②同時申し込みも可。

8/

1
●木

2ハビタットひろば

　ミャンマーにおける国連ハビタットの活動について紹介。「福岡方
式」による廃棄物管理事業について報告します。d午後２時～３時半

（開場は１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。

8/

1
●木
他

3老人福祉センター舞鶴園
高齢者パソコン教室（初心者向け）

　パソコンの基礎操作を学びます。d８月１日㈭～４日㈰午前９時半～
正午、午後１時半～４時（いずれも連続講座）li同園（中央区長浜一
丁目）a771-7677f716-0046t市内に住む60歳以上c各20人（先着）
y2,500円程度e来所で7月15日以降に同園へ。

8/

2
●金

2中央図書館　五色百人一首を体験しよう

d午前10時～11時半l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）i同
図書館a751-9534f751-9535t小学生c20人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で、７月15日以降に同図書館（中央区赤坂二丁目）へ。空
きがあれば当日も受け付け可。

8/

2
●金

3木造住宅の耐震向上セミナー

　市の耐震改修補助制度や木造一戸建て住宅の耐震診断・補強方法
について解説します。木造住宅模型を使った倒壊実験、非常持ち出し
袋等の防災グッズの展示もあり。d午後１時半～４時半lあいれふ

（中央区舞鶴二丁目）i市耐震推進協議会a861-9810f775-6200c 

100人（先着）y無料e電話かファクスで、７月15日以降に同協議会へ。
空きがあれば当日も受け付けます。

7/

22
●月
他

2舞鶴公園　ラジオ体操をしましょう

　雨天中止。d７月22日㈪～８月23日㈮の平日午前８時40分～50分l

同公園陸上競技場東側（中央区城内）i同公園a781-2153f715-7590 
y無料e不要

7/

22
●月
他

2アクロス福岡　夏休みこども企画
夏休み子ども手作り体験

　伝統工芸品を作ります。d７月22日㈪～８月25日㈰午前10時～午後
６時（初日は正午から。最終日は午後４時まで。受け付けは閉場１時間
前まで）lアクロス福岡 匠ギャラリー（中央区天神１丁目）iアクロス
福岡文化観光情報ひろばa725-9100f725-9102t小学生以上y800
円～2,500円（体験によって異なる）e不要

7/

23
●火
他

2暮らし安心・適応リノベーション促進事業
〜複層ガラス等への改修効果が分かるパネル展〜

　省エネにつながるほか、結露の防止や熱中症予防などにも効果的
な複層ガラス等への窓の改修を紹介するパネル展。実物の展示もあ
り。d７月23日㈫～26日㈮午前10時～午後５時l市役所１階多目的ス
ペースi環境・エネルギー対策課a711-4282f733-5592y無料

7/

26
●金
他

2
市地下鉄×劇場版「仮面ライダージオウ
O
オーヴァー

ver Q
ク オ ー ツ ア ー

uartzer」謎解きラリー
　４つの駅にあるクイズを解いてゴールを目指します。参加賞として
映画ビジュアルカードをプレゼント。抽選によるプレゼントもあり。詳
細は全駅で配布するラリー台紙またはホームページで確認を。d７月
26日㈮～９月９日㈪地下鉄営業時間内l地下鉄各駅i地下鉄お客様
サービスセンターa734-7800f734-7801y無料e不要

7/

26
●金
他

3手話を学びたい聴覚障がい者のための手話教室

　日程など詳細は問い合わせを。d７月26日㈮～12月13日㈮午後７時
～８時半（全９回）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市ろうあ協
会a406-3406f406-3407t市内に住む18歳以上の聴覚障がい者c12
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）に応募事項とファクス番号、職業を書いて７月15日以降に同協
会へ。

7/

27
●土

2ココロンセンター
ココロン映画会　①きみはいい子　②みんなの学校

　子どもの人権に関する映画を上映。d①午後１時～３時５分②３時半
～５時20分（開場は各30分前）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）
i同センターa717-1237f724-5162c各240人（先着）y無料e不要

7/

28
●日

2夏の流通センターまつり

　衣料品やバッグなどの販売。飲食コーナーもあり。d午前８時～午
後３時li福岡卸センター（東区多の津一丁目）a622-2711f622-
2700y入場無料e不要

海っぴビーチ　①サマーフェスタ②マリンスポーツ教室

　詳細は問い合わせを。①スイカ割りなどのレクリエーションと放水シャワー、地
引き網体験（要申し込み）。小学生以下は保護者同伴。②ウインドサーフィン、カ
ヌー、パドルサーフィン（複数コースあり）。18歳以下は保護者同伴。d①７月21日
㈰午前10時～午後３時②７月28日㈰午前９時半～、11時15分～、午後１時15分～

（各60分）l①シーサイドももち海浜公園（早良区百道浜二丁目）②マリナタウン
海浜公園（西区愛宕浜三丁目）i市海浜公園a822-8141f822-8147t①地引き
網体験は４歳以上②小学３年生以上c①なし。地引き網体験は150人（先着）②各
コース10人（先着）y①入場無料。地引き網体験は700円②各2,000円e情報プラ
ザなどで配布する申込書を問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。
空きがあれば当日も受け付け可。※①は地引き網体験以外、申し込み不要。

催 し

かなたけの里公園 
①うどん打ち体験②ブドウわくわく収穫体験

　①同公園で採れた麦で作ります。天ぷらの試食もあり。②１口当たり１㎏（３～
４房）程度の巨峰を収穫。持ち帰りできる量は出来高によって増減する場合あ
り。詳細は問い合わせを。d①７月27日㈯、28日㈰午前９時半～午後１時②８月17
日㈯、18日㈰、21日㈬午後１時半～３時半li同公園（西区金武）af811-5118 
c①各８組（先着）②各60口（抽選。１組２口まで） ※いずれも１組５人までy①１
組3,000円②１口900円e①電話か来所で、７月15日以降に同公園へ。②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、
希望日、希望口数を書いて７月15日～31日（消印有効）に同公園へ。

催 し

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール　h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日
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教室



海づり公園　①親子で体験フィッシングスクール
②納涼釣り大会③ファミリー・グループ釣り＆Ｂ

バーベキュー
ＢＱ

　②は釣り台利用料が通常の半額になります。そうめんの食べ放題付き。d①7
月25日㈭、26日㈮、８月１日㈭、２日㈮午前９時～午後１時②８月24日～９月14日の土
曜日午後４時～８時③９月１日㈰～10月31日㈭午前８時～午後６時（BBQは午前10
時～午後５時）の間で各２時間 ※火曜休園li同公園（西区小田）a809-
2666f809-2669t①釣り初心者の小学生と保護者②釣り台を利用する小学生以
上③釣り台を利用する６人以上 ※いずれも中学生以下は保護者同伴c①各35人

（抽選）②各50人（抽選）③150人（先着）y①１人500円②無料③中学生以上2,900
円、小学生2,400円（①②は釣り台利用料別）e①②往復はがき（〒819-0203西区
小田池ノ浦地先）かファクスで、希望日の５日前（必着）までに同公園へ。③ファク
スで７月15日以降に同公園へ。いずれもホームページでも受け付けます。

催 し

8/

2
●金

3緑のコーディネーターによる体験講座
「ハーブを楽しむ」

　ハーブティーと、マフィンやマルベリージャムを作ります。d午後２
時～４時lなみきスクエア（東区千早四丁目）i市緑のまちづくり協
会みどり課a822-5832f822-5848c16人（抽選）y1,200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@midorim
achi.jp）で、7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。

8/

2
●金
他

4東図書館　東区歴史さんぽ特別講演 ①香椎②名島

　歴史ガイドボランティア「さんぽ会」が話します。d８月①２日㈮午後
２時半～４時半②23日㈮午後１時半～３時半lなみきスクエア（東区千
早四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973t小学生以上c各30人

（先着）y無料e電話か来所で、７月15日以降に東図書館（なみきスク
エア内）へ。

8/

3
●土

3月隈パークゴルフ場　パークゴルフ初心者教室

　講義と実技で学びます。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、７月15日以降に同ゴルフ
場へ。

8/

3
●土

3親子 食と農の体験教室
「オクラの収穫体験と料理教室」

　料理教室は夏野菜を使ったピザなどを作ります。集合・解散は市役
所。d午前９時～午後３時lオクラの生産地（早良区小田部）他i農業
振興課a711-4852f714-4033t小学３～６年生と保護者（市内に住む
か通勤する人）c10組（抽選）y１組（２人）1,500円 ※３人以上での参加
は大人１人1,000円、子ども１人500円を追加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、７月23日（必着）までに同課へ。

8/

3
●土

3市美術館 夏休み こどもワークショップ
日本画にチャレンジしよう

d午前10時～午後３時l市美術館（中央区大濠公園）i市美術館学
芸課a714-6051f714-6071t小学３年～中学生c20人（抽選）y無料
e往復はがき（〒810-0051中央区大濠公園１-６）かメール（m worksh
op@fukuoka-art-museum.jp）で、７月25日（必着）までに市美術館へ。

8/

3
●土

3国史跡吉武高木遺跡「やよいの風公園」
夏の遺跡探検〜やよいスクール〜

　園内の屋外展示物をスケッチしながら、弥生時代について学びま
す。荒天中止。d午前10時～11時半l同公園（西区吉武）i史跡整備
活用課a711-4783f733-5537c20人（抽選）y無料eメール（m shise
ki.EPB@city.fukuoka.lg.jp）で７月21日までに同課へ。

8/

3
●土

3楽水園　初心者茶道教室

d午後１時～３時li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c７人
（先着）y2,000円e電話かファクスで、７月15日以降に同園へ。

8/

3
●土

3九州大学・ISIT未来化学創造シンポジウム 「小さな生き
ものの大きな可能性 昆虫に学ぶ最先端テクノロジー」

　ホタルの酵素を使った発光実験など。d午後１時半～５時l市産学
連携交流センター（西区九大新町）i同センター管理室af806-9877 
t市内に住む小学３年生～中学生（小学生は保護者同伴）c30人（抽
選）y無料eメール（m sangaku＠arrow.ocn.ne.jp）で７月19日までに
同センターへ。

8/

3
●土

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　雑草堆肥の作り方や、秋野菜の植え付けに向けてぼかし肥作り、ト
ウモロコシと白菜の種まき、太陽熱を利用した畑の土壌消毒の仕方を
学びます。d午後１時半～３時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
c30人（抽選）y無料e電話かはがき（〒811-0201東区三苫４-４-27）、
ファクスで、７月29日（必着）までに同研究所へ。

8/

3
●土
他

3市ヨットハーバー
親子ディンギーヨット体験セーリング

d８月３日㈯、４日㈰午前10時～正午、午後１時半～３時半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
生以上と保護者のペアc各回10組（抽選）y１組2,000円e７月15日～
25日にホームページで受け付けます。来所でも受け付け可。

8/

4
●日

3おやこクッキング教室

d午前10時～午後１時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社
会福祉協議会総務課管理運営係a731-2932f731-2934t一人親家
庭の小学生と保護者c10組（抽選）y１人500円e電話かファクスに参
加者全員の応募事項を書いて、７月15日～27日に同係へ。当選者のみ
通知。

8/

4
●日

2クリーン・エネ・パーク南部 住民開放デー

　工場見学（解説・特典付き）や工作教室、菓子の販売など。詳細は
ホームページで確認を。d午前10時～午後４時（工場見学は午前10
時、11時、正午、午後１時、２時から）lクリーン・エネ・パーク南部（春日
市下白水）i創造の森a589-7800f589-7802t福岡都市圏に住む人
cなし（工場見学は各40人。先着）y入場無料e不要（工場見学は当
日実施10分前に管理棟１階に集合）。

8/

5
●月
他

3南障がい者フレンドホーム　①パソコン エクセル 午
前コース②パソコン バラエティコース

　①エクセルの基礎を学びます。②ラベルチラシの作成、写真、音楽
の管理などを学びます。d８月５日～11月11日の月曜日（祝休日を除く
連続講座）①午前10時～正午②午後１時～３時li同ホーム（南区清
水一丁目）a541-5858f541-5856t市内に住む障がいのある人（介助
者の同伴可）c各４人（いずれも抽選）y①1,500円②600円e電話か
ファクスに応募事項と障がいの種類、希望コースを書いて７月26日ま
でに同ホームへ。空きがあれば当日も受け付けます。

友泉亭公園　①夏休み消防まつり②浴衣写真会

　①消防車・はしご車の試乗や放水体験など。はしご車の試乗は当日午前10時
から先着順に抽選を行います（30人。４歳以上）。②プロのカメラマンが約５カット
撮影します。小学生以下は保護者同伴。写真データは後日CD-Rで渡します。d①
７月25日㈭午前10時～午後０時半 ②８月10日㈯～12日（月・休）午前９時半～午後２
時l同公園（城南区友泉亭）i①同公園af711-0415②舞遊の館（中央区城内）
a707-3191f707-3193c①なし②20組（先着。１組５人まで）y①無料②１人3,000
円（②は入園料別）e①不要②電話か来所で、７月15日以降に問い合わせ先へ。

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

※講座・催しなどで、特に記載がな
いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項

催し 講座
教室 講演



8/

6
●火

2ふくおか難病ピアサロン

　難病相談支援センターの相談員を交えながら、患者同士で交流が
できます。当日は難病に関する情報も掲示。d午前10時～午後４時l

市役所１階多目的スペースi市難病相談支援センターa643-8292f 

643-1389y無料e不要

8/

6
●火

2アクロス福岡　東京バレエ団 子どものためのバレエ
ドン・キホーテの夢

　３歳以下は入場不可。d午後３時から（１時間半程度）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Ｓ席6,000円、Ａ席4,500円（中
学生以下は各2,000円引き）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。

8/

8
●木
他

2自由研究にもおすすめ 親子水道施設見学会

　江川ダム（朝倉市）と多々良浄水場（粕屋郡粕屋町）を見学します。
d８月８日㈭、21日㈬午前８時40分～午後５時15分 ※内容は同じl集
合・解散は市水道局（博多区博多駅前一丁目）i水道局総務課a483-
3139f482-1376t市内に住む小学生以上と保護者c各40人（抽選）
y無料eはがき（〒812-0011博多区博多駅前１-28-15）かファクス、メー
ル（m suidou-kengaku@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事項と昼
間連絡が可能な電話番号、参加者全員の氏名・年齢、希望日を書いて
７月19日（必着）までに同課へ。１通５人まで。

8/

9
●金

3ふくおかどうぶつ相談室
プロドッグトレーナーに学ぶ〜愛犬のごはん講座〜

　犬の食事の基本的な知識や食べ物の選び方、与え方などを学びま
す。犬の同伴不可。d午後２時～４時li同相談室（西区内浜一丁目）
a891-1231f891-1259t市内に住む犬の飼い主、飼う予定の人c20人

（先着。１組２人まで）y無料e電話かファクスで、７月16日以降に同相
談室へ。

8/

10
●土

2
ふくふくプラザ　バリアフリー映画上映会

「聲
こえ

の形」
　日本語字幕、副音声付き。d午前10時～午後０時10分l同プラザ

（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会総務課管理運営係a731-
2932f731-2934c200人（先着）y無料e電話かファクスに応募事項と
参加人数を書いて、７月15日以降に同係へ。

8/

10
●土

3公開シンポジウム
才能とは何か〜科学が明かすパフォーマンスの秘密〜

　人が持つ優れた心的・身体的能力が何に由来するかを、科学的な視
点から考えます。d午後１時半～５時lＪＲ博多シティ10階大会議室

（博多区博多駅中央街）i日本心理学会事務局a03-3814-3953f03-
3814-3954c144人（先着）y無料eメール（m jpa-ninnokai-event@ps
ych.or.jp）で７月15日以降に同事務局へ。空きがあれば当日も受け付
けます。

8/

17
●土

3九州大学で機械を学ぼう
〜水素エネルギー、運動と力、医用工学〜

　機械や水素エネルギーについて学ぶ体験型教室。施設見学やペッ
トボトル電池の製作などもあり。d午後１時半～４時半l同大学伊都
キャンパス（西区元岡）i産学連携課a711-4344f733-5901t市内に
住む小学４～６年生（保護者同伴）c30人（抽選）y無料eはがき

（〒810-8620住所不要）かファクス、メール（m sangaku.EPB@city.fukuo
ka.lg.jp）に応募事項と保護者氏名を書いて、７月31日（必着）までに同
課へ。

8/

18
●日

3油山市民の森　森の工作教室

　木の枝や紙などを使って写真立てやランタンを作ります。中学生以
下は保護者同伴。d午前10時～午後３時li油山市民の森（南区桧
原）a871-6969f801-1463t小学生以上c30人（抽選）y500円e往復
はがき（〒811-1355南区桧原855-４）で７月26日（必着）までに同施設へ。
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。

8/

18
●日

2松風園　親子体験茶会

d午後１時半～３時li同園（中央区平尾三丁目）af524-8264c10組
（先着）y１人800円（中学生以下は500円）e電話かファクスで、７月15
日以降に同園へ。空きがあれば当日も受け付けます。

8/

20
●火

4子ども虐待防止市民フォーラム
「子どもの声を聴く　子どものいのちを守る」

　基調講演は大分大学福祉健康科学部助教の栄留里美氏。トーク
セッションやパネル展もあり。d午後１時半～４時半lエルガーラホー
ル（中央区天神一丁目）iこども家庭課a711-4238f733-5534c600人

（先着）y無料n６カ月～小学生（先着順。無料。８月９日までに要予約）
e電話かファクス、メール（m kodomokatei@city.fukuoka.lg.jp））に応
募事項と、団体に所属する人は団体名を書いて同課へ。空きがあれば
当日も受け付けます。

8/

20
●火
他

2地下鉄お仕事体験

　駅放送や窓口での接客など、駅員の業務を体験します。詳細は問い
合わせを。d８月21日㈬、22日㈭午前10時半～午後０時半、１時半～３
時半l空港線天神駅i乗客サービス課a732-4128f734-2833t小学
４～６年生と保護者c各６組（抽選。１組３人＝大人１人、子ども２人ま
で）y無料eはがき（〒810-0041中央区大名２-５-31）に参加者全員の
応募事項と希望日時、代表者のメールアドレスを書いて７月15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。

介護実習普及センター

li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y①②③⑤⑥無料
④500円e電話かファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、来所で、８月１日
以降に同センターへ。

内容 定員（先着）
①もしもに備える遺言　９／５㈭13:30～15:30 45人

②おむつを知って上手に当てよう　９／７㈯、11㈬10：00～12：00９／７㈯＝15人、
11㈬＝20人

③安心して出かけよう　９／９㈪14：00～16：00 40人
④テーマ別料理教室「楽しく介護食スイーツ」
９／10㈫10：00～13：00 30人

⑤気になる老後のお金　９／19㈭13:30～15:30 45人

⑥生活を助ける｢自助具｣　９／21㈯、25㈬10：00～12：00 ９／21㈯＝15人、
25㈬＝20人

催 し

雁の巣レクリエーションセンター 
ノルディック・ウオーキング教室

　２本のポール（ストック）を使った、運動効果の高い歩き方を学びます。雨天時
は中止。d祝休日を除く月曜日午前９時～10時半li同センター（東区奈多）
a606-3458f607-9057t小学生以上c各30人（先着）y無料（ポールレンタル代
300円）e当日午前８時45分から球技場管理棟で受け付けます。

講座・教室

はかた伝統工芸館　①博多織・ゆかた帯コレクション 
②九州産業大学プロデュース伝統工芸展

　①浴衣に合う帯やバッグ・小物を展示・販売。②同大学学生と博多の伝統工芸
の職人が共同で制作した作品の展示・紹介。d①７月18日㈭～23日㈫②７月25日
㈭～８月６日㈫午前10時～午後６時（入館は30分前まで。最終日は５時まで。７月
31日は休館）li同館（博多区上川端町）a409-5450f409-5460y入場無料

催 し

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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アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　①樹名札作り 
②ツリーワーカー（木登りのプロ）が教える木登り体験

　①は公園内の木に付ける木製の名札を作ります。d①７月20日㈯～８月31日
㈯午前10時～午後４時 ※火曜日を除く。定員に達したら終了②８月18日㈰午前
10時～午後０時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020t

小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）c①100人②20人（いずれも先着）
y①無料（入館料別）②1,000円e①当日窓口で受け付け②電話か来所で、７月
18日以降に同公園へ。空きがあれば当日も受け付けます。

催 し

お知らせ
固定資産税・都市計画税第２期の
納期限は７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

花火大会当日に地下鉄を増便します
 　「シーサイドももち花火ファンタジ 
ア FUKUOKA」開催に合わせ、８月７日㈬

の午後５時台～10時台に計16本増便
します。 ※花火大会が順延した場合
は、順延日に合わせて実施。i地下鉄
お客様サービスセンターa734-7800 
f734-7801
「福岡市プレミアム付商品券」 取
扱店募集

　プレミアム付商品券を利用できる
取扱店を募集します。利用期間など
詳細はホームページで確認を。【資
格】届出住所が市内であり、かつ市内
に事業所・店舗等を有する者（一部除
く）【申込期間】８月30日まで【申し込
み】ホームページで申し込みを。i同
事務局コールセンターa0120-933-
842（８月５日開設）m fukuokanext_te
npo@jbn.jtb.jp

市有財産の一般競争入札

　詳細は問い合わせを。【説明書の配布】７月19日まで財産管理課（市役所10階）
で午前10時～午後５時に配布【参加申請】７月12日～19日の午前10時～午後５時

（正午～午後１時を除く）に同課へ【入札保証金】入札金額の100分の５以上【入札
日】８月８日㈭i同課a711-4176f711-4833

所在地 地目 実測面積 予定価格
東区香椎駅前一丁目307番２ 宅地 86.17平方㍍ 2,749万円
東区香椎駅前二丁目733番103 宅地 234.84平方㍍ 7,187万円
東区香椎浜二丁目７番46ほか１筆 宅地 2,026.66平方㍍ 1億9,639万円

8/

21
●水

3あゆみ学園生活支援セミナー

　小児科医、保育士、作業療法士、言語聴覚士などによる講義や実技
など。d午前９時10分～午後０時半li同学園（南区屋形原二丁目）
a566-5666f566-5695t保育園、幼稚園、学校、放課後等デイサービ
ス事業所などで肢体不自由児の療育に携わる人c20人（先着）
y3,000円e電話かファクス、メール（m ayumiseminar@fc-jigyoudan.
org）で同学園へ。

8/

22
●木
他

2ふくおか技能フェスティバル

　「ものづくり体験」として、①からくり屏風（びょうぶ）②ピカピカ土だ
んご③巨大恐竜④かまぼこ―を作ります。d８月①23日㈮午前10時～
正午②23日㈮午後１時半～３時半③24日㈯午前11時～午後０時半、午
後２時～３時半④24日㈯午後１時半～３時半l福岡国際会議場（博多
区石城町）i市技能職団体連合会a631-7320f631-7321t①②④小
学生③未就学児c①②④各10人③各15人（いずれも抽選）y無料e

往復はがき（〒812-0044博多区千代２-21-13-205）に応募事項と希望プ
ログラム（③は希望時間も）を書いて、８月５日（必着）までに同連合会
へ。メール（m takumi@fukuoka-giren.or.jp）でも受け付けます。

8/

24
●土

2中央市民センター　
なつやすみ映画会「ヒックとドラゴン」

　未就学児は保護者同伴。d午前10時、午後２時から（各回１時間40
分）。１時間前から整理券を配布。開場は30分前l同センター３階（中
央区赤坂二丁目）i同センターa714-5521f714-5502c各500人（先
着）y無料e不要

8/

29
●木
他

3市民体育館　体験 ボクシングエクササイズ教室

d８月29日㈭、９月５日㈭、12日㈭午後１時～２時半（連続講座）li同
体育館（博多区東公園）a641-9135f641-9139t18歳以上c20人（抽
選）y2,100円eはがき（〒812-0045博多区東公園８-２）かファクス、来
所で、７月15日～31日（必着）に同体育館へ。ホームページでも受け付
けます。

8/

30
●金

3あゆみ学園・屋形原特別支援学校「ボランティア講座」

　１～５歳の障がい児が通うあゆみ学園と、６～18歳の障がい児が通う
屋形原特別支援学校の紹介や、ボランティア体験など。d午前９時10分
～午後０時半l同学園、同学校（南区屋形原二丁目）i同学校a565-
4921f565-4930c20人（先着）y無料e電話かファクスで同学校へ。

9/

28
●土
他

2博多障がい者フレンドホーム　博多ボッチャ大会
①パラボッチャの部②レクボッチャの部

　①クラス別個人戦②３対３の団体戦。詳細は問い合わせを。d９月①
28日㈯②29日㈰午前９時～午後６時半li同ホーム（博多区西月隈五
丁目）a586-1360f586-1397t①日本ボッチャ協会クラス分けに該当
する肢体不自由児・者②障がい者c①各クラス８人②24チーム（１チー
ム５人まで） ※いずれも抽選y①１人1,000円②１チーム1,500円e７月
15日からホームページに掲載または各フレンドホーム、さんさんプラザ

（南区清水一丁目）で配布する申込書を８月６日（必着）までに提出。来
所でも受け付けます。

福北連携コーナー
いきものキングダム in 北九州

　ハリネズミなどの動物と触れ合うことができるほか、ヘビの首巻きも体験で
きます。小学生以下は保護者同伴。d７月26日㈮～８月25日㈰午前９時半～午
後４時半（入場は４時まで）l西日本総合展示場本館（北九州市小倉北区浅野
三丁目）i同実行委員会a080-3975-6007f093-541-5928y高校生以上1,500
円、３歳～中学生1,200円 ※前売りは各200円引きe前売り券はチケットぴあ、
ローソンチケットなどで販売。

アジア美術館　あじび研究所　マーリガーワゲー・サルリス
（スリランカ）〜ガウタマ・シッダールタ王子の誕生〜

　20世紀前半に制作されたスリランカの絵画作品について、パネルや参考資料
を交えながら制作背景などを紹介します。d開催中～９月24日㈫午前９時半～午
後６時（金・土曜日の観覧は８時まで。入場は30分前まで） ※水曜休館li同美
術館（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

講座・教室

遊んＤＥスポーツ

　ボールやフラフープを使った運動をします。d開催中～来年３月25日の毎週
水曜日 午後５時～６時li市総合体育館（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f 

410-0318t小学生c各日20人（先着）y500円e電話か来所で同体育館へ。空き
があれば当日も受け付けます。

催 し

まもるーむ福岡　①九大生×まもるーむ 自然観察会 探検だ 生き物いっぱ
い 夏の森②マリンワールド×まもるーむ 連携講座 マリンサイエンスラボ

　②は水族館のスタッフがラッコについて話します。d８月①17日㈯午前10時～
午後３時②25日㈰午前10時半～、11時半～、午後１時半～（各30分程度）l①九
州大学伊都キャンパス生物多様性保全ゾーン（西区元岡）②まもるーむ福岡（中
央区地行浜二丁目）iまもるーむ福岡a831-0669f831-0670t①小学３～６年生

（保護者同伴）②不問（小学３年生以下は保護者同伴）c①15人②各25人（いずれ
も先着）y①50円②無料e電話かメール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）に
応募事項と②は希望時間も書いて、７月15日午前10時以降にまもるーむ福岡
へ。来所（中央区地行浜二丁目）でも受け付け。

講座・教室

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
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電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

※講座・催しなどで、特に記載がな
いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項

催し 講座
教室

お知
らせ



貯水槽は定期的に点検・清掃を

　マンションなどで貯水槽を設置して
いる場合は、水質維持のために定期
的な点検や清掃が必要です。なお、飲
用水の消毒状態を家庭で確認できる

「水質検査キット」を各区保健福祉セ
ンター衛生課、情報プラザ(市役所１
階)で無料配布しています。i生活衛
生課a711-4273f733-5588
ふくふくプラザのレストラン・喫茶
運営事業者を募集

　10月下旬から運営する事業者を募
集。応募には現場説明会への参加が
必要。【店舗規模】159.43平方㍍【営業
時間】午前10時～午後６時【募集要項
の配布】７月15日～31日に同プラザ管
理事務室（中央区荒戸三丁目）で。
ホームページにも掲載【現場説明会】
８月１日㈭午後２時から同プラザで。申
し込みは募集要項を確認の上、７月31
日午後５時までに問い合わせ先へ。i

同プラザ管理事務室a731-2932f 

731-2934
市障がい者等地域生活支援協議
会が傍聴できます

　市の障がい者生活支援に関する課 
題について検討する協議会を公開し 
ます。傍聴を希望する人は当日開始
10分前までに会場へ。手話通訳者、要
約筆記者の派遣を希望する人は７月
19日までに障がい者支援課へ。d７月
25日㈭午後３時～５時lあいれふ10
階講堂（中央区舞鶴二丁目）c10人

（抽選）i同課a711-4985f711-4818
空き家等の実態調査にご協力を 

　空き家対策のため、７月中旬～11月
末に早良区・西区で空き家等の所在
や状態を把握する現地調査を実施し
ます。市が委託したゼンリンの調査員

（市の身分証明証を携帯）が目視で調
査し、空き家等の写真撮影を行いま
す。近隣に住む人に状況などを尋ねる
ことがありますので、支障のない範囲
でご協力ください。i建築物安全推
進課a711-4574f733-5584

市美術館ボランティア募集
　【対象】週１回（１回３時間程度）活動
できる18歳以上【募集案内の配布】市
美術館（中央区大濠公園）、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】７月10日
～８月10日（必着）までi市美術館a 

714-6051f714-6071
地域で学習活動を行う10人以上
のグループに助成します

　詳細は市ホームページで確認する
か問い合わせを。【対象】 ▽家庭教育
に関する学習を行う、小中学生の保
護者など ▽人権問題に関する学習を
行う、人権課題の当事者など ▽放課

後等補充学習を行う、中学生の保護
者など【対象期間】８月１日～来年３月
31日【助成額】対象経費の５分の４以
内で上限額20万円【申込期間】８月９日

（必着）までi市地域の教育力育成・
支援協議会事務局（人権・同和教育課
内）a711-4645f733-5538

ひとり親家庭の夏休み学習支援
　大学生が１学期の復習と夏休みの
宿題指導を行います。d８月16日㈮～
23日㈮（土・日・月曜日を除く全５日）午
後１時半～４時半liひとり親家庭支
援センター（中央区大手門二丁目）
a715-8805f725-7720t市内に住む
一人親家庭の小学３～６年生c15人

（先着）y無料e来所で７月16日以降
に同センターへ（月曜休館）。

介護保険負担割合証を送付します
　要介護・要支援認定者と事業対象
者に「介護保険負担割合証」を７月下
旬に送付します。８月１日からの自己
負担割合を確認してください。なお、
この証は、介護保険のサービスを受
ける際に必要です。介護保険被保険
者証と一緒にケアマネジャーやサー
ビス事業者に提示してください。i各
区福祉・介護保険課
市データ活用推進計画を策定し
ました

　【閲覧・配布】８月15日㈭までICT戦
略課（市役所８階）、情報公開室（同２
階）、情報プラザ（同１階）、各区情報
コーナー、各出張所で。市ホームペー
ジにも掲載i同課a711-4057f733- 
5582
ふくおか「働き方改革」推進企業
を認定します

　【対象】市内に本店または主たる事
務所を有する企業【要件】年次有給休
暇の取得促進や仕事と子育ての両立
の支援など、市が定める基準を満たし
ていること【申請書の配布】市中小企
業サポートセンター（博多区博多駅前
二丁目 福岡商工会議所ビル２階）、情
報プラザ（市役所１階）などで。市ホー
ムページにも掲載【申請期間】８月１日
～30日（消印有効）i経営支援課a44 
1-1232f441-3211

市生活ガイド最新版が出来ました
　日常生活に関わる手続きや相談窓
口、防災・防犯に関する情報など、暮ら
しの便利情報をまとめた冊子「ふくお
か市生活ガイド」の令和元年度版=写
真=が出来ました。情報プラザ（市役
所１階）、各区役所、各出張所などで希
望者に配布します。市
ホームページ（「ふくお
か市生活ガイド」で検
索）でもダウンロードで
きます。i広報課a711- 
4016f732-1358

「心の輪を広げる体験作文」と「障
がい者週間のポスター」を募集

  テーマは①「障がいのある人とない
人との心のふれあい体験」②「障がい
のある人とない人との相互理解の促
進」 ※規格など詳細は、市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを。【対
象】市内に住むか通学する①小学生
以上②小中学生【申し込み】応募事項
と作品名、生年月日、性別、障がいの
有無と程度、ファクス番号、職業また
は学校名（学年）を書いた用紙と作品
を郵送（〒810-8620住所不要）で９月４日

（必着）までに障がい者支援課へ。i

同課a711-4985f711-4818

「明るい選挙」啓発ポスターを募集
　「明るい選挙」をテーマにしたポス
ターを募集。【規定】四つ切りか八つ
切り。画材は自由【対象】市内の小学
校～高校に通学する人【申し込み】作
品の裏に応募事項を書いて９月４日

（必着）までに学校がある区の選挙管
理委員会へ持参。i市選挙管理委員
会a711-4682f733-5790、各区選挙
管理委員会（各区役所内）
市内で認知症カフェを開設する団
体に費用の一部を助成（追加募集）

　【対象】 ▽月１回以上１回当たり２時
間以上実施 ▽認知症の人や家族から
の相談に対応できるスタッフを１人以
上配置する—などの条件あり。詳細
は市ホームページで確認するか問い
合わせを。【申し込み】市ホームペー
ジに掲載、または認知症支援課（市役
所12階）で配布する申請書類を同課
へ 提 出。i同 課a711-4891f733-55 
87

情報発信や多言語化など観光客
への「おもてなし力」の向上に取り
組む団体を支援します

  詳細は市ホームページに掲載。【対
象】市内の複数（おおむね４事業者以
上）の民間事業者、NPO法人等で構成
される団体【補助金額】１団体当たり、
事業費全体の２分の１で最大10万円 

【申請書の配布】市ホームページに掲
載【申込期間】８月30日までi地域観
光推進課a711-4984f733-5901
７月は「愛の血液助け合い運動」月
間です

　夏場は特に医療用血液が不足しが
ちです。市内には、キャナルシティ博多

（博多区住吉一丁目）、イムズ（中央区
天神一丁目）、おっしょい博多（博多区
博多駅中央街）内に献血ルームがあ
り、献血バスによる街頭献血も随時行
われていますので、ご協力をお願いし
ます。献血場所については県赤十字
血液センター（a921-1400）か保健予
防課へ問い合わせを。i同課a711-
4270f733-5535

令和元年度版の住まいに関する
冊子（３種）ができました

　「住まいづくりの手引き」「マンショ
ン管理の手引き」「賃貸住宅住まいの
手引き」を住宅相談コーナー（市役所
３階）、情報プラザ（同１階）、各区情報
コーナー、各出張所などで配布中（無
料）。 ※原則１人１冊。分譲マンション
管理組合などで複数部を必要とする
場合は事前に住宅計画課へ相談を。
市ホームページにも掲載。i同課a 

711-4808f733-5589

監査結果を公表
　平成30年度第２期の定期監査と財
政援助団体等監査および平成30年度
の行政監査の結果を７月４日発行の
市公報に掲載しました。市公報は市
ホームページのほか、情報プラザ（市
役所１階）、各区総務担当課、市総合
図書館（早良区百道浜三丁目）・各分
館で閲覧できます。i監査総務課a 

711-4704f733-5867

しごと

サービス業等合同会社説明会
　地元企業約40社が参加。詳細は
ホームページで確認を。d７月26日㈮
午前11時～午後１時半、２時半～５時

（企業入れ替え制。受け付けは午前10
時40分～午後４時半）l天神ビル11階

（中央区天神二丁目）i県若者しごと
サポートセンターa720-8832f725-
1776t来年３月大学等卒業予定者、
45歳未満の求職者y無料e不要
老人福祉センター長生園　アク
ティブシニア創業支援講座

　テーマは「会計の基礎知識・無理なく
失敗しない方法、創業時のお金につい
て」です。d７月25日㈭午後３時～４時半
li同園（博多区千代一丁目）a641-
0903f641-0907t市内に住むおおむ
ね60歳以上c10人（先着）y無料e電
話かファクス、来所で、７月15日以降に
同園へ。ホームページでも受け付けま
す。定員を超えた場合のみ通知。

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「経理で役立つ会計ソフト実務」
講習 ▽「賃貸不動産経営管理士受験
対策」講習 ▽「はじめてのＴＯＥＩＣ」講座

▽「ガス溶接技能」講習 ▽「エクセル中
級データベースと実務関数」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

　※募集する職員等の資格や勤務条
件など、詳細は募集案内で確認する
か問い合わせを。

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール　h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日
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西区精神保健福祉嘱託員を募集

　西区保健福祉センターで自立支援
医療、精神障害者保健福祉手帳等の
事務処理、精神保健福祉に関する相
談業務などに従事。【資格】精神保健
福祉士または保健師の有資格者、精
神保健福祉に関する業務に３年以上
従事した人。他要件あり【任用期間】９
月24日～12月30日【募集案内・申込書
の配布】情報プラザ（市役所１階）、西
区保健福祉センター健康課（西区内
浜一丁目）で。市ホームページにも掲
載【申込期間】８月２日（必着）までi

西区健康課a895-7074f891-9894
経営課題を見える化　お悩み
すっきりワークショップ

　会社の成長に向けた「課題」を明確
化し、その対応策について参加者自
身の企業について考えながら学びま
す。d９月４日㈬、11日㈬、18日㈬の午

諭を含む）【申し込み】市ホームペー
ジに掲載の登録申込書を教職員第１課

（市役所11階）へ郵送か持参。i同課
a711-4754f733-5536
市内の求人検索や応募などができ
る「福岡市公式求人検索アプリ」

　スマートフォンでダウンロードでき
ます（無料）。【特徴】 ▽企業からスカウ
トが届く（希望者のみ） ▽企業とやりと
りができるチャット機能付き。i経営
支援課a441-1232f441-3211

後１時半～５時半（連続講座）l福岡
商工会議所ビル（博多区博多駅前二
丁目）i経営支援課a441-2027f44 
1-3211t市内中小企業の経営者また
は経営判断のできる人c30人（抽選）
eファクスかメール（m keieishien.
EPB@city.fukuoka.lg.jp）で、７月31日
までに問い合わせ先へ。
市立病院機構職員（診療放射線技
師・事務職）を募集

　【募集案内の配布】７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】７
月31日（消印有効）までi同課a692-
3422f682-7300
市立学校の講師（臨時教職員）を
募集

　【資格】教員免許有資格者（養護教

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。d８月７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）af 

738-0073t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。

相 談

８月の催し
　一部講座は材料を持参。t①～③⑤
⑦市内に住むか通勤・通学する人（①②
は小学生以上と保護者⑥は販売業者を
除く20歳以上）④不問y①１組100円（３
人以上の場合は別途料金要）②１組500
円③500円④～⑦無料（⑤⑦は部品代
別）e①②③往復はがきかファクス、来
所で、７月①23日②24日③30日（必着）ま
でに同施設へ。②③はホームページで
も受け付けます。④不要⑤⑦電話かファ
クス、来所で、８月１日以降に同施設へ。
⑥往復はがきか来所で、８月10日（必着）
までに同施設へ。

内容・日時 定員
①親子でリサイクル石けん作り
８／２㈮10：00～11：30

10組
(抽選)

②親子で使いきりクッキング
８／３㈯10：00～13：00

５組
(抽選)

③卓上機で裂き織り
８／９㈮10:00～13：00

10人
（抽選）

④夏休みワークショップ祭り
８／17㈯～25㈰10:00～15:00 ―

⑤傘の修理
８／18㈰、21㈬10:00～13：00

各６人
（先着）

⑥フリーマーケットの出店
８／25㈰10:30～13:00

20区画
 （抽選）

⑦おもちゃの病院
８／25㈰10:00～14：00

10人
（先着）

夏の元気フェスタ
　「リユース陶器市」「端材でマイはし作
り」などさまざまなイベントを実施。詳細
は問い合わせを。d８月25日㈰午前10時
～午後３時y入場無料e不要

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）

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）

８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y①300円②
500円 ③1,000円 ④800円
⑤～⑧無料e①～④はが
きかファクス、来所で、①
②７月20日③④24日（いず
れも必着）までに同施設
へ。当選者のみ通知。⑤
～⑧電話かファクス、来所
で、⑤希望日の３日前までに⑥⑦⑧随時
同施設へ。

内容・日時 定員
①古布ぞうり作り　８／１㈭、８㈭
13：00～16：00(連続講座）

15人
（抽選）

８月〜来年２月の講座・教室
　いずれも連続講座。定員を超えた場
合は選考。詳細は問い合わせを。t市内
に住む一人親家庭の父母か寡婦y無料
n小学生まで。無料e来所で７月16日～
31日に同センターへ。

内容 日時 定員
① 介 護 職 員 初
任者　通信＋ス
クーリング

８/24～12/７の土曜
日9:30～16:30 12人

②初めてのパソ
コン

９/５～12の 水 ～ 金
曜日9:30～16:30 10人

③エクセル基礎 ９/６～27の 水 ～ 金
曜日18:15～20:45 10人

④介護福祉士受
験対策

９/８～11/10の日曜
日9:30～15:30 10人

②夏の襟付きワンピース作り＝写真
８／２㈮、９㈮、16㈮13：00～16：00
(連続講座）

15人
（抽選）

③パッチワーク教室
８／６～９／28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
８／７～９／25の原則水曜日
13：00～16：00（連続講座）

10人
（抽選）

⑤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）

⑥牛乳パックで紙すき体験　毎日
10：30～15：30の30分程度 ―

⑦つまみ細工の花飾り
毎日10：30～15：30の30分程度 ―

⑧古布でうちわ作り
毎日10：30～15：30の30分程度 ―

⑤調剤事務 ９/13～10/16の 水･
金曜日9:30～12:30 20人

⑥ワード・エクセ
ル基礎

９/14～11/2の土曜
日9:30～16:30 10人

⑦ワード・エクセ
ル基礎

９/17～27の火～金
曜日9:30～16:30 10人

⑧エクセル検定
対策

９/29～ 11/10の日
曜日9:30～16:30 10人

⑨パワーポイン
ト

10/４～25の水～金
曜日18:15～20:45 10人

⑩ワード検定対
策

10/９～24の水・木曜
日9:30～16:30 10人

⑪ ア プ リケ ー
ション活用

10/30～11/７の 水・
木曜日9:30～16:30 10人

⑫ 介 護 実 務 者　
通信＋スクーリ
ング

11/15～来年２/27
の原則木曜日 9:30
～17:45

13人

夏うみDIVING（ダイビング）海中から
生中継サイエンスショー
　博多湾を紹介するパネル展示と海中
映像の上映を行います（開催中～９月16
日）。関連イベントとして海中と会場を
生中継でつなぐサイエンスショーを実
施。海中で待っているダイバーに質問も
できます。天候などによる中止や内容変
更の場合あり。d７月20日㈯、31日㈬、８
月20日㈫午前10時半～11時半（受け付
けは10時15分から）c各日90人（先着）
y無料（展示室チケットが必要）e不要
STARRY NIGHT JAM　高井 研スペシャル
トーク〜「いのちの始まり」に迫る極限
環境生命研究〜
　「生命とは何か」や、その起源につい
て海洋研究開発機構の同氏が話しま

す。d８月３日㈯午後４時半～５時半
c220人（先着）y中学生以上1,200円、
小学生600円 ※未就学児は無料（座席
を使う場合は600円）eチケットは同館３
階チケットカウンターかホームページで
販売（１人５枚まで）。

「地球外生命探査への挑戦 〜現役NA 
SAエンジニアからのメッセージ〜」石
松拓人氏講演会
d８月７日㈬午後２時～３時半t小学生
以上c200人（抽選。1組２人まで。）y無
料eホームページで７月31日まで受け
付けます。

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

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）

App Store Google Play
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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 施設の情報
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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

博物館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１　a845-5011 f845-5019
o午前９時半～午後５時半。７月20日～８月25日の金・土・日と８月12日（月・休）～15日
㈭は午後8時まで開館（入館は閉館30分前まで）x月曜（祝休日のときは翌平日）
※７月15日（月・祝）と８月12日（月・休）は開館、７月16日㈫は休館。

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

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）

さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）

〒815-0031 南区清水一丁目17-15
a511-1132 f552-3447
o午前９時～午後９時（プールは午前
10時～午後８時半）x月曜（祝休日の
ときは翌平日）、月末（土・日曜日のと
きは翌火曜日）

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。

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、８月14日・15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）

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）

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）
※７月30日㈫は臨時休館。

休日健診（総合健診）
d①～⑪８月４日㈰、10日㈯、11日（日・
祝）、18日㈰、25日㈰午前９時～10時⑫８
月４日㈰午前９時～10時⑬８月25日㈰午
前10時～正午t①は市国民健康保険加
入者。⑪は⑨か⑩の受診者で喫煙など
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

　※②③④は８月25日㈰まで開催する
「長くつ下のピッピの世界展」関連イベ
ント。料金は無料（ただし、同展観覧券が
必要。③は半券も可）。
①企画展示「市制施行130周年記念　
福岡市 これまでとこれから２」
　市内の史跡を中心に、福岡の歴史と
文化財について紹介します。d７月17日
㈬ ～10月27
日 ㈰y一 般
200円、高 大
生150円、中
学生以下・市
内 に 住 む65
歳以上無料

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
　※８月４日㈰、10日㈯、18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。

②担当学芸員によるギャラリートーク
　担当学芸員が同展の見どころを紹介
します。d同展会期中の水曜日午後２時
～２時半e不要
③映画「長くつ下のピッピ」上映会
d７月20日㈯、８月４日㈰、11日（日・祝）午
後２時～３時半（午後０時半から１階講堂
前で整理券を配布）c各230人（先着）
e不要
④RKBアナウンサーによる「親子で楽
しむ絵本よみきかせ会
d７月23日㈫、８月１日㈭、15日㈭午後２
時～２時半e不要

７・８月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③は上履きを持参、会場は ▽23日＝中央体育館（中央区
赤坂二丁目） ▽24日＝東体育館（東区香住ケ丘一丁目） ▽25日＝西体育館（西区拾六
町一丁目） ▽26日＝早良体育館（早良区四箇六丁目）。t幼児～高校生y無料e不要

内容 日時
①お手玉あそび ７／20㈯14:00～15:30
②みんなであそぼう（積み木あそび）７／21㈰14:00～16:00
③こどものアソビバ ７／23㈫、24㈬、25㈭、26㈮10:30～12:00、13:00～16:00
④ふれあいひろば（おはなし会） ７／28㈰14:00～15:00
⑤なつまつり（ゲームや体験コーナー
など） ８／４㈰11:00～16:00

　※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。

夏休みワクワク教室の参加者を募集
　紙すき体験など。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。

　※申し込みは電話かファクスで、開催
日の１週間前以降に同公園へ。
夏休み自由研究応援講座　①里地・里山
の自然観察②里山のいきものバンザイ
③植物と昆虫の「エ？ウッソーな関係」
d①７月28日㈰午前10時～11時半②８月
３日㈯午後１時半～３時半③８月４日㈰午
後１時半～３時半t①５歳～小学生②③
不問c①15組（１組５人まで）②③50人
(いずれも先着)y無料
園芸講座　病害虫防除
d７月27日㈯午後１時半～３時半c50人

（先着）y無料

市民感謝デー
　新鮮な魚介類を販売します。d８月10
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
　「海鮮冷や汁」を作ります。d８月10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 sengyo.
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、７月31日午後４
時半までに同市場へ。当選者のみ通知。

女性の人生サポート講座「熟年離婚〜
第２の人生のために〜」
　離婚する場合に知っておきたい慰謝
料や年金分割等の制度や手続きを学び
ます。受講後、３時半から女性弁護士に
よる個別相談会もあり。d８月24日㈯午
後１時半～３時半t女性c40人（先着）
n６カ月～小学３年生（無料。８月14日ま
でに要予約）y無料e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氏名・
年齢を書いて、７月15日以降に同施設
へ。来所、ホームページでも受け付け。

①油山の水遊び②ふれあい広場シャワー
タイム③ 乗 馬 体 験 者にミニソフトク
リームをプレゼント
　②は午前11時（土日祝日と８月13日～
15日のみ）、午後１時、３時に散水。d①７
月20日㈯、８月11日(日・祝)、24日㈯午前11
時～11時20分②③７月20日㈯～８月31
日㈯の②真夏日③８月13日～15日を除
く平日y無料 ※乗馬は有料e不要
手作りアイスクリーム教室
d８月３日㈯午前10時半～11時半t小学
４年生以上c24人（先着）y500円e電
話で７月15日以降に同牧場へ。ホーム
ページでも受け付けます。

障がい者卓球まつり　①サウンドテー
ブルテニス大会②一般卓球大会
　①全盲・弱視の部で分かれます（男女
別の個人戦）。②個人戦と団体戦。詳細
は問い合わせを。d９月①８日㈰②15日
㈰午前９時半～午後５時t①視覚障が
い者②障がい児・者c①60人②150人

（いずれも先着）e同プラザで配布する
申込書をファクスか来所で、７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。定員を超えた場合のみ通
知。

親子料理教室 
　同農園の夏野菜を収穫して調理しま
す。d８月４日㈰午前10時～午後１時t

小学生以上の子どもと保護者c10組
（抽選。１組４人まで）y１人300円e電話
か来所で、７月20日午前８時45分～午後
１時に同農園へ。
ブドウ収穫体験
　１口あたり２房のニューベリーＡを収 
穫。d８月16日㈮～18日㈰午前９時～午後
４時t市内に住む人c2,200口（抽選。１組３
口まで）y１口300円e往復はがきに応募
事項と希望日、希望口数を書いて７月15日
～26日（必着）に同農園へ。来所でも受け
付けます（往復はがきの持参が必要）。

　※いずれも無料（入園料別）。①④は
当日午後１時から③は午前９時から情報
館２階会議室で受け付けます。
①葉っぱのお手紙大作戦
d７月20日㈯午後１時～３時c30人(先着)
②アサガオ展
d７月23日㈫～９月１日㈰
③環境教育講座　植物の力（ちから）
　植物と昆虫のつながりなどを学びま
す。d８月７日㈬午前９時半～正午t小
中学生c30人(先着)
④園芸講座〜夏のバラの手入れと管理〜
d８月23日㈮午後１時半～３時半c50人
(先着)

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） 
※８月13日㈫は開園。

板付遺跡

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

30日㈮ ジャズ大名（11）、斬る（２）
31日㈯ 肉弾（11）、ダイナマイトどんどん（２）
　※（11）＝午前11時、（２）＝午後２時。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。
市文学館 文学講座　メディア都市福
岡の光芒（こうぼう）〜活字メディアの
時代が語るもの〜
　明治以降の福岡で発行された出版物
について市博物館の有馬学館長が話し
ます。d７月20日㈯午後２時～４時（午前
10時から同図書館３階事務室で整理券
を配布）i同図書館文学・文書課a852-
0606f852-0609c100人（先着）y無料
e不要
夏休み かがく実験教室〜自由研究に
おすすめ〜
　水の実験など。d７月27日㈯午後２時
半～３時（受け付けは２時15分から）t３
歳～小学生（未就学児は保護者同伴）
c40人（先着）y無料e不要

映像ホール・シネラ　８月上映スケジュール
アニメーション特集
１日㈭ わんぱく王子の大蛇退治（11）、太陽

の王子・ホルスの大冒険（２）
２日㈮ ジャックと豆の木（11）、ある街角の

物語／展覧会の絵（２）
３日㈯ 太陽の王子・ホルスの大冒険（11）、

わんぱく王子の大蛇退治（２）
４日㈰ ある街 角 の 物 語 ／ 展 覧 会 の 絵

（11）、ジャックと豆の木（２）
岡本喜八監督特集
７日㈬ 結婚のすべて（２）
８日㈭ 独立愚連隊（11）、戦国野郎（２）
９日㈮ 江分利満氏の優雅な生活（11）、あ

あ爆弾（２）
10日㈯ 結婚のすべて（11）、独立愚連隊（２）
11日
(日・祝)

戦国野郎（11）、江分利満氏の優雅
な生活（２）

12日
(月・休)

ああ爆弾（11）、日本のいちばん長
い日（２）

15日㈭ 肉弾（２）
16日㈮ 結婚のすべて（11）、独立愚連隊（２）
17日㈯ ああ爆弾（11）、日本のいちばん長

い日（２）
18日㈰ 近頃なぜかチャールストン（11）、江

分利満氏の優雅な生活（２）
21日㈬ 戦国野郎（11）、斬る（２）
22日㈭ ジャズ大名（11）、日本のいちばん長

い日（２）
23日㈮ 大誘拐　Rainbow Kids（11）、ダイナ

マイトどんどん（２）
24日㈯ 斬る（11）、近頃なぜかチャールストン（２）
25日㈰ ジャズ大名（11）、大誘拐　Rainbow 

Kids（２）
28日㈬ 近頃なぜかチャールストン（11）、肉弾（２）
29日㈭ 大誘拐　Rainbow Kids（11）、ダイナ

マイトどんどん（２）


