
〒 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。

8/

3
●土
他

2福岡タワー　わくわく恐竜王国

　化石の展示や進化を学べるパネルのほか、３Ｄシアタールームを設
置します。陶器でできた恐竜の絵付け体験（１個300円）などもあり。d

８月３日㈯〜26日㈪午前９時半〜午後５時（入場は４時半まで）li福
岡タワー（早良区百道浜二丁目）a823-0234f822-4656y500円（２歳
以下無料）e不要

8/

4
●日

2「博多町家」ふるさと館　開館記念夏まつり

　展示棟を無料開放するほか、ヨーヨー釣りやそうめん流し、演舞台
などもあり。櫛田神社にビアガーデンも開設します。d午後４時〜８時

（展示棟は午前９時から。入館は午後７時半まで）li同館（博多区冷
泉町）a281-7761f281-7762y入場無料e不要

8/

6
●火

2
シニアの活動を応援
Ｒ60倶

く ら ぶ

楽部 説明会＆企画ワークショップ
　知識や経験を生かして、同倶楽部の催しを企画します。d午後１時〜
３時（受け付けは午後０時半から）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a401-3456m 
info@r60festa.jpt市内に住む55歳以上c50人（先着）y無料e不要

8/

6
●火
他

2平和首長会議　原爆ポスター展

　同会議が作成した「ヒロシマ・ナガサキ被爆の実相等に関するポス
ター」を展示します。d８月６日㈫〜15日㈭午前８時45分〜午後６時l

市役所15階展望ロビーi総務企画局総務課a711-4044f724-2098y

無料

8/

7
●水

2さざんぴあ博多
夏休み 映画無料鑑賞会「ボス・ベイビー」

　小学２年生以下は保護者同伴。d午前10時半〜午後０時10分li

さざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）a502-8570f502-8571c280人
（先着）y無料e電話か来所で、８月１日以降に同施設へ。

8/

8
●木
他

2はかた伝統工芸館　博多人形妖怪展

　妖怪をテーマにした、カッパや化け猫などの作品を展示・販売しま
す。d８月８日㈭〜13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）li同館（博多区上川端町）a409-5450f409-5460 
y入場無料

8/

12
●●月・休

他

2福岡県戦時資料展

d８月12日（月・休）〜16日㈮午前９時〜午後５時（最終日は３時半まで）l

アクロス福岡円形ホール他（中央区天神一丁目）i県総務部行政経
営企画課a643-3027f643-3032y無料

8/

13
●火
他

2福岡城 舞
まいゆう

遊の館　お盆「みたままつり」に浴衣で行こう

　ワンコインで浴衣の着付けをします。期間中は護国神社（中央区六
本松一丁目）で「みたままつり」が開催中。d８月13日㈫〜16日㈮午前
10時〜午後４時li同館（中央区城内 三の丸スクエア内）a707-3191 
f707-3193y500円e電話かファクスで、８月１日午前10時以降に同館
へ。

8/

17
●土

3月隈パークゴルフ場　バラの育て方講座

d午前10時〜正午、午後１時〜３時li同ゴルフ場（博多区月隈三丁
目）a504-5333f586-5388t中学生以上（18歳未満は保護者同伴）c

各15人（先着）y1,000円e電話かファクス、来所で、８月１日以降に同
ゴルフ場へ。

救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（①②大人に対する方法
③子どもに対する方法④両方）を学びます。詳細は問い合わせを。i救急課
a791-7151f791-2994t市内に住むか通勤・通学する人y無料e電話で各申込
先へ。受け付け開始は８月①②１日③④13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 ９／５㈭ 中央消防署（中央区那の津二丁目） a762-0119 40人
９／20㈮ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） a863-8119 30人

②普通１

９／８㈰ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人
９／13㈮ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） a475-0119 40人
９／17㈫ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人

９／25㈬ 市民防災センター（早良区百道浜一
丁目） a821-0245 30人

③普通３ ９／10㈫ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） a791-7151 30人
④上級 ９／５㈭ 40人
　※時間は①午前10時〜11時半②③午前10時〜午後１時④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
※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８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。
　※８月７日㈬は百道浜地区花火大会のため、渋滞や交通規
制にご注意ください。

●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（８月前半の日・祝休日）
８月４日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25） a651-0022

原三信病院（博多区大博町１-８） a291-3434
秋本病院（中央区警固一丁目８-３） a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35） a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17） a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１） a807-8811
８月11日（日・祝）
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
８月12日（月・休）
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

　※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。
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●土

2
市科学館　S

スターリー

TARRY N
ナ イ ト

IGHT J
ジャム

AM アポロ11号月面着陸50周年
特別企画 i

アイスペース

spaceスペシャルトーク「月に跳ぶ人類の挑戦」
　アポロ計画に携わった宇宙飛行士やスタッフのプラネタリウム番組

「アポロストーリー 月への挑戦」の投映とトークショーを行います。d

午後４時〜５時20分、６時〜７時20分l同館ドームシアター（中央区六
本松四丁目）i同館a731-2525f731-2530c各220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）。

8/
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●土

3
市総合図書館　懐かしの「平和台球場」展関連講座

『P
ピ ー ス

eace H
ヒ ル

ill 天狗と呼ばれた男 岡部平太物語』
　平和台の生みの親である岡部平太を主人公とした同小説の著者・
橘京平氏が話します。d午後２時〜４時l同図書館（早良区百道浜三
丁目）i同図書館文学・文書課a852-0607f852-0609c130人（抽選）
y無料e往復はがき（〒814-0001早良区百道浜３-７-１）かメール（m 
library-bungaku.BES@city.fukuoka.lg.jp）で、８月６日（必着）までに同図
書館へ（1人1通）。

8/

18
●日

2図書館でTRPG（テーブルトーク・ロールプレイングゲー
ム）をやってみる

　紙や鉛筆、サイコロなどの道具を使い、設定された世界観の中で登
場人物になりきり、参加者同士の会話により物語を進めていくゲー
ム。d午後１時半〜４時半l市総合図書館（早良区百道浜三丁目）i

同図書館図書サービス課a852-0627f852-0609t中高生c20人（抽
選）y無料eメール（m yafukuoka@yahoo.co.jp）に応募事項と学年、
メールアドレスを書いて８月11日までに「YAを勉強してみる会」へ。空
きがあれば当日も受け付けます。

8/

18
●日

3もーもーらんど油山牧場　ハーブせっけん教室

　牛乳入りのせっけんやミント入り入浴剤、虫よけスプレーを作りま
す。d午前10時半〜正午li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040 
t小学生以上（小学生は保護者同伴）c30人（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と当日連
絡可能な電話番号を書いて８月10日（必着）までに同牧場へ。ホーム
ページでも受け付けます。

8/

18
●日

3老人福祉センター舞鶴園 
夏休み親子で体験 博多伝統おきあげ体験教室

　伝統工芸である博多おきあげ（押し絵）制作を体験。d午前10時〜
正午li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-0046t小学生

（保護者同伴）c10人（先着）y500円e電話かファクスで、８月1日以降
に同園へ。

8/

19
●月
他

3夏休みスケート教室

　年齢別に指導します。d８月19日㈪〜23日㈮午前９時〜10時半（連
続講座）lパピオアイスアリーナ（博多区千代一丁目）i市スケート
連盟・青木a080-6419-0243f845-1960t５歳以上c60人（先着）y中
学生以下5,800円、高校生以上7,300円e往復はがき（〒814-0006早良
区百道２-１-717）に応募事項と性別、保護者氏名を書いて、８月1日以降
に問い合わせ先へ。

8/

19
●月
他

2楽水園　座禅とお抹茶体験

　東林寺（博多区）で座禅体験をした後、同園で抹茶をいただきます。
d８月19日㈪、９月９日㈪午前10時〜正午li同園（博多区住吉二丁
目）af262-6665c各20人（先着）y1,000円e電話かファクスで、８月
１日以降に同園へ。

8/

20
●火

2ウエルネスレストラン開放D
デ ー

ay in あいれふ
〜あなたの食事をチェックしませんか〜

　食品サンプルを使って、バランスの良い食事を学べます。d午前10
時〜午後３時半（入場は３時まで。入退場自由）lウエルネスレストラン

（中央区舞鶴二丁目 あいれふ２階）i市健康づくりサポートセンター
a751-2806f751-2572y無料e不要

8/

20
●火

2土木学会西部支部　親子見学会

　一般県道奥ノ平時津線・（仮称）久留里トンネル（長崎県西彼杵郡時
津町）、NEXCO西日本太宰府管制センター（太宰府市）をバスで見学し
ます。d午前８時〜午後５時l集合・解散は博多駅筑紫口i同支部
a717-6031f717-6032t小学生と保護者c30人（抽選）y無料e往復
はがき（〒810-0041中央区大名２-４-12 CTI福岡ビル１階）に参加者全員
の応募事項と携帯電話番号、緊急時の電話番号を書いて、８月６日（必
着）までに同支部へ。

8/

20
●火
他

3市ヨットハーバー　ジュニアマリン体験教室

　カヤックなどを体験=写真。d８月20日㈫〜22日㈭午前10時〜午後
４時li市ヨットハーバー（西区小
戸 三 丁 目 ）a882-2151f881-2344 
t市内に住む小学３年生〜中学生

（保護者同伴）c各16人（抽選）y 

1,500円e８月１日〜10日にホーム
ページで受け付けます。来所でも
午前10時以降に受け付け可。

8/

21
●水
他

3
子ども向けプログラミング体験ワークショップ

「S
ス プ リ ン ギ ン

pringin'で自分のアプリを作ろう」
　「ビジュアルプログラミングアプリ Springin'」を使って、デジタル作
品づくりを体験します。作品はその場でコンテストに応募できます。d

８月①21日㈬②23日㈮いずれも午前10時半〜午後０時半、午後２時〜
４時l①市科学館（中央区六本松四丁目）②中央児童会館「あいくる」

（中央区今泉一丁目）iFUKUOKA Creators Award（フクオカ クリエイ
ターズ アワード）事務局a406-0604m award@the-creator.jpt小中
学生（小学４年生以下は保護者同伴）c各回15人（先着）y無料eメー
ルに応募事項と希望日時、保護者氏名を書いて、８月１日以降に同事
務局へ。

ベジフルスタジアム 
①ベジフル感謝祭②県産野菜で親子食育料理教室

　①は旬の青果物の試食・販売や関連事業者による食品等の販売。参加型イベ
ントや旬の果物などが当たる抽選会もあり。d８月①24日㈯午前８時〜11時②31
日㈯午前10時半〜午後１時l同スタジアム（東区みなと香椎三丁目）i①同ス
タジアムa683-5323f683-5328②ＪＡ全農ふくれんa410-7810m miyake-nao@
zennoh.or.jpt①不問②小学生と保護者のペアc①なし②12組(抽選)y①入場
無料②1組1,000円e①不要②メールで８月10日までに問い合わせ先へ（１組１
通）。当選者のみ８月20日までに通知。

催 し

介護実習普及センターフェスタ

　下表の催しのみ要申し込み。その他、自助具製作コーナー、おむつや介護食の
展示・相談、福祉用具リサイクル抽選会などを実施。詳細は問い合わせを。d９月
28日㈯午前10時〜午後４時li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-
8100f731-5361y入場無料e電話かファクス、メール（m ｆ_kaigon＠fukuwel.or.
jp）で、８月１日以降に同センターへ。

内容 時間 定員（先着）
体操①　糖尿病と認知症の密接な関係〜運動を
上手に取り入れよう〜 10：00〜11：00 40人

体操②　楽しく脳活体操 10：10〜11：10 70人
介護講座　知っていますか「若年性認知症」のこと 11：20〜12：20 156人
ミニセミナー　おむつ選びのコツ教えます 12：50〜13：30 40人
映画上映会「八重子のハミング（字幕付き）」〜もし
も大切な家族が認知症と診断されたら〜 13：40〜15：40 248人

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



8/

24
●土

3あすみん　マイオートバイをつくろう

　親子向けの体験教室。重心とバランスの実験を交えながら模型の
オートバイを作ります｡ d午前10時〜正午、午後２時半〜４時半li

あすみん（中央区今泉一丁目）a724-4801f724-4901t小学４〜６年
生と保護者のペアc各５組（先着）y無料e電話かファクス、メール（m 
info@fnvc.jp）に参加者全員の応募事項を書いて、８月１日以降に同施
設へ。来所でも受け付けます。

8/

24
●土

2黒田家ゆかりの地まち歩き
崇福寺山門･黒田家墓所特別拝観ガイドツアー

d午後３時半〜５時半l集合は東公園亀山上皇像前（博多区）i福岡
観光コンベンションビューローa733-5050f733-5055c20人（先着）
y600円、小学生以下100円（保護者同伴）eファクスかメール（m kuro
machi@welcome-fukuoka.or.jp）に参加者全員の応募事項と代表者名を
書いて、問い合わせ先へ。

8/

24
●土

4ココロンセミナー「児童虐待の取材現場から考える〜な
ぜ、ＳＯＳは届かないのか〜」

　ルポライター・杉山春氏による講演。d午後２時〜４時lあいれふ
10階講堂（中央区舞鶴二丁目）iココロンセンターa717-1237f724-
5162c120人（先着）y無料eはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）か
ファクス、メール（m jinkenkeihatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp）、来所（中
央区舞鶴二丁目 あいれふ８階）で同センターへ。定員を超えた場合の
み通知。

8/

24
●土
他

2かなたけの里公園　ソバづくり体験

　種まきから収穫、そば打ちまでを体験。日程など詳細は問い合わせ
を。d８月24日〜来年１月26日の土曜日または日曜日（全８回）午前９時
半〜正午（午後１時、３時までの回あり）li同公園（西区金武）af 

811-5118c20組（先着。１組５人まで）y１組4,000円e電話か来所で、８
月１日以降に同公園へ。

8/

25
●日

2西部運動公園　夏のいきもの教室

　トンボやカエルなどを観察します。d午前10時〜正午li同公園
（西区飯盛）a811-5625f811-0549t小学生以下（保護者同伴）c30人
（先着）y無料e電話か来所で、８月５日以降に同公園へ。

8/

25
●日

2桧原運動公園　スイカ割り大会

d午後２時〜４時半li同公園（南区桧原五丁目）a566-8208f566-
8920t小学生以下と保護者c10組（先着。1組４人まで） ※スイカは１
組１個y無料e電話かファクスで、８月13日以降に同公園へ。

8/

28
●水
他

3今宿野外活動センター　そば打ち教室

　18歳未満は保護者同伴。d８月28日、９月
25日、10月23日、11月27日の水曜日午前10
時半〜午後１時半（連続講座）li同セン
ター（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-
3115c20人（先着）y6,000円e電話で８月
10日以降に同センターへ。ホームページで
も受け付けます。

8/

30
●金

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

d午前10時〜11時半li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-
0046t市内に住む60歳以上c20人（先着）y500円e電話かファクス
で、８月１日以降に同園へ。

8/

30
●金
他

3南区精神保健家族講座

　①「統合失調症の症状と治療について」②「統合失調症の理解〜家
族の対応について〜」③「当事者からのメッセージ〜施設見学〜」d①
８月30日㈮②９月20日㈮③10月25日㈮いずれも午後１時半〜３時半l

地域活動支援センター 心の春 希望（南区大楠一丁目）i南区健康課
a559-5118f541-9914c各45人（先着）y無料e電話かファクス、来所
で、８月１日以降に同課（南区塩原三丁目 南区保健福祉センター２階）
へ。

9/

1
●日
他

3東障がい者フレンドホーム　パソコン教室

d９月①１日㈰、７日㈯②13日㈮、20日㈮午後１時半〜３時（９月７日のみ
午前10時半〜正午。各２回の連続講座。①②の内容は同じ）li同
ホーム（東区松島三丁目）a621-8840f621-8863t市内に住む障がい
のあるパソコン初心者c各５人（先着）y無料e電話かファクス、来所
で、８月１日以降に同ホームへ。

9/

3
●火

2読書活動ボランティアをつなぐ交流会

　読書活動ボランティアをしたい人と、地域で子ども読書推進活動を
行う公民館・団体との情報交換・交流会。d午前10時45分〜午後０時
半lあすみん （中央区今泉一丁目）i生涯学習課a711-4655f733-
5538c30人（抽選）y無料eはがき（〒810-8621住所不要）かファクス、
メール（m katei@city.fukuoka.lg.jp）に、応募事項と応募動機を書い
て、８月15日（消印有効）までに同課へ。落選者のみ通知。

9/

4
●水
 他

3点訳ボランティア初級養成講習会

　現在活動中の点訳ボランティアから点訳の基本を学ぶ連続講座。
日程など詳細は問い合わせを。d９月４日〜来年３月４日の水曜日（全
20回）午後１時半〜３時半l市総合図書館（早良区百道浜三丁目）i

市立点字図書館a852-0555f852-0556tパソコンを持ち、基本的な
操作検索が可能で、講習会修了後に点字図書館専属ボランティアとし
て活動できる人c10人(抽選)y無料（テキスト代別）eはがき（〒814-
0001早良区百道浜３-７-１）に応募事項と職業、志望動機を書いて、８月
１日〜15日(消印有効)に点字図書館へ。来所でも受け付けます。当選
者のみ通知。

9/

6
●金
他

3東平尾公園　緑まちテニス教室（中級者向け）

d９月６日〜11月１日の金曜日午後７時〜９時（10月４日を除く連続講
座）li同公園（博多区東平尾公園一丁目）a611-1544f624-6161t 

20歳以上c20人（抽選）y１万3,000円eはがき（〒812-0852博多区東
平尾公園１-１-１）かファクス、メール（m Tennis.hakatanomori@midorima
chi.jp）に応募事項とテニス歴を書いて、８月１日〜23日（必着）に同公
園へ。

ふくおかどうぶつ相談室

li同相談室（西区内浜一丁目）a891-1231f891-1259t①不問②犬猫を飼っ
ている人、飼う予定の人③市内に住む犬の飼い主c①②なし③６組（先着。１組２
人。犬は１匹同伴可）y無料e①不要②③電話かファクスで②８月１日〜16日③８
月１日以降に同相談室へ（②はペット信託相談、犬のしつけのみ要予約）。

内容 日時
①わんにゃんよかイベント（犬の手入れ、猫の譲渡会、子
ども向けの紙芝居など。雨天の場合は内容変更あり） ８／４㈰10：00〜14：00

②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）

８／18㈰13：00〜16：00

③プロドッグトレーナーに学ぶ　パピーのためのしつけ
方教室（６カ月齢以下の犬について） ８／26㈪14：00〜16：00

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 講演

そば打ち教室



9/

7
●土

4地域包括ケア推進のための市民向け講演会「活用しよう 
在宅療養のサポーター 〜在宅であなたらしく生きる〜」

　認知症をテーマに在宅医療や介護サービス等を学びます。d午後１
時半〜４時lアクロス福岡イベントホール（中央区天神一丁目）i市医
師会在宅医療課a852-1512f852-1510c400人（先着）y無料e電話
かファクスで、同課へ。ホームページでも受け付けます。

9/

7
●土
他

3市総合図書館　古文書学講座

　古代〜近代の古文書解読の基礎を学びます。d９月７日〜28日の土
曜日午後２時〜４時（連続講座）l同図書館（早良区百道浜三丁目）i

同図書館文学・文書課a852-0634f852-0609t初めて古文書を読み
たいと考えている人c50人（抽選）y無料e往復はがき（〒814-0001早
良区百道浜３-７-１）で、８月15日（消印有効）までに同課へ（１人１通）。

9/

7
●土
他

3
まもるーむ福岡
特別講座①カブトガニ教室②神秘的な蛾

が

の世界
　いずれも小学３年生以下は保護者同伴。d９月①７日㈯②14日㈯午
前10時半〜正午liまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）a831-
0669f831-0670t小学生以上c各40人（先着）y無料e電話かメール

（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、８月１日午前10時以降に
同施設へ。

9/

7
●土
他

3視覚障がい者おでかけサポートボランティア入門講座

d９月７日〜21日の土曜日午後１時〜４時（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講座修了後、ボランティア活動ができる人
c20人（抽選）y1,000円e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３
-39）、ファクスで、８月１日〜23日（必着）に同センターへ。空きがあれば
当日も受け付けます。

9/

9
●月

3若年性認知症相談従事者研修会

d午後２時〜４時l市健康づくりサポートセンター（中央区舞鶴二丁目）
i認知症支援課a711-4891f733-5587t若年性認知症の人の介護や
相談業務に関わる専門職c70人（先着）y無料e市ホームページに掲
載、または情報プラザ（市役所１階）、各区保健福祉センター地域保健福
祉課で配布する申込書を、８月１日以降に認知症支援課へ。落選者のみ
通知。

9/

13
●金

2海づり公園　中秋の名月＆釣り大会

　釣り台利用料が半額になります。団子付き。d午後４時〜８時li

同公園（西区小田）a809-2666f809-2669 
t釣り台を利用する小学生以上（1組２人以
上。中学生以下は保護者同伴）c100人（抽
選）y無料（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
スで、９月３日（必着）までに同公園へ。ホー
ムページでも受け付けます。

9/

13
●金
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。d９月13日㈮、18日㈬、20日㈮午前10時〜午
後２時半（13日は３時まで。連続講座）lふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）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c100人（先着）y

無料n６カ月〜就学前（無料。９月６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、８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。

9/

14
●土

2市民総合スポーツ大会「バウンドテニス大会」

　ダブルス団体戦（１チーム６人）とラリー戦。d午前９時〜午後６時i

博多体育館（博多区山王一丁目）i市バウンドテニス協会af471-
7369t市内に住むか通勤・通学する18歳以上のペアc75組y１組
1,200円e電話かはがき（〒812-0893博多区那珂３-25-20-401 坂本宛
て）で、８月10日（必着）までに同協会へ。

9/

14
●土
他

2市民総合スポーツ大会「市民テニス大会」

　シングルス・ダブルス戦。詳細はホームページで確認するか問い合
わせを。d９月14日㈯、15日㈰、21日㈯午前９時〜午後９時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a735-7615

（月・水・金曜日午前10時〜午後４時）f735-7616t市内または近郊に
住むか通勤する人、市内のテニスクラブに所属する人（学生を除く）y

シングルス3,000円、ダブルス１組6,000円e応募事項と種目名、選手名
（一部の種目は生年月日も）、同協会加入団体に所属する人は団体名
を書いて、封書（〒810-0022中央区薬院２-14-26 東洋薬院ビル５階）か
メール（m moushikomi@fukuokacity-tennis.com）で８月14日（必着）まで
に同協会へ。封書の場合は92円切手を貼った返信用封筒の同封が必
要。

9/

14
●土
他

3アクロス･文化学び塾　①長崎の魅力〜長崎歴史文化博物
館の収蔵品について〜②発掘された豊前の国と吉野ケ里

　①同博物館（長崎市）で９月21日㈯から開催の企画展「収蔵品展 学
芸員のイチ推し」の見どころなどを紹介。②吉野ケ里歴史公園（佐賀
県神埼郡）で９月21日㈯から開催の特別企画展「よみがえる邪馬台国
―倭人伝のクニを探る」「邪馬台国と豊の国・豊前」の見どころなどを
紹介。d９月①14日㈯②28日㈯午後２時〜３時半lアクロス福岡セミ
ナー室２（中央区天神一丁目）iアクロス福岡文化観光情報ひろば
a725-9100f725-9102c各70人（先着）y500円e電話か来所で、８月
１日以降に問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

9/

16
●●月・祝

4講演会「スマホ・ゲーム依存の現状と支援〜家族にでき
ること・支援者にできること〜」

　講師は国立病院機構 久里浜医療センター ネット依存治療部門の
精神保健福祉士・前園真毅氏。d午後２時〜４時lアミカス（南区高宮
三丁目）iカウンセリングスペースやどりぎa409-5178m fukuoka.
semi@japanmac.or.jpc200人（先着）y無料eメールで８月１日以降に
問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

9/

19
●木
他

3精神保健福祉センター「こころの病ピアサポート講座」

　体験談や講演など。d９月19日㈭、25日㈬、10月４日㈮午後１時半〜
４時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i同センターa737-8825f 

737-8827c各100人（先着）y無料eファクスかメール（m seishinhok
en.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）に、応募事項と希望日を書いて、８月１日
以降に同センターへ。落選者のみ通知。

市総合図書館　おはなし会

　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するか問い合
わせを。li同図書館（早良区百道浜三丁目）a852-0600f852-0609t０〜２歳
児と保護者、幼児、小学生c各50人（先着）y無料e不要

催 し

西南杜
もり

の湖畔公園
初めてのジュニアテニス

d９月７日〜21日の土曜日午後４時〜６時（連続講座）
li同公園（城南区七隈六丁目）af863-7929t小
学１〜３年生c各学年10人（先着）y3,000円e電話か
来所で、８月１日午前９時以降に同公園へ。

講座・教室

情報BOX 福岡市政だより
 令和元（2019）年８月１日 12

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演

釣り大会

昨
年
の
同
教
室



お知らせ
人権尊重に関する作品を募集

　いずれも１人１点。【作文】400字詰
め原稿用紙５枚以内【ポスター・絵画】
Ｂ３画用紙。画材は自由。「人権尊重週
間」の文字を使う場合は期間（12月４
日〜10日）も記入【標語】400字詰め原
稿用紙【絵手紙】はがきサイズ。iコ
コロンセンターa717-1237f724-51 
62t市内に住むか通勤・通学する人
e郵送（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１ 
あいれふ８階）か持参で、９月12日（消
印有効）までに同センターへ。

おさかな大賞絵画コンテスト
　作品のテーマは「わたしの大好きな
お魚さん」。【規定】魚を題材としたも
の。四つ切りサイズの画用紙。画材は
水彩、クレヨンなど。応募は１人１点。
i福岡魚食普及推進協議会a711-
6414f711-6099t５歳〜小学生e作
品の裏に応募事項と作品名、学校名

（幼稚園または保育園名）を書いて郵
送（〒810-0072中央区長浜３-11-３）か
持参で、９月５日（必着）までに同協議
会へ。
介護保険負担限度額認定証の更
新が必要です

　介護保険施設やショートステイで
の食費と居住費（滞在費）の利用者負
担額が軽減される「介護保険負担限
度額認定証」の有効期限は、毎年７月
31日です。引き続き軽減を受ける場
合は、８月31日までに居住地の各区福
祉・介護保険課で更新手続きをしてく
ださい。i各区同課
総合西市民プール長水路（50m）の
一般開放

　通常25m・２面のメインプール（水深
3.3m）を50mにして開放します。準備の
ため、当日午後３時〜５時は閉鎖。d８
月21日㈬午後５時〜９時li同プール

（西区西の丘一丁目）a885-0124f 

885-6016t同プールが発行するメイ
ンプール利用カードの持参者。カード
の発行条件は中学生以上で100ｍ以
上泳げる人（中学生は親権者同伴で
の申し込みが必要）y一般320円、高
校生・市内に住む65〜69歳160円、中
学生110円、市内に住む70歳以上無料
都市計画法に基づく区域指定の
案の縦覧ができます

　西区今津、宮浦における同法およ
び市条例に基づく区域指定の案の縦
覧期間中、市に意見書を提出できま
す。【縦覧】８月１日㈭〜14日㈬に開発・
建築調整課（市役所４階）、西区地域支
援課（西区役所３階）で。市ホームペー

ジにも掲載【意見書】郵送、ファクス、
メール、持参で８月21日（消印有効）ま
でに問い合わせ先へ。i開発・建築調
整課a711-4588f733-5584
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】10月15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）マックスバリュ
エクスプレス千早駅前
店（東区千早四丁目）

変更 ５月22日

地域集会所建設費などを助成
　来年度に町内会・自治会が集会所
を建設（購入）、増改築、修繕する場合
や集会施設や会議室等を借り上げる
場合に費用の２分の１を助成します

（要件、審査あり）。また、集会施設用
地を購入する際の融資の斡旋（あっ
せん）も行います。i各区地域支援
課、入部出張所e電話で詳細を確認
の上、８月31日までに住所地の問い合
わせ先へ。

中学校卒業程度認定試験
　【願書の受付期間】８月19日〜９月６
日【試験日】10月24日㈭。申し込み方
法など詳細は問い合わせを。i県義
務教育課a643-3908f643-3912

全国家計構造調査にご協力を
　８月から、調査員証を携行した調査
員が対象地域の家庭を訪問しますの
でご協力ください。i各区総務課、統
計調査課a711-4081f711-4934
特別児童扶養手当の所得状況届
を提出してください

　特別児童扶養手当を受給している
人は所得状況届を提出する必要があ
ります。提出がない場合は８月分以降
の手当の支給ができませんので注意
してください。【提出期間】８月９日〜９
月11日i各区子育て支援課
市あき缶・びん対策協会 小・中学
生ポスターコンクールの作品を
募集

　空き缶や空き瓶、ペットボトルなど
のポイ捨て禁止、リサイクルの推進、
環境美化などをテーマにしたポス
ターを募集。詳細は市ホームページ
で確認するか問い合わせを。i家庭
ごみ減量推進課a711-4039f733-59 
07t市内に住むか通学する小中学生
e同課（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
どで配布するチラシ裏面の応募票を
作品の裏に貼って、郵送で９月13日

（消印有効）までに同課へ。

9/

22
●日

2博多障がい者フレンドホーム
サツマイモの収穫と試食会

　サツマイモの収穫後、サツマイモごはんと豚汁を作ります。d午前
10時〜午後１時li同ホーム（博多区西月隈五丁目）a586-1360f 

586-1397t市内に住む障がい児・者（18歳以下は保護者同伴）c20人
（抽選）y１人500円e電話かはがき（〒812-0857博多区西月隈５-６-１）、
ファクスに参加者全員の応募事項と障がいの有無、障がい者手帳の
種類を書いて、８月１日〜31日（必着）に同ホームへ。来所、ホームペー
ジでも受け付けます。

9/

28
●土

3スポーツ体験塾 ①体力測定会･遊びの広場②卓球教室

d①午前10時〜正午②午後１時半〜３時半l中央体育館（中央区赤
坂二丁目）i市スポーツ協会a645-1233f645-1220t①不問②小学
生c①なし②50人（抽選）y無料e①不要②８月１日〜14日にホーム
ページで受け付けます。当選者のみ通知。

9/

29
●日
他

3障がい者サッカー教室

d９月29日、10月６日、11月24日、12月15日、来年１月19日、２月16日の日
曜日午前10時〜正午（連続講座）l西南杜（もり）の湖畔公園(城南区
七隈六丁目)i市障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t13
歳以上の知的障がい者（チームでの申し込みも可）c40人（抽選）y１
人500円eホームページに掲載、または情報プラザ（市役所１階）、同協
会(中央区荒戸三丁目 ふくふくプラザ３階)、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１日〜15日（必着）に同協会へ。

10/

2
●水
他

3「福岡いのちの電話」ボランティア養成講座

　連続講座。日程など詳細は問い合わせを。d10月２日㈬〜来年８月
19日㈬l九州キリスト教会館（中央区舞鶴二丁目）i福岡いのちの電
話事務局a713-4343f721-4343t23〜68歳y２万円（その他実費負
担あり）e同事務局へ詳細を問い合わせの上、必要書類を８月31日

（消印有効）までに郵送。

10/

14
●●月・祝

他

2市民クルーズ 飛鳥Ⅱ「日本の魅力探訪クルーズ」

　同クルーズを一般価格の15パーセント引きで提供。定員（抽選）・料
金など詳細は７月25日以降市ホームページに掲載、または各区情報
コーナー、各出張所で配布するチラシで確認を。d10月①14日（月・祝）
〜17日㈭３泊４日②17日㈭〜22日（火・祝）５泊６日③14日（月・祝）〜22日（火・
祝）８泊９日i観光ブランド・クルーズ課a711-4559f733-5901t市内に
住むか通勤・通学する人eメール（m cruise@city.fukuoka.lg.jp）に参
加者全員の応募事項、市外に住む人は通勤・通学している会社名・学
校名を書いて８月20日までに同課へ。

博多座　９月・10月公演舞台「サザエさん」

　時間など詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d９月28日㈯〜10月
13日㈰午前11時、午後４時から ※午前のみ、または午後のみの
日あり。10月４日と11日は休演l博多座（博多区下川端町）i博
多座電話予約センターa263-5555hhttps://hakataza.e-tix.
jp/pc/hakataza.htmlt小学生以上yＡ席１万3,500円、Ｂ席9,500
円、Ｃ席6,500円e電話で８月３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８月４日午前10時から販売。

催 し

アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　①スポーツ鬼ごっこ体験
会②白玉団子作りとお月見会③ツリーワーカーが教える木登り体験

　小学３年生以下は保護者同伴。d９月①８日㈰午前10時〜正午、午後１時半〜
３時半②14日㈯午後６時半〜８時半③15日㈰午前10時〜午後０時半li同公園

（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020t①②不問③小学生以上c①各
30人②30人③20人（いずれも先着）y①②300円③1,000円（②は入館料別）e電
話か来所で、８月①８日②14日③15日以降に同公園へ。

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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井戸水の衛生対策

　井戸水は周辺環境の影響を受けや
すく、急に飲用に適さなくなることが
あります。「色、濁り、味」などに異常が
ないか日頃から確認し、設備の点検と
水質検査を定期的に行いましょう。水
質検査は各区保健福祉センター（保
健所）で受け付けています（有料）。i

生活衛生課a711-4273f733-5588
第２次市教育振興基本計画を策定
しました

　計画策定に当たり実施した市民意
見募集結果と併せて公表します。【閲
覧・配布】８月15日㈭まで教育政策課

（市役所11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a 

711-4412f711-4600
都市景観賞まちなみ写真コンテ
ストの作品を募集

　これまでに都市景観賞を受賞した
作品が写っている写真を募集。キッズ
部門（小学生）、一般部門（中学生以
上）の２部門。規格など詳細は募集
リーフレットか市ホームページで確認
を。i都市景観室a711-4589f733-5 
590e情報プラザ（市役所１階）、各区
情報コーナー、各出張所などで配布
の募集リーフレットで詳細を確認の
上、８月31日（必着）までに同室へ。
政治倫理審査会で市長の資産な
どを審査

　「福岡市長の政治倫理に関する条
例」に基づき、市長の資産などについ
て、５月31日に市政治倫理審査会で審
査が行われました。審査の対象は平
成30年12月７日現在の資産等報告書
です。記載事項等を審査した結果、特
に指摘すべき事項はないとの審査報
告書が提出されました。同報告書お
よび議事録は総務企画局総務課（市
役所８階）で閲覧できます。i同課
a711-4044f724-2098
コンビニ交付サービスがココカラ
ファインヘルスケアの店舗でも利
用できるようになりました

　マイナンバーカードで住民票の写
しなどの証明書を多機能コピー機か
ら取得できるコンビニ交付サービス
が、ドラッグセガミ美野島店（博多区
美野島二丁目）、ドラッグセガミ荒江店

（早良区荒江三丁目）、ココカラファイ
ン原店（早良区原六丁目）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a711-40 
74f733-5595
市高齢者保健福祉大会の参加者
を募集

　100歳を祝う式典と高齢者演芸発
表会の観覧者を募集します。d９月４

日㈬午後０時45分〜４時半l市民会館
（中央区天神五丁目）i同大会事務局

a713-1340f713-0157t市内に住む
60歳以上c500人（抽選）e往復はがき

（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）で８月
16日（必着）までに同大会事務局へ。1
人1通。

屋外広告物講習会
　屋外広告物に関する法令や表示、
施工について学びます（設置・管理に
必要な資格を取得可能）。d８月30日
㈮午前９時50分〜午後５時l久留米
シティプラザ（久留米市六ツ門町）i

都市景観室a711-4395f733-5590t

屋外広告物の施工業者y2,000円（福
岡市の収入証紙で納付）e市ホーム
ページに掲載、または同室（市役所４
階）で配布する申込書を８月７日（必
着）までに同室へ。

マンション管理士を派遣します
　管理組合の運営、管理規約、管理委
託契約、長期修繕計画などの相談に
応じる同管理士を無料で派遣します。
派遣は同一年度に１回（大規模修繕や
長期修繕計画に限り、２回可）。詳細は
問い合わせを。i住宅計画課a711-
4598f733-5589t市 内 の 分 譲 マン
ション管理組合の役員e市ホーム
ページに掲載、または各区情報コー
ナー、各出張所、情報プラザ（市役所１
階）で配布の申込書を同課へ。

県海外戦没者慰霊巡拝団員を募集
　①ミャンマー（ヤンゴン、ミートキー
ナ、マンダレー）②グアム・サイパンを
巡拝する団員を募集。参加資格や費
用など詳細は問い合わせを。d①11月
11日㈪〜15日㈮②来年２月14日㈮〜
18日㈫ ※いずれも４泊５日i県遺族
連 合 会a761-0012f781-2056c各15
人e①９月６日まで②11月15日まで。

敬老祝品を贈呈（カタログギフト）
　来年３月末時点で100歳の人に、敬
老祝品を掲載したカタログを８月に郵
送します。商品を選んで同封のはが
きを返送してください。詳細は問い合
わせを。i高齢福祉課a711-4881f 

733-5587

パートナーシップ宣誓制度説明会
　制度や支援事業について説明しま
す。d８月31日㈯午後２時〜２時半（受
け付けは１時半から）l市役所15階会
議室i人権推進課a711-4338f733-
5863c20人（先着）y無料e不要

市民農園利用者を募集
　利用期間は９月１日〜来年７月31日

（１世帯１区画＝15平方㍍）。i農業振
興課a711-4852f714-4033t市内に
住む人y1区画8,000円e往復はがき

（〒810-8620住所不要）かメール（m n-
shinko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に応

募事項と希望農園（１カ所）を書いて、
８月１日〜10日（消印有効）に市民農園
組合事務局（農業振興課内）へ。

農園名 募集区画
（抽選）

東部土井（東区土井一丁目）20区画
南部野多目（南区野多目四
丁目） ３区画

城南神松寺（城南区神松寺
一丁目） １区画

西部萩ケ丘（西区戸切三丁
目） ２区画

体験農園の開設に向けた講習会
を開催します

　所有している農地で体験農園の開
設を検討している人などに向けた講
習会を開催。詳細は市ホームページ
で確認を。d８月27日㈫①午前10時
半から②午後３時から（各90分）l①Ｊ
Ａ福岡市博多じょうもんさん福重市場

（西区福重一丁目）②ＪＡ福岡市東部
本店（東区筥松二丁目）i農業振興
課a711-4852f714-4033t市内に農
地を所有する人c各20人（先着）y無
料eファクスかメール（m n-shinko.
AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項
と参加希望会場を書いて、８月１日〜
16日に同課へ。
中高生向けプログラミング教室
の参加者を募集

　「テック・サマーキャンプ（お金とテ
クノロジー）」を開催。詳細は市ホーム
ページで確認を。d８月20日㈫〜22日
㈭（連続講座）lフクオカグロースネ
クスト（中央区大名二丁目）他i創業
支援課a711-4455f733-5901t市内
に住むか通学する中高生c10人（抽
選）y無料e市ホームページで８月５
日まで受け付けます。

しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「アクセス2016」講習 ▽パソコン

「イラストレーター」講習 ▽「エクセル
中級データベースと実務関数」講習

▽「医薬品登録販売者受験対策」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

市保育士就職支援研修会
　保育実践講座や求人紹介、就職相
談会などを実施。d８月28日㈬午後６
時半〜８時l市役所５階i指導監査

　※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。

課a711-4262f733-5718t保育所に
就職を希望する人（来年３月に卒業見
込みの学生も可）c20人（先着）y無
料e電話か郵送（〒810-8620住所不
要）、ファクス、メール（m hoiku-kyu 
jin-kyushoku@city.fukuoka.lg.jp）に
応募事項と生年月日を書いて、８月1
日〜22日（必着）に同課へ。来所（市役
所13階）でも受け付けます。
高齢者活躍人材育成事業「調理補
助」技能講習会

　食材管理や食中毒の予防などにつ
いて学びます。d８月29日㈭、30日㈮
午前10時〜午後４時（連続講座）lふ
くふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i

県シルバー人材センター連合会a 

292-1857f623-5677t市内に住み、勤
労意欲のある60歳以上c10人(抽選)
y無料eはがき（〒812-0046博多区吉
塚本町９-15 県中小企業振興センター
ビル８階）で８月19日（必着）までに同連
合会へ。来所でも受け付けます。
就労について悩んでいる若者や
家族を応援します

　県では、一定期間無業の状態にあ
る若者（15歳〜39歳）とその家族を支
援するため、国との連携により「若者
サポートステーション」を県内４カ所

（福岡、北九州、筑後、筑豊）に設置し
ています。個別相談や就労体験など
就職に向けた支援を行っています。詳
細は問い合わせを。o午前10時〜午
後５時（日・祝休日を除く。相談の予約
受け付けは平日のみ）li福岡若者
サポートステーション（中央区天神一
丁目 エルガーラオフィス11・12階）
a739-3405f739-3408y無料
県高齢者能力活用センター「シニ
ア就業希望者セミナー」

　働いている高齢者による体験談
や、元西日本新聞社記者の馬場周一
郎氏による講演など。d８月21日㈬午
後１時半〜３時半l福岡商工会議所
ビル（博多区博多駅前二丁目）i同セ
ンターa451-8621f451-8623tおお
むね60歳以上c200人（先着）y無料
e電話かファクス、来所（福岡商工会
議所ビル１階）で８月１日以降に同セン
ターへ。ホームページでも受け付け
ます。
介護扶助適正化に関する業務に従
事する嘱託員（育休代替）を募集

　【資格】介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）の有資格者で、本年度末まで
の介護支援専門員証の有効期間を有
し、介護支援専門員の実務経験があ
る人【任用期間】９月２日〜来年３月31
日【募集案内・申込書の配布】保護課

（市役所12階）、各区保護課で。市ホー
ムページにも掲載【申込期間】８月５日

（必着）までi保護課a711-4231f 

711-4232
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●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

お知
らせ しごと



「定年からのしごと探し」セミナー

　応募書類の作成、面接の心得など
事例を交えながら就職活動について
解説します。d９月11日㈬午後１時半〜
３時半l県立図書館（東区箱崎一丁
目）i県70歳現役応援センターa432-
2512f432-2513tおおむね60歳以上
c20人（先着）y無料e電話か来所

（博多区博多駅東一丁目 はかた近代
ビル５階）で、８月５日以降に同センター
へ。
市立病院機構職員（医療技術職）
を募集

　【募集職種】臨床検査技師、医療
ソーシャルワーカー、治験コーディ
ネーター【募集案内・申込書の配布】７
月26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】８月16日（消印有効）ま
でi同課a692-3422f682-7300
市立急患診療センター看護師を
募集

　募集案内はホームページに掲載。
【資格】土日祝日、年末年始などに月３
回以上出勤できる看護師または准看
護師。他要件あり【勤務場所】同セン
ター（早良区百道浜一丁目）、東・博多・
南・城南・西区の急患診療所（各区保
健福祉センター内）【申込期間】９月14
日までi同センターa847-1099（平日
午前９時〜午後５時）f852-1510

市社会福祉事業団の職員を募集
　【募集職種】社会福祉職、保育士、
言語聴覚士【採用予定日】来年4月1日
以降【募集案内・申込書の配布】市社
会福祉事業団事務局（中央区荒戸三
丁目）、情報プラザ（市役所1階）で。
ホームページにも掲載。郵送での請
求は、封筒の表に「受験申込書請求」
と朱書きし、120円切手を貼った返信
用封筒（A4サイズ）を同封し、同事務局

（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）へ。
【申込期間】８月13日〜26日（消印有
効）i同事務局総務課a731-3711f 

731-3722
市職員（中級・初級・消防吏員Ｂ・保
育士・運輸業務従事者・海技）を募集

　【募集案内・申込書の配布】８月１日
から人事委員会事務局任用課（市役所
５階）、情報プラザ（同１階）、各区情報
コーナー、各出張所、福岡市東京事務
所、県民情報センター（県庁１階）で。
市ホームページにも掲載。郵便での
請求は、封筒の表に「中初級等請求」と
朱書きし、140円切手を貼った返信用
封筒（Ａ４サイズが入る大きさ。宛先を
明記）を同封して同課（〒810-8620住所
不要）へ。【申込期間】 ▽電子申請＝８月
１日午前９時〜14日午後５時（受信有

効） ▽郵送＝８月１日〜16日（消印有効） 
※重複申し込みは不可。詳細は募集
案内か市ホームページで確認を。i

同課a711-4687f733-5866
定期採用（採用予定日：原則来年４月
１日）

募集区分 受験資格
中
級

行政事務 平成７年４月２日〜平
成12年４月１日に生ま
れた人学校事務

初
級

行政事務
平成９年４月２日〜平
成14年４月１日に生ま
れた人（４年制大学在
学者と卒業者は受験
できません）

学校事務

行政
技術

土木 平成６年４月２日〜平
成14年４月１日に生ま
れた人（４年制大学在
学者と卒業者は受験
できません）

建築
電気
機械

消防吏員Ｂ

平成７年４月２日〜平
成14年４月１日に生ま
れた人で、日本国籍を
有する人（４年制大学
在学者と卒業者は受
験できません）

保育士

平成６年４月２日以降
に生まれた人で、保育
士として登録されて
いる人または来年３月
31日までに登録され
る見込みの人

運 輸 業 務 従
事者（地下鉄
職員）

平成２年４月２日〜平
成14年４月１日に生ま
れた人（４年制大学在
学者と卒業者は受験
できません）

海技（航海）

昭和59年４月２日〜平
成14年４月１日に生ま
れた人で、６級以上の
海技士（航海）の免許
を有する人（取得見込
みは不可。４年制大学
在学者と卒業者は受
験できません）

早期採用（採用予定日：原則今年12
月１日）

募集区分 受験資格

中
級 行政事務

平成６年４月２日〜平
成11年４月１日に生ま
れた人

初
級

行政事務

平成８年４月２日〜平成
13年４月１日に生まれ
た人（４年制大学在学
者と卒業者は受験で
きません）

行政
技術 土木

平成５年４月２日〜平
成13年４月１日に生ま
れた人（４年制大学在
学者と卒業者は受験
できません）

物流推進課嘱託員 国際渉外担当
員（英語）を募集

　海外の港湾関係者との折衝や通
訳、関係団体との連絡調整、資料の翻
訳などの業務に従事。【資格】次の全

てを満たす人。他要件あり。 ▽通訳の
実務経験３年以上 ▽実用英語技能検
定１級またはTOEIC900点以上（同等の
資格も可） ※日本語を母国語としな
い場合は日本語能力検定１級（同等の
資格も可）も必要【任用期間】10月１
日〜来年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】同課（博多区沖
浜町 博多港センタービル５階）、情報
プラザ（市役所１階）、各区情報コー
ナー、各出張所で。市ホームページに
も掲載【申込期間】８月16日（必着）ま
でi同課a282-7110f282-7772
母子巡回健康相談車嘱託助産師

（産休・育休代替）を募集
　【任用期間】９月24日〜来年３月31日

（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】こども発達支援課（市役所13階）、
情報プラザ（同１階）、各区保健福祉セ
ンターで。市ホームページにも掲載

【申込期間】８月20日（必着）までi同
課a711-4178f733-5534
福岡北九州高速道路公社正職員

（土木）を募集
　【資格】昭和59年４月２日以降に生
まれた人【採用予定日】10月１日【募
集案内・申込書の配布】同公社本社

（東区東浜二丁目）などで。ホーム
ページにも掲載【申込期間】８月13日

（必着）までi同公社総務課a631-
1991f631-3287

県警察官を募集
　警察官Ａ（男性、女性、武道指導）、
警察官Ｂ（男性、女性）を募集。【募集
案内の配布】県警察本部（博多区東公
園）、各警察署・交番で。ホームページ
にも掲載【申込期間】８月13日〜９月２
日i県警採用センターaf622-0700

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。今回は内部障がい者（変更の可能
性あり。当日問い合わせを）。d８月21
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
精神保健福祉センター　ギャン
ブル依存症専門相談

　医師が面接で本人や家族からの相
談に応じます。d８月22日㈭、９月３日
㈫、10月８日㈫、11月５日㈫いずれも
午後２時〜５時li同センター（中央
区舞鶴二丁目）a737-8825f737-88 
27c各３人（先着）y無料e電話（a 

相 談

737-8829 火・木曜日午前10時〜午後
1時）かファクスで、８月１日以降に同セ
ンターへ。

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。d９月４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 ）
af738-0073t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。

ひきこもり相談
　臨床心理士や社会福祉士などが、
電話や面接で相談に応じます。d平
日午前10時〜午後５時liひきこも
り成年地域支援センター「よかよか
ルーム」（中央区舞鶴二丁目 あいれふ
３階）a716-3344f716-3394t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y無料e面接による
相談は電話かファクスで同ルームに
予約を。
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d８月24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
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。d８月17日㈯
午前10時〜午後４時lコミセンわじろ
２階（東区和白丘一丁目）i県行政書
士会a641-2501f641-2503y無料e

不要
行政書士による「交通事故」無料
相談会

　交通事故解決までの流れ、保険請
求手続きなどの相談に応じます。d８
月24日㈯午前10時〜午後４時l県行
政書士会館４階相談室（博多区東公
園）i県行政書士会a641-2501f64 
1-2503y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。d８月21日㈬午後１時〜４時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）a74 
1-5780f731-
5202c６人（先
着 ）y無 料e

電話かファク
スで、８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
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　※以下の問い合わせはa852-0600f 

832-1588へ。
納涼祭
　障がい者福祉事業所の商品の販売や
大学生によるマジックショー（午前11時、
午後1時半、３時から。定員は各先着30
人）、ミニフラワーアレンジメント（午前
10時半から。先着50人）、こま回し体験

（午前10時半〜午後３時）など。d８月18
日㈰午前10時半〜午後４時y入場無料
e不要。マジックショー、ミニフラワーア
レンジメント、こま回し体験は午前10時
から受け付けます。
一箱古本市
　一箱分の古本を持ち寄って販売する
イベントです。①来場者②出店者を募
集。d９月１日㈰午前10時半〜午後３時

t①不問②古本販売業者を除く中学生
以上（中学生のみの参加は保護者の同
意が必要）c①なし②８組（先着）y①
入場無料②無料e①不要②電話かファ
ク ス、メ ー ル（m yokatai@tbknet.co.
jp）、来所で、８月１日以降に同図書館へ。
ビブリオバトル
　読んで面白いと思った一冊を１人５分
間で紹介します。観覧自由。d９月１日㈰
午前11時〜午後０時半c発表者５人（先
着）y無料e電話かファクス、メール（m 
yokatai@tbknet.co.jp）に応募事項と紹
介したい本の名前・著者を書いて、８月１
日以降に同図書館へ。来所でも受け付
けます。

　※申し込みは往復はがきに応募事項
と希望日を書いて８月①９日②16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。
①おやこトコトコさんぽ
　自然ガイドと一緒に
散歩します。d８月28日
㈬ 午 前11時〜正 午t

未就学児と保護者c20
人（抽選）y200円
②ツリーウオッチハイキング
　樹木を観察しながら散策します。中学
生以下は保護者同伴。d９月８日㈰午前
10時半〜午後０時半c40人（抽選）y 

200円

　※いずれも無料。申し込みは電話か
ファクスで、８月１日以降に同センター
へ。
新米パパママ応急手当て講習会
　１歳前後の子どもに対する心肺蘇生
法や異物除去法などを学びます。d８月
31日㈯午前10時〜11時半、午後２時〜３
時半t１歳前後の子どもや孫がいる人、
子どもが生まれる予定の人c各10組

（先着）
身近な防災について考えよう〜地震・
大雨発生 あなたはどうする？〜
　同センター職員と一緒に考えます。d

８月31日㈯午前11時半〜午後０時半c６
組（先着）

企画展示「筒描（つつがき）〜庶民生活
の華〜」
　風呂敷や夜着などを展示。d８月６日
㈫〜11月17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
夏休みこども博物館
　国宝金印の複製品を約2,000年前と同
じように粘土に押す体験をします。d８月
７日㈬、８日㈭午前10時〜正午、午後1時
半〜３時（随時受け付け）t６歳以上c

各日100人（先着）y無料e不要

　※以下の日程は７月30日㈫〜９月29
日㈰。料金は一般200円、高大生150円、
中学生以下・市内に住む65歳以上無料。
夏休みこども美術館 美術のひみつ〜昔
の美術編〜
　古美術の素材や鑑賞方法などを紹介
します。「田中丸コレクション 九州古陶の
美」のコーナーも子ども向けに紹介。
茶人の「好み」
　利休などの茶人が制作に携わった茶
器などを通して、彼らの美意識や当時の
人々の価値観を紹介します。

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（休園日と木曜は
休み）

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。

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

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

美術館
〒810-0051 中央区大濠公園１-６
a7１４-6051 f７14-6071
o午前９時半〜午後５時半。７月〜10
月の金・土は午後８時まで開館（入館
は閉館30分前まで） ※カフェ、レスト
ランについてはホームページで確認
を。 x月曜（祝休日のときは翌平日）

総合図書館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目７-１　a852-0600 f852-0609
o午前10時〜午後８時（日・祝休日は午後７時まで）x月曜（祝休日のときは翌平日）、月末

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

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

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）

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）。アミカス図書室は第３火曜も休み。

　※いずれも入園料別。①当日午前９
時③当日午後１時から受け付け。
①環境教育講座「植物の力〜食〜」
d８月17日㈯午前９時半〜正午t小中
学生c30人(先着)y無料
②キッチンハーブのスワッグづくり
　壁飾りを作ります。d９月10日㈫午後１
時半〜３時半c30人（抽選）y500円e往
復はがきかファクスで、７月26日〜８月27
日(必着)に同園へ。ホームページでも受
け付けます。
③植物観察会「秋の野草」
d９月14日㈯午後１時半〜３時半c50人
(先着)y無料

ブドウフェア
　同公園で採れた巨峰
やネオマスカットなど=
写真=を販売します。
d８月17日 ㈯、18日 ㈰
午前10時〜午後４時y入場無料e不要
園芸講座「秋冬野菜・花の種まきと植え
付け」
　ダイコンや白菜などの育て方につい
て学びます。d８月20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、８月13日以降に同公園へ。

l①②③⑤同センター④大濠公園（中央区）e①②③⑤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。④不要

内容 日時 対象・定員 費用
①１日糖尿病教室（食事
療法、運動療法） ９／７㈯10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円

（食事付き）
②30歳代のヘルシース
クール（個別健康相談） ９／８㈰、22㈰14:00〜16:00 各10人（先着） 無料

③食事チェックから始め
よう「気軽に糖尿病教室」９／18㈬13:30〜15:30 12人(先着) 500円

④ニコニコペース健康教
室（ウオーキング）

９／21㈯14:00〜16:00（毎月第
３土曜日開催） ―

年会費2,000円
（ 参 加 体 験は
無料）

⑤やせナイト塾（生活習
慣改善教室）

10／３〜24の木曜日と来年１
／23㈭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

l②はエルガーラホール（中央区天神一丁目）i①はアミカス図書室a534-7593 
f534-7595t①６カ月〜小学３年生の子どもの保護者②③不問y無料n６カ月〜小
学３年生（無料。子どもの氏名、年齢・月齢を書いて各10日前までに申し込み）e電話
かファクス、メール（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と、①は希望日（第２希
望まで可）を書いて問い合わせ先へ。ホームページ、来所でも受け付け可。①は８月
８日締め切り、②③は８月１日以降受け付け。①は当選者のみ通知。

内容・日時 定員
①託児で安心 アミカスBOOKタイム（託児付きで読書やDVD視聴）
８／29㈭、30㈮、31㈯10：00〜11：50 各15人（抽選）

②講演会「一歩先の働き方改革」（講師は働きがいを高める組織風土改革を
実践した企業 サイボウズの松川隆氏）　９／４㈬13：30〜15：30 200人（先着）

③映画「ナディアの誓い」上映会&トーク（2018年ノーベル平和賞を受賞した
ナディアの闘いを追ったドキュメンタリー）　９／７㈯13：30〜16：00 100人（先着）

　※以下の申し込みははがきかファク
ス、来所で、８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。
体験 気功教室
d９月７日〜21日の土曜日午前９時半〜
10時45分（連続講座）t18歳以上c20人

（抽選）y2,100円
秋の体験 げんきっずひろば
　運動能力を向上させるコーディネー
ション運動を行います。d９月７日〜21
日の土曜日午後４時〜５時（連続講座）
tコーディネーション運動未経験の年
中・年長児c10人（抽選）y1,500円

カラダ引き締め
　姿勢改善、機能性トレーニングなどの
運動をします。d９月20日〜11月８日の
金曜日午後２時45分〜３時45分（連続講
座）t18歳以上c20人（抽選）y4,800円

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。８月25日
までの金・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） ※８月12日（月・休）は開館。

情報BOX 福岡市政だより
 令和元（2019）年８月１日 8施設の情報

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

昨年の同イベント

カラダ引き締め

８月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①は上履きを持参、会場は ▽７日＝城南体育館（城南区
別府六丁目） ▽８日＝博多体育館（博多区山王一丁目） ▽９日＝南体育館（南区塩原
二丁目）y①〜④無料⑤200円c①〜③なし④80人(先着)⑤20組（先着）e①〜③
不要④当日午前９時から６階総合受付で整理券を配布。⑤電話かファクスで、８月６
日以降に同施設へ。

内容 日時 対象
①体育館がみんなの遊び場に こどもの
アソビバ

８／７㈬、８㈭、９㈮10:30〜
12：00、13：00〜16：00 幼児〜高校生

②みんなであそぼう（８／11＝ドッヂ
ビー、８／16＝積み木あそび）

８／11(日・祝)13：30〜14：30、
16㈮14：00〜16：00

８／11＝小中高生、８／
16＝幼児〜高校生

③あいくるのおばけやしき ８／12（月・休）13：00〜16：00 幼児〜高校生
④映写会「魔女の宅急便」 ８／14㈬14：00〜16：00 幼児〜高校生
⑤木育おもちゃのひろば ８／28㈬10：00〜12：00 乳幼児

参加者を募集 ①10月から始まる「てづくりクラブ」②とびだせ あいくる探検隊
　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。


