
生ごみ堆肥を使った菜園講座

　段ボール・木枠・設置型コンポストで堆肥を作ります。①白菜等の植え付けな
ど②キャベツの植え付けなど③サツマイモの収穫、調理（みそ汁等）など—も行
います。d９月①７日㈯午後１時半〜３時②19日㈭午前10時〜11時40分③28日㈯
午前11時〜午後１時l①②クリーンパーク・東部敷地内（東区蒲田一丁目）③種
苗育成施設内（博多区立花寺一丁目）i循環生活研究所a405-5217f405-
5951t市内に住む人（③は小学生以下と保護者）c各30人（抽選）y①②無料③
１人300円e電話かはがき（〒811-0201東区三苫４-４-27）、ファクスに参加者全員
の応募事項と希望日を書いて、各開催日の８日前（必着）までに同研究所へ。

講座・教室

さん・さんプラザ（市障がい者スポーツセンター） 
レベルアップバドミントン教室

　参加者のレベルに応じて指導します。d８月31日、９月21日、10月19日、11月９
日、12月21日、来年１月18日、２月22日の土曜日午後６時半〜８時半li同プラザ

（南区清水一丁目）a511-1132f552-3447t障がいのある中学生以上c各日15人
（先着）y無料eファクスに応募事項と希望日を書いて、８月15日以降に同プラ
ザへ。来所、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。

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
※８月13日㈫〜15日㈭は午後７時〜翌朝７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。

●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。
　※８月13日㈫〜15日㈭は日・祝休日と同様。

●歯科急患診療所（中央区大名一丁目）
　日・祝休日と８月13日㈫〜15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。

●外科当番医（８月後半の日曜日）
８月18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
８月25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。

8/

17
●土
他

2ヤフオクドーム de モーニング体操

　福岡ヤフオク！ドームのグラウンドで、福岡ソフトバンクホークスの
キャラクターと一緒にラジオ体操をします。体操終了後は、午前10時
までグラウンドを開放します。d８月17日㈯、21日㈬、22日㈭午前８時
半〜10時l集合は同ドーム８番ゲート（中央区地行浜二丁目）i福岡
ソフトバンクホークスa847-1006f847-1631y無料e不要

8/

18
●日

2劇団ティンカーベル　オリジナルミュージカル
ミューとゆかいな猫たち〜星の約束〜

d午前11時半〜午後１時、午後３時〜４時半l早良市民センター（早良
区百道二丁目）i劇団ティンカーベル・原a090-8356-5070m chami 
811@gmail.comt３歳以上c各500人（先着）y2,500円 ※前売りは500
円引きe電話かメール(m ticket.kaimasu@gmail.com)で同劇団へ。
ホームページでも受け付けます。

8/

18
●日

2下水道フェア福岡「課外授業 in キャナル」

　①下水道の働き等について、講義やクイズ、実験を行います。微生
物観察、下水道管内調査カメラの操作などの体験ブースもあり。②打
ち水ひしゃく作り、アクリルたわし作りコーナー、クイズラリーなど。詳
細はホームページで確認を。d午前10時〜午後４時l①キャナルシ
ティ博多地下１階（博多区住吉一丁目）②ぽんプラザ（博多区祇園町）
i道路下水道局総務課a711-4503f733-5596y無料e不要

8/

18
●日

4若者よ国連を目指せ 国際機関で働くためには

　外務省国際機関人事センターの中野美智子氏が、国連をはじめと
する国際機関での仕事内容などについて、講演と質疑応答を行いま
す。d午後２時〜４時半lアクロス福岡こくさいひろばi国連ハビタッ
ト福岡市民の会・牟田a090-6770-2481f0942-41-2080c70人（先着）
y無料eメール（m muta@ktarn.or.jp）で同会へ。ホームページでも
受け付けます。

8/

20
●火

3フィンテックエンジニア座談会

　フィンテック（インターネットやスマートフォンなどのITを活用した金
融サービス）のエンジニアを招き、最新の業界動向や九州で働く意義
などについて話します。d午後６時半〜８時lフクオカグロースネクス
ト（中央区大名二丁目）i創業支援課a711-4455f733-5901tエンジ
ニア志望の中学生〜大学生、現役エンジニアc80人（先着）y無料e

市ホームページで受け付けます。

8/

22
●木

2鴻
こうろかん

臚館体験講座　藍の生
な ま ば

葉染め

d午前10時〜正午l市美術館（中央区大濠公園）i史跡整備活用課
a711-4784f733-5537t小学生（保護者同伴）c20人（先着）y無料
eメール（m shiseki.EPB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と参加者全
員の氏名（ふりがな）を書いて同課へ。

8/

24
●土

2今津運動公園
こども樹木博士〜公園の「みどり」を観察してみよう〜

　樹木医の解説を受けながら、公園内の樹木などを観察します。d午
後２時〜４時li同公園（西区今津）a807-6625f807-6627t小中学
生c20人（先着）y無料e電話か来所で、８月15日以降に同公園へ。
ホームページでも受け付けます。

8/

25
●日

2よりみち保健室

　図書館で簡単な健康チェックができます。ゲームに参加すると景品
もあり（先着100人）。d午前10時〜午後３時l市総合図書館（早良区
百道浜三丁目）iよりみち保健室事務局a401-3456f739-6081y無
料e不要

8/

25
●日

2アイランドシティ中央公園　輪投げＴ
ツ リ ー

ＲＥＥ

　輪投げに成功すると観葉植物を持ち帰ることができます。小学３年
生以下は保護者同伴。d午後１時半〜３時半（受け付けは１時25分か
ら）li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020c30人

（先着）y500円（２投）e不要

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール　h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日
※カレンダーの日付は、イベント開催日（複数日ある場合はその初日）を記載しています。

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

情報BOX ※ご記入いただいた個人情報は適切に管理し、目的外には使用しません。
※講座・催しなどで、特に記載がないものは誰でも参加（申し込み）可。

応 募 事 項
電話以外で申し込む場合は次の	応募事項	を書いてください。
　●	催し名など（コースも）	 　●	郵便番号・住所
　●	氏名（ふりがな）	 	 　●	年齢
　●	電話番号	 	 	 　●	小中高生は学年

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

情報BOX 福岡市政だより
令和元（2019）年８月15日 14催し 講座

教室 講演



8/

30
●金

2 NPO等と市の共働事業提案 公開プレゼンテーション

　来年度から実施する共働事業の公開提案会。d午後２時半〜３時半
（受け付けは２時から）lあすみん（中央区今泉一丁目）i市民公益活
動推進課a711-4283f733-5768c50人（先着）y無料e不要

8/

31
●土

2この指と〜まれ

　障がいがある人が、ピアノやバイオリン、マリンバなどを演奏しま
す。要約筆記あり。d午後１時〜５時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）
iこの指と〜まれ実行委員会・由川a090-8408-6650f863-3235c300
人（先着）y1,000円 ※前売りは300円引きe電話かファクス、メール

（m peco-mako@i.softbank.jp）で、問い合わせ先へ。

8/

31
●土

3福岡国際母子総合研究シンポジウム・市民公開講座「母
と子の健康・笑顔を守る 〜健康寿命をのばすために〜」

　九州大学病院と市立こども病院の医師が話します。d午後２時〜４時
（受け付けは午後１時半から）lＪＲ博多シティ９階（博多区博多駅中央街）

i九州大学大学院医学研究院生殖発達医学a642-5573f642-5580 
c100人（先着）y無料e不要

8/

31
●土

2 A
エンジェリック

ngelic S
シャウト

hout 全員集合L
ラ イ ブ

IVE

　ゴスペルライブを行います。d午後５時半〜７時半l西市民セン
ター（西区内浜一丁目）iＡＳＦプロジェクトa080-3898-6377m asli
ve2019@angelicshout.comc750人（先着）y一般2,500円、高校生以下
1,500円 ※前売りは500円引き、未就学児は無料eローソンチケットで
販売。

8/

31
●土
他

2イスラ・デ・サルサ 〜W
ワールド

orld B
ビ ー ト

eat F
フェスティバル

estival〜

　異文化交流イベント。ダンスパフォーマンスなどもあり。料金など
詳細はホームページで確認を。d８月31日㈯、９月１日㈰午後１時〜８
時l能古島キャンプ村（西区能古）iラテン文化センター ティエンポ
a762-4100f762-4104eチケットぴあ、ローソンチケットなどで販売。

9/

1
●日

2わんにゃんよかイベント in あにまるぽーと

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

9/

1
●日

2
薬物乱用防止キャンペーンイベント「ダメ。ゼッタイ。」
N
ノー

O D
ドラッグ

RUG, K
ノ ー

NOW D
ドラッグ

RUG やめよう乱用 正しく学ぼう くすりの知識
　麻薬探知犬の実演や子ども調剤体験、薬物に関するパネル展示など
を実施します。d正午〜午後５時lイムズ地下２階（中央区天神一丁目）
i地域医療課a711-4264f733-5535y無料e不要

9/

5
●木
他

2高齢運転者講習会〜シミュレーターによる実技体験〜

　交通安全について学べる体験型の講習。d９月５日㈭、11日㈬午前
10時〜11時半lふっけいコアセンター（南区花畑四丁目 運転免許試
験場内）i生活安全課a711-4061f711-4059tおおむね65歳以上の
運転者と家族（運転者のみでも可）c各20人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m seikatsuanzen.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事
項と希望日を書いて、８月15日以降に同課へ。

9/

6
●金
他

3「時短でバランスよかごはん」料理教室

　バランスの取れた食事を短い時間で作るこつを学び、グループで調
理実習をします。 ※３日とも同じ内容です。d９月①６日㈮②13日㈮③
26日㈭午前10時半〜午後１時半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） ※②は託児無
し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、８月23日（必着）までに同課（〒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。

Ｒ60倶
く ら ぶ

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）iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456m info@r60festa.
jpc①50人②20人③30人（いずれも先着）e①③不要②電話かメールで、８月15
日以降に同事務局へ。

内容 日時 費用
①オトナ塾 栄養士から学ぼうロコモを
知って健康寿命アップ 食事編（骨健康度
測定会も同時開催、先着10人）

８／20㈫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
＝今すぐ使えるコーチング＆まわしよみ新
聞 ▽２部＝ゲームで楽しむグループコミュニ
ケーション ▽３部＝カフェタイム・自由懇談

８／26㈪
１部＝12：30〜14：30
２部＝15：00〜16：30
３部＝16：30〜17：00

1,000円（希望
の部のみの参
加 可。ただし
全て参加した
時と同料金）

③オトナ塾 簡単 節約 今日から始める
たのしい循環生活 段ボールコンポスト編

（家庭の生ごみを使った堆肥作り）
８／27㈫13：00〜14：00

（12：30から受け付け） 無料

講座・教室

アミカス　①区民と医師との会公開講演会　元気が出る糖尿病
のおはなし②夫・パートナーとの関係を考える〜これってＤＶ？〜

　①は糖尿病患者でもある医師の南昌江氏による講演会。講演後に質問もでき
ます。d９月①14日㈯午後２時〜４時半②19日㈭午後１時半〜３時半liアミカス

（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766t①不問②女性c①150人②20人(い
ずれも先着)y無料n６カ月〜小学３年生（無料。各10日前までに要予約）e電話

（②は526-3788）かファクス、メール①（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）②（m amikas.
soudan@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と託児希望者は子どもの氏名・年齢（月齢）
を書いて、８月15日以降に同施設へ。来所、ホームページでも受け付けます。

講座・教室

雁の巣レクリエーションセンター　①ノルディック・ウオーキ
ング教室②補助輪なしはこわくない 自転車乗り方安全教室

d①月曜日（祝休日を除く）午前９時〜10時半（受け付けは８時45分から） ※雨天
中止②９月８日㈰午前９時半〜11時半li同センター（東区奈多）a606-
3458f607-9057t①小学生以上②補助輪なしの自転車に乗れない、乗るのが苦
手な５歳〜小学３年生と保護者のペアc①各30人（先着）②30組（抽選）y①無料

（ポールレンタル代300円）②１組500円e①不要②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を書いて、８月30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。

講座・教室

広告枠の広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨等をするものではありません。

8/

25
●日

2博多盆仁
に わ か

和加大会

　博多の伝統芸能である「博多仁和加」などを披露します。d午後１時
〜５時（開場は午後０時15分）l中央市民センター（中央区赤坂二丁
目）i博多仁和加振興会事務局（福岡観光コンベンションビューロー
内）a733-5050f733-5055c500人（先着）y無料e不要

8/

25
●日

2博多ガイドの会まち歩き　大
だいとうろう

灯篭の武者絵を見に行こう

　博多の夏祭りを締めくくる大浜地区の祭り「流灌頂（ながれかんじょ
う）」の由来などを紹介します。d午後４時半〜６時半l集合は西鉄バ
ス蔵本（博多小前）バス停・大博通り側i博多区企画振興課a419-
1012f434-0053c20人（先着）t小学生以上（小学生は保護者同伴）
y700円e電話で８月15日午前９時以降に同課へ。

8/

25
●日

2清水ふれあいまつり

　ステージイベントや、バザー、クッキー作り体験など。d午前11時〜
午後３時半l南障がい者フレンドホーム、さん・さんプラザ、なのみ学
園、清水ワークプラザ（いずれも南区清水一丁目）i同ホームa541-
5858f541-5856y入場無料e不要

8/

27
●火

2老人福祉センター長生園
長生園オレンジカフェ

　認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気の中で話をしたり
相談したりできます。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、８月15日以降に同園へ。

8/

27
●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３時〜
５時（受け付けは午後２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/

29
●木

3ボートレース福岡
ハーバリウムアロマディフューザー作り

　好きな香りと花を選んで、瓶に詰めて作ります。d正午〜午後１時、
午後３時〜４時lボートレース福岡（中央区那の津一丁目）iアノンセ
a771-3166f771-3344t20歳以上の女性c各15人（抽選）y無料（入
場料別）eはがき（〒810-0041中央区大名２-３-３-903）かファクスに応募
事項と、ファクスの場合はファクス番号も書いて、８月20日（必着）まで
に問い合わせ先へ。当選者のみ８月23日までに通知。

8/

29
●木
他

2はかた伝統工芸館　博多人形与一賞展

　若手博多人形師の登竜門である同賞の受賞作品などを展示しま
す。d８月29日㈭〜９月10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-
5460y無料

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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教室



①秋季イタリア語講座②英会話教室

　いずれも連続講座。定員など詳細は問い合わせを。l①TKP博多駅筑紫口ビジ
ネスセンター（博多区博多駅中央街）②博多座西銀ビル（博多区下川端町）i①
福岡日伊協会a476-2153f476-2634②福岡日英協会a476-2155f476-2634 ※
いずれも電話は平日のみe電話かファクスで各問い合わせ先へ。

言語 日時 費用

①イタリア語
いずれも週１回　 ▽はじめてコース＝９／３〜11
／26の火曜日18：30〜20：00 ▽ 初中級コース＝９
／２〜12／16の月曜日18：30〜20：00 ▽ 中級会話
コース＝９／５〜11／21の木曜日19：00〜20：30

１万8,000円（はじ
めてコース・初
中級コースはテ
キスト代別）

②英語
いずれも９／２〜11／29　 ▽ 初級＝月・水曜日

▽ 中級＝火・木曜日 ▽ 上級＝金曜日いずれも
18：30〜20：00

２万円（テキスト
代別）

講座・教室

介護実習普及センター

li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y無料e電話かファ
クス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、来所で、９月１日以降に同センターへ。

内容・日時 定員（先着）
①立ち上がりを楽にしよう　10／５㈯11:00〜13:00、10㈭10：00
〜12：00

10／５＝15人
10／10＝20人

②人には聞けないおしっこトラブル　10／8㈫14：00〜16：00 25人
③人には聞けないうんちトラブル　10／16㈬14:00〜16:00 25人
④歩行を助ける用具と靴選び　10／19㈯11：00〜13：00、24㈭
10：00〜12：00

10／19＝15人
10／24＝20人

⑤もれないためのおむつ選び　10／22（火・祝）14:00〜16:00 25人
⑥もれないためのおむつの当て方　10／29㈫14:00〜16:00 25人

催 し

福北連携コーナー
takagi presents（タカギ プレゼンツ） TGC 北九州 2019

　「東京ガールズコレクション」を今年も行います。詳細はホームページで確認
を。d10月５日㈯午後２時〜６時半l西日本総合展示場新館（北九州市小倉北
区浅野三丁目）iBEAa712-4221f715-0463y指定席１万500円、スタンディン
グ自由7,500円 ※４歳以上は要チケットeチケットは８月17日午前10時からチ
ケットぴあ、ローソンチケットなどで販売。

9/

7
●土

2楽水園　落語

　内浜落語会の粗忽家（そこつや）勘江、楽弧（らっこ）が出演。d午後１時
〜２時li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c30人（先着）y1,000
円（抹茶サービス付き）e電話かファクスで、８月15日以降に同園へ。

9/

7
●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、８月15日以降に同ゴルフ場へ。

9/

7
●土

3立花寺緑地リフレッシュ農園
市民向け 秋冬野菜栽培講習

　家庭菜園の初心者向けに講習や相談会を行います。d午前10時〜
正午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883c30人

（先着）y300円e電話かファクスで、８月15日午前10時以降に同農園へ。

9/

8
●日
他

3市総合体育館　ランニング講習会

　腕の振り方や姿勢、着地方法などのポイントを学んだあと、施設周
辺を５㎞ほど走ります。 ※雨天時は多目的室で筋トレなどを行いま
す。d９月８日㈰、10月５日㈯午前９時半〜11時半 ※１日のみli同体
育館（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318t18歳以上のフル
マラソンに初挑戦したい人c各15人（先着）y1,000円e電話か来所
で、８月15日以降に同体育館へ。

9/

10
●火
他

3早良障がい者フレンドホーム
はじめてのパソコン教室（エクセル初心者）

　エクセルの基礎を学びます。d９月10日〜10月８日の火曜日午前10
時〜正午（連続講座）li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-
2761f847-2763t市内に住む肢体・内部障がいのある18歳以上c６人

（ 抽 選 ）y1,300円e電 話 か ファク ス、メ ー ル（m y.ooba01@fc-
jigyoudan.org）、来所で、８月15日〜22日に同ホームへ。

9/

11
●水

4ココロンセミナー「物語の中の人権〜言葉が育む心〜」

　「語りの森」代表の富原美智子氏が、乳幼児向けのおはなし会と大
人向けの講話をします。 ※大人向け講話の時は乳幼児を別室で預か
ります（無料）。d午前10時半〜正午l中央児童会館「あいくる」（中央
区今泉一丁目）iココロンセンターa717-1237f724-5162c50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。

9/

11
●水

3
緑のコーディネーターによる体験講座
A
オ ー タ ム

utumnリース
　ドライフラワーや木の実を使ってリースを作ります。d午後２時〜４時
l博多市民センター（博多区山王一丁目）i市緑のまちづくり協会みど
り課a822-5832f822-5848c20人（抽選）y1,500円eはがき（〒814-
0001早良区百道浜２-３-26）かファクス、メール（m mms@midorimachi.jp）
で、８月22日（必着）までに同課へ。ホームページでも受け付けます。

9/

12
●木

3舞鶴公園　ドライアジサイリースを作ろう

　アジサイのドライフラワーを使って作ります。d午前10時半〜午後
０時半、午後２時〜４時li同公園（中央区城内）a781-2153f715-
7590c各18人（抽選）y1,200円eはがき（〒810-0043中央区城内１-４）
かファクス、メール（m ｍaiduru@midorimachi.jp）に応募事項と希望時
間を書いて、８月15日〜25日（必着）に同公園へ。

9/

12
●木

3さざんぴあ博多　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（初参加の人優先）y1,500円e電
話か来所で、８月15日以降に問い合わせ先へ。

9/

13
●金

4福岡市フォーラム　産前産後のメンタルヘルス①講演
②マタニティーヨガ③相談会

　①はメンタルクリニックあいりす院長の吉田敬子氏の講演。③は保健
師・心理士による個人面談。 ※①の手話通訳が必要な人は９月５日まで
に連絡を。d①午後１時半〜３時②午後３時15分〜４時③午前10時〜午後
４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i精神保健福祉センターa737-
8825f737-8827c①150人②15人③５人（いずれも抽選）t①不問②妊
娠16週以上で主治医の許可が出ている人③産前産後の人y無料n①
のみ６カ月〜就学前（無料。８月15日〜９月５日までに要申し込み）e電話
かはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）、ファクス、メール（m seishinhoken.
PHWB@city.fukuoka.lg.jp）で、８月15日〜９月５日（必着）に同センターへ。

9/

13
●金
他

2唐津街道箱崎宿の特別公開町家巡り

　江戸時代の建築様式を残す町家６軒をガイドと一緒に巡ります。国
登録有形文化財の箱嶋家住宅で箱崎宿の魅力についての話もあり。
d①９月13日㈮午後３時50分〜６時②10月12日㈯午後２時〜４時l集
合は①筥崎宮絵馬殿（東区箱崎一丁目）②地下鉄箱崎九大前駅i箱
嶋家住宅a090-5043-2107f651-1062c30人（先着）y1,000円e電話
かファクスで、８月15日以降に問い合わせ先へ。

9/

14
●土

3板付弥生のムラ　土器づくり体験教室

d午前10時〜正午l板付遺跡 弥生館（博多区板付三丁目）i史跡整
備活用課a711-4783f733-5537c20人（抽選）y無料eメール（m shi
seki.EPB@city.fukuoka.lg.jp）で８月30日までに同課へ。

9/

14
●土

2 200海里の森づくり

　市の水源地域である大分県日田市中津江村で下草刈りや地元の人
との交流会を行います。d午前７時20分〜午後５時li集合･解散は市
水道局（博多区博多駅前一丁目）i流域連携課a483-3194f483-
3252t市内に住むか通勤･通学する小学５年生以上で山中の傾斜地で
草刈り活動ができる人（中学生以下は保護者同伴）c40人（抽選）
y1,000円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 ryuiki.WB＠city.fukuoka.lg.jp）で、８月23日（必着）までに同課へ。

シニア女性の「スポーツダンス健康教室」

　初心者向けの連続講座。詳細は問い合わせを。i日本スポーツダンス協会
af524-3120tおおむね60歳以上の女性c各15人（抽選）y無料eはがき

（〒815-0071南区平和２-５-17-202）に応募事項と希望会場・日時（第２希望まで記
入）を書いて、８月26日（必着）までに同協会へ。

会場 クラス・日時
さざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）A＝９／３〜24の火曜日 10：00〜11：30

B＝９／５〜2６の木曜日 10：00〜11：30
パピオ・ビールーム（博多区千代一丁目）A=９／３〜24の火曜日 13：00〜14：00

B=９／６〜27の金曜日 13：00〜14：00

ゆめアール大橋（南区大橋一丁目）
A＝９／４〜25の水曜日（９／18を除く）
10：15〜11：15
B=９／４〜25の水曜日（９／18を除く）
14：15〜15：15

アミカス（南区高宮三丁目）
A＝９／９〜30の月曜日 13:30〜14:30
B＝９／９〜30の月曜日 14:45〜15:45
C＝９／５〜26の木曜日 13:30〜14:30

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 講演



博多座「市民半額観劇会」

　音楽劇「ふるあめりかに袖はぬらさじ」を半額で観劇できます。d10月18日㈮、
19日㈯、23日㈬、24日㈭、25日㈮正午から（19日のみ午後５時から）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100人（抽選）yＡ席7,000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９月12日（消印有効）までに同事
務局へ。当選者のみ通知（９月17日ごろ発送）。

催 し

キッズフォレスタークラブ
〜見て・伐

き
って・使って森を育てる〜

　水源を守る機能を持つ水源かん養林（早良区曲渕）で森の観察、手入れ、木材を
活用した日用品作りを行います。d９月14日㈯、10月12日㈯、11月２日㈯午前９時〜
午後１時（11月は午前10時〜正午。連続講座）l９・10月の集合・解散は市役所。11
月は中央市民センター（中央区赤坂二丁目）i環境調整課a733-5389f733-
5592t小学生以上（小学生は保護者同伴）c20人（先着）y無料e電話かファク
ス、メール（m k-chosei.EB@city.fukuoka.lg.jp）で、８月15日以降に同課へ。

講座・教室

9/

14
●土

2南障がい者フレンドホーム
長浜鮮魚市場へお買い物に行こう

d午前９時〜午後１時l集合・解散は長浜鮮魚市場（中央区長浜二丁
目）i同ホームa541-5858f541-5856t市内に住む障がいのある人と
介助者c20人（抽選）y食事代等e電話かファクス、来所（南区清水一
丁目）で、８月15日〜９月７日に同ホームへ。空きがあれば当日も受け付
けます。

9/

14
●土

3フラワーデザイン体験レッスン
ジュエリーのようなヘアアクセサリー〜花冠〜

　ドライフラワーとして、部屋に飾ることもできる花冠を作ります。d

午前11時〜午後０時半、１時半〜３時l市役所１階多目的スペースi

日本フラワーデザイナー協会福岡県支部a080-8951-6612f801-0706 
t中学生以上c各15人（抽選）y1,500円e往復はがき（〒814-0131城
南区松山２-16-４）に、応募事項と希望時間を書いて、９月４日（必着）ま
でに同支部へ。

9/

14
●土
他

3不登校セミナー　①「子どもの自己肯定感を高める」
②「昼夜逆転、家庭での生活リズム」

　不登校経験者の体験談もあり。d①９月14日㈯②11月30日㈯午前
10時〜午後０時半l①早良市民センター（早良区百道二丁目）②城南
市民センター（城南区片江五丁目）i不登校よりそいネット事務局
a283-8815f292-3217t子どもの不登校・行き渋りに悩む保護者や不
登校支援の関係者などc各40人（先着）y500円e電話かファクス、
メール（m info@futokosien-net.main.jp）に応募事項と希望日を書い
て、８月16日以降に同事務局へ。

9/

17
●火
他

3ボランティアのための脳トレ＆レク講座

　成人から高齢者向けのレクリエーションや、脳を活性化させるトレー
ニングなどを学びます。d９月17日㈫、10月１日㈫、15日㈫午後１時半〜３
時半（連続講座）l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）i中央区生
涯学習推進課a718-1069f714-2141t市内に住むか通勤するおおむ
ね60歳以上c20人（抽選）y無料eはがき（〒810-8622住所不要）かメー
ル（m csgkouza@city.fukuoka.lg.jp）で、９月２日（必着）までに同課へ。

9/

18
●水
他

3 ibbなでしこ塾　基礎から学ぶ経営スクール

　財務や人材育成など、経営の基本を学びます。受講者は市の特定創
業支援事業認定を受けることができます。d９月18日、10月２日、16日、
30日、11月13日、27日の水曜日午後６時半〜９時（連続講座）libb fuku
okaビル（中央区天神二丁目）iアイ・ビー・ビーa737-6360f732-
9559t創業予定か創業間もない人c15人（先着）y１万5,000円e電
話かファクス、メール（m m.asada@hirota-shoji.com）、来所で問い合わ
せ先へ。ホームページでも受け付けます。

9/

20
●金

3動物愛護週間イベント
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l六本松 蔦屋（つたや）書店（中
央区六本松四丁目）iふくおかどうぶつ相談室a891-1231f891-1259 
t市内に住む犬の飼い主、飼う予定の人c30人（先着。１組２人まで）
y無料e電話かファクスで、８月15日以降に同相談室へ。

9/

20
●金
他

2西区歴史よかとこ案内人と巡る
秋晴の歴史探訪ウオーキング

　①愛宕神社など②夫婦塚古墳など③今津元寇防塁など—を巡りま
す。d９月①20日㈮午前９時半〜午後３時②21日㈯午前10時半〜午後
３時③28日㈯午前９時半〜午後３時l①集合は地下鉄室見駅、解散は
地下鉄姪浜駅②集合は南金武バス停、解散はやよいの風公園③集合
はJR九大学研都市駅、解散は今津バス停i西区歴史よかとこ案内人
事務局・矢野a881-7128m nishikuyokatoko@gmail.comy300円eはが
き（〒819-0013西区愛宕浜１-16-６）かメールに応募事項と希望日を書
いて、希望日の４日前（必着）までに同事務局へ。

9/

21
●土
他

2かなたけの里公園　クリわくわく収穫体験

　栗は持ち帰り可（１組１kg程度。出来高により増減する場合あり）。d

９月21日㈯〜27日㈮ 午 前10時 半〜正 午li同 公 園（ 西 区 金 武 ）
af811-5118c平日＝各５組、土日祝日＝各10組（いずれも抽選。１組５
人まで）y１組1,000円e往復はがき（〒819-0035西区金武1367）に代
表者の応募事項と希望日、参加者全員の氏名と年齢を書いて８月15
日〜９月１日（消印有効）に同公園へ（１組１通）。

9/

23
●●月・祝

2博多の森テニス競技場　テニスの日関連イベント

　①プレイ＆ステイ②テニスエクスプレス③グリーンボール大会。①
②は初心者向け。③はセルフジャッジできるテニス経験者向け。詳細
は問い合わせを。d午後１時〜５時l同競技場（博多区東平尾公園一
丁目）i県テニス協会a722-1605f722-1607t①③小学１〜４年生②
①の参加者の保護者c①50人②③20人（いずれも抽選）y500円e往
復はがき（〒810-0022中央区薬院２-14-26 東洋薬院ビル５階）に応募事
項と希望コースを書いて８月15日〜９月10日（必着）に同協会へ。

9/

25
●水
他

2福岡・博多”深”発見まち歩き　狛
こまいぬ

犬探訪・天神編

d９月25日㈬、28日㈯午後１時半〜４時l集合はアクロス福岡（中央区
天神一丁目）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）y500円、小学生以下無料（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、８月19日午前10時以降に問い合
わせ先へ。

9/

28
●土

3九州大学病院 糖尿病市民公開講座
令和時代の糖尿病に向き合う

　講演の他、血圧・血糖測定などを行います。d午後２時〜４時（開場
は１時）l九州大学医学部百年講堂（東区馬出三丁目）i同大学大学
院医学研究院 病態制御内科学「糖尿病市民公開講座」係a642-5284 
f642-5287c500人（先着）y無料e不要

ふくおか子育てマイスター認定研修会

　地域の子育てを応援したい人を対象に研修会を開催。d11月８日㈮、13日㈬、
14日㈭、15日㈮、18日㈪、20日㈬、25日㈪午前10時〜午後３時（15日、20日は午前
10時〜午後４時。全７回）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i県70歳現役応
援センター内 ふくおか子育てマイスターa481-1312f623-5677c50人（抽選）
t県内に住む60歳以上eホームページに掲載、または情報プラザ（市役所１階）
などで配布する申込書を10月23日（必着）までに問い合わせ先へ。

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
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教室



お知らせ
市民センターの指定管理者を募集

　来年４月から博多・中央・城南・早良・
西市民センターを管理運営する団体
を募集。【募集要項・申込書の配布】市
ホームページに掲載【申込期間】９月６
日〜17日i区生涯学習推進課 ▽博多
＝a419-1024f419-1029 ▽ 中 央＝a 

718-1067f714-2141 ▽ 城 南＝a833- 
4043f822-2142 ▽ 早良＝a833-4400 
f851-2680 ▽ 西 ＝a895-7026f882- 
2137

キャリアアップ助成金（賃金規定
等改定コース）について

　最低賃金の引き上げに取り組む企
業が有期契約労働者等の基本給の賃
金規定等を２％以上増額改定し、昇給
させた場合、事業主に対して助成しま
す。要件あり。詳細は問い合わせを。
i福岡労働局福岡助成金センター
a411-4701f411-4703
博多座「市民檜（ひのき）舞台の
月」利用者を募集

　申込期間など詳細はホームページ
で確認を。来年12月に演劇、日本舞

踊、バレエ、ミュージカルなどの発表
の場として利用できます（選考あり）。

【場所】博多座（博多区下川端町）【対
象】舞台芸術活動をしている団体、個
人など【費用】１日当たり、平日30万
円、土日祝日35万円（付属設備使用料
など別）【募集案内・申込書の配布】博
多座、文化施設課（市役所14階）で。市
ホームページにも掲載i「市民檜舞
台の月」公演事務局a263-5861f26 
3-3632

市国民健康保険運営協議会を開催
　市国民健康保険事業の運営を審議
する同協議会を傍聴できます。d８月
28日㈬午後５時〜６時半（４時45分か
ら整理券を配布）l天神ビル11階（中
央 区 天 神 二 丁 目 ）i保 険 年 金 課
a711-4242f733-5441c20人（抽選）
y無料e不要
市赤煉瓦（れんが）文化館　リ
ニューアルオープン

　８月21日㈬に同館（中央区天神一丁
目）がリニューアルオープンします。
エンジニアの交流拠点となる「エンジ
ニアカフェ」や、誰でも利用できるカ
フェスペースを新設。会議室の貸し出
し（有料）は９月１日㈰から。詳細は市
ホームページに掲載。i文化財活用
課a711-4666f733-5537

9/

28
●土
他

3楽
がくどうじゅく

動塾

　体を楽しく動かしながら運動神経を高めます。d９月28日㈯、10月12
日㈯、26日㈯午前10時〜11時半（連続講座。各回のみの参加も可）l

西日本短期大学（中央区福浜一丁目）i同短期大学健康スポーツコ
ミュニケーション学科 小川研究室・星子研究室a721-1152f721-1536 
t幼稚園・保育園の年長〜小学４年生c各30人（先着）y無料e電話
かファクス、メール（m kenspo@nishitan.jp）に、応募事項と保護者氏
名、メールアドレス、希望日を書いて、９月２日以降に同研究室へ。来
所、ホームページでも受け付けます。

9/

28
●土
他

3市小学生ハンドボールスポーツ教室

　日程など詳細は問い合わせを。d９月28日〜12月21日の土曜日午後
５時〜７時（全10回）l福岡大学（城南区七隈八丁目）i市ハンドボー
ル協会事務局・光成a090-3418-9094f716-5036t市内に通学する小
学生（保護者も参加可）c20人（先着）y1,000円e電話かメール（m 
k.mitsunari621@gmail.com）に応募事項と学校名、保護者氏名、メール
アドレスを書いて、８月15日以降に同事務局へ。

9/

29
●日

3一般公開研修会 幼少期の愛着形成と自己肯定感
〜レジリエンスを育むには〜

　講師は福岡大学医学部医学教育推進講座主任教授の安元佐和氏。
d午後１時半〜４時（受け付けは１時から）liＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡ
Ｎ事務局（中央区赤坂一丁目）a737-8655f737-8665c30人（先着）
y1,000円e情報プラザ（市役所1階）で配布する申込書のコードを読
み取って申し込みを。落選者のみ通知。

10/

6
●日

2福岡のスポーツチームとスポーツを楽しもう
スタージャンプ福岡

　福岡を拠点とするスポーツチームの協力の下、サッカーや野球、ラ
グビー、ゴルフなどのボールを使って遊びます。d午前９時半〜午後１
時l雁の巣レクリエーションセンター（東区奈多）i市スポーツ協会
事業課a645-1233f645-1220t小学１〜４年生と保護者c200人（抽
選）y1人500円eホームページで８月15日〜９月16日に受け付けま
す。

10/

8
●火

3建物の維持保全セミナー
防水工事におけるシーリングの点検・補修について

　市防水事業協同組合に所属する専門家から学びます。d午後１時
半〜３時l福岡国際会議場（博多区石城町）i市施設整備公社総務
課a738-7221f738-7230t市内に住むか通勤・通学する18歳以上
c40人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m seibicop@circus.
ocn.ne.jp）に応募事項と参加人数を書いて、８月15日以降に同課へ。

10/

11
●金

4市民福祉講演会 子どもの貧困〜私たちにできること〜

　講師は東京大学最先端科学技術研究センター特任教授の湯浅誠
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a731-2946f731-2947c200人（先着）y

無料n６カ月〜就学前（無料。要申し込み。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、８月15日以降に同係
（ふくふくプラザ 図書室内）へ。当選者のみ通知。

10/

13
●日

2東図書館　知的書評合戦 ビブリオバトル

　「秋の夜長に読みたい本」をテーマにお薦めの本を発表した後、参
加者全員でディスカッションを行います。d午後２時〜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中学
生以上c５人（先着。観覧は定員なし）y無料e電話か来所で、８月15
日以降に東図書館（なみきスクエア内）へ。観覧は申し込み不要。

10/

26
●土

2地下鉄運転シミュレーター体験

d午前10時〜午後４時l姪浜車両基地（西区下山門四丁目）i「鉄道
の日」九州実行委員会a472-4051f472-2353t小学生（保護者同伴）
c25人（抽選）y無料eはがき（〒812-0013博多区博多駅東２-11-１）か
ファクス（f771-3207）、メール（m qst-kyushutetudou@mlit.go.jp）に応
募事項と保護者氏名、来場人数を書いて、９月６日（必着）までに同実
行委員会へ（１人１通）。当選者のみ通知。

10/

26
●土
他

2それいけ海の冒険団

　夜の水族館での観察など、海の生物について学ぶ宿泊体験学習で
す。d10月26日㈯午前９時半〜27日㈰午後２時半（１泊２日）li海の
中道青少年海の家（東区西戸崎）a603-2700f603-2782t小学４年〜
中 学 生c30人（ 抽 選 ）y中 学 生6,800円、小 学 生6,700円eはがき

（〒811-0321東区西戸崎 海の中道海浜公園内）かファクス、メール（m 
hp-inquiry@uminaka.fukuoka-shizennoie.jp）に応募事項と保護者氏名
を書いて、９月30日（必着）までに同施設へ（１人１通）。ホームページで
も受け付けます。

10/

26
●土
他

3市福祉有償運送運転者講習会

　要介護者や障がい者などの移送サービスを行うボランティア運転手
を養成。d10月26日㈯午前９時〜午後６時半、27日㈰午前９時〜11時半

（連続講座）lマイマイスクール花畑（南区花畑四丁目）i高齢福祉課
a711-4881f733-5587t市内の福祉有償運送実施団体登録者および
登録予定者（定員に満たない場合は前記対象者以外も可）c20人（抽
選）y1,000円（前記対象者以外は１万5,000円）e８月12日から市ホーム
ページに掲載、または情報プラザ（市役所１階）などで配布する申込書を
８月15日〜９月10日に同課へ。
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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 お知

らせ



市立障がい者施設の指定管理者
を募集

　次の施設を管理運営する事業者を
募集します。【施設】ふよう学園（東区
松島三丁目）、さん・さんプラザ（南区
清水一丁目）、つくし学園（城南区鳥飼
五丁目）、早良障がい者フレンドホーム

（早良区百道浜一丁目）、西障がい者
フレンドホーム（西区内浜一丁目）【募
集要項・申込書の配布】障がい企画課

（市役所12階）で。市ホームページに
も掲載【申込期間】９月２日〜６日i同
課a711-4248f711-4818
リトルスターダンスフェスの出演
団体を募集

　来年２月２日㈰に市民会館（中央区
天神五丁目）で開催するダンスイベン
トの出演団体を募集。詳細は問い合
わ せを。i同 会 館a761-6567f761-
5866t市内か近郊で活動する小学生
までのダンスチームc20団体（選考）
y無料e８月15日から同会館、各市民
センター、情報プラザ（市役所１階）な
どで配布する申込書を９月６日（必着）
までに同会館へ。ホームページでも
受け付けます。

市施設の緊急工事店を募集
　詳細は８月15日以降にホームペー
ジで確認を。【募集業種(等級)】一般
土木・建築（Ｃ・Ｄ）、電気・管（Ｂ・Ｃ）、機
械、塗装、防水、金属製建具、木製建
具、黒板、フェンス、厨房用機械器具、
消防施設、電気通信、体育遊戯施設、
内装インテリア、畳。応募は１業種のみ

（一般土木は希望順位１位のみ）【指定
期間】10月１日から３年間【申請書】８
月15日〜27日にホームページに掲載

【申請期間】８月28日〜30日i市施設
整備公社a738-7220f738-7230
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】11月11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）福岡アイランド
シティ・センター地区
開発プロジェクト（東区
香椎照葉六丁目）

新設 ６月19日

市高齢者美術展の作品を募集
　10月16日㈬〜20日㈰に市美術館

（中央区大濠公園）で開催される同展
の出品作品を募集（各部門につき１人
１点、自作で未発表のもの）。詳細は問
い合わせを。【部門・サイズ】 ▽ 洋画、
日本画＝10〜50号 ▽書＝全紙（縦）以内

（掛け軸の長さは不問） ▽写真＝四つ
切り〜全紙 ▽ 工芸＝展示区画は１平

方㍍以内。i市老人クラブ連合会事
務局a713-1340f713-0157t市内に
住む60歳以上のアマチュアe往復は
がき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）
に応募事項と生年月日、出品部門名、
作品の題名（ふりがな）、作品サイズ、
老人クラブに所属する人は所属クラ
ブ名、昨年度特別賞を受賞した人は

「特別出品」と朱書きして、８月15日〜
９月15日（必着）に同事務局へ。作品は
後日、自身で搬入。

市営住宅などの緊急工事店を募集
　現在指定中の工事店も申請が必
要。詳細はホームページで確認を。

【対象】市の競争入札参加資格登録
業者名簿（令和元〜３年度）に登録さ
れ、市内に事業所があり、休日・夜間な
どでも常時受け付けができ、修繕業
務などに着手し完了することができ
る業者【募集業種(等級)】建築(B・C・
D)・一般土木（C・D）、電気、管、消防施
設、電気通信（TV共同受信設備の修繕
など）、ほ装、樹木の保育管理、塗装、
畳、襖（ふすま）、防水、防蟻（ぼうぎ）、
建築物清掃、その他清掃、金属製建
具、フェンス、交通安全施設、体育遊
戯施設、ガラス、機械（ポンプの取り替
え・修理など）【指定期間】10月１日か
ら３年間【募集要項・申請書の配布】住
宅供給公社（博多区店屋町）で。ホー
ムページにも掲載。 ※申請書の配布
は平日の午前10時〜午後５時（正午〜
午後１時を除く）【申請期間】８月19日
〜23日i同公社総務課a271-2571f 

291-7350
アミカスの閉館時間が午後５時に
なる日があります

　通常、平日午後９時半閉館のとこ
ろ、８月14日㈬、15日㈭、９月９日㈪の
閉館時間は午後５時に繰り上がりま
す。iアミカスa526-3755f526-3766

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。７月１日付で井上京子
氏、下山いわ子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a739-4151 
f722-6183

西日本新聞金婚夫婦表彰式
d10月20日㈰午前10時半〜正午l福
岡国際会議場（博多区石城町）i同
表彰式事務局a711-5620m kinkon@
nishinippon-np.jpt九州に住む昭和
44年に結婚した夫婦（それ以前に結婚
し、表彰式に出席したことがない夫婦
も参加可）c500組（先着）y無料（記
念撮影付き）e西日本新聞社（中央区
天神一丁目）などで配布する申込書
を同事務局へ。ホームページでも受
け付けます。

しごと

難病患者等ホームヘルパー養成
研修

d ▽ 基礎課程①＝９月13日㈮午前10
時〜午後３時 ▽基礎課程②＝10月８日
㈫午前９時50分〜正午、16日㈬午後０
時50分〜５時（連続講座）li市障が
い者基幹相談支援センター（中央区
長浜一丁目）a406-2580f738-3382 
t市内に住むか通勤・通学する人で、
①介護職員初任者研修の修了者また
は履修中の人、２級課程研修の修了
者、介護福祉士②介護福祉士養成の
ための実務者研修の修了者または履
修中の人、介護職員基礎研修または１
級課程研修の修了者、介護福祉士
c①50人②100人(いずれも先着)y
無料e市ホームページに掲載する申
込書を同センターへ。
シニア活躍応援 老人福祉セン
ター長生園　創業支援講座

　テーマは「事業計画 事業運営に必
要なことを知る。事業計画の立て方と
創業準備。」d８月22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、８月15日
以降に同園へ。ホームページでも受け
付けます。
シニア活躍応援 高齢者のための
販売・接客講習会

　高齢者雇用のニーズが高い「小売
業」で必要とされる販売・接客の基礎
を学びます。就職活動に役立つ情報
の提供もあり。d９月26日㈭午前10時
〜午後４時lはかた近代ビル（博多区
博多駅東一丁目）i県70歳現役応援
センターa432-2540f432-2513tお
おむね60歳以上c30人（先着）y無料
e電話かファクスで、８月15日以降に
同センターへ。

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「アーク溶接特別教育」講習 ▽

「ファイナンシャルプランナー２級学
科短期集中」講習—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。li同協会（東区
千早五丁目）a671-6831f672-2133
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。日程など詳細は情報プラザ

（市役所１階）、ハローワーク（公共職

　※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。

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。d８月26日
㈪〜10月１日㈫の全20回l福祉研究
カレッジ天神校（中央区大名二丁目）
他i県中高年就職支援センターa 

477-6088f477-6091tおおむね40歳
以上（64歳まで）の求職者で、介護業
界等への就職を希望している人c24
人（抽選）y無料e申込書を８月20日

（必着）までに同センターへ。
中央区特定保健指導員（保健師）
を募集

　特定健診に伴う保健指導および事
務処理などの業務に従事。【資格】保
健師の有資格者【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】各区保健福祉セン
ター健康課で。市ホームページにも掲
載【申込期間】８月30日（必着）までi

中央区健康課a761-7340f734-1690
ホイクエン＠フクオカ Summer fes

（サマーフェス）・市保育士就職支
援研修会（相談会）を同時開催

　市保育協会主催の同フェスと市主
催の同研修会を同時開催。就職相談
などに応じます。d９月23日（月・祝）午後
１時〜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同協会
a713-0541f713-0674t保育所への
就職を希望する人、来年３月に卒業見
込みの学生y無料e８月10日から情
報プラザ（市役所１階）で配布する申
込書を同協会へ。ホームページでも
受け付けます。
シニア活躍応援 「ハウスクリーニ
ング」技能講習会

　洗剤の知識と効率的な作業方法に
ついて学びます。d９月19日㈭、20日
㈮午前10時〜午後４時（連続講座）l

はかた近代ビル（博多区博多駅東一
丁目）i県シルバー人材センター連
合会a292-1857f623-5677t市内に
住み、勤労意欲のある60歳以上c10
人(抽選)y無料e電話連絡後、申込
書を９月９日（必着）までに同連合会
へ。

職業訓練10月生を募集
　①CAD／CAM科②ビル設備サービス
科③ものづくりCAD科NCコース④ビル
管理技術科⑤住宅リフォームCAD技術
科⑥建設機械科⑦ビジネスワーク科
―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（北九州
市八幡西区穴生三丁目）a093-641-
6909f093-631-6516③〜⑦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）a0948-22-4988 
f0948-22-4912

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８月15日 情報BOX9 お知

らせ しごと



おおむね39歳までの若年求職者
向け就職支援

　個別相談、合同会社説明会や研修
などを実施。【対象】①おおむね29歳ま
での求職者②おおむね30歳から39歳
までの求職者li①県若者しごとサ
ポートセンターa720-8830②県30代
チャレンジ応援センターa720-8831 
f共通725-1788（いずれも中央区天
神一丁目 エルガーラオフィス12階）

くらし・事業なんでも相談会
　弁護士・税理士など10専門職による
相談会です。d９月７日㈯午前10時〜
午後４時（受け付けは３時半まで）lあ
いれふ10階（中央区舞鶴二丁目）i市

相 談

心サポートネットa737-2345（午前９
時〜午後５時）f737-0500y無料e

電話かファクスで、希望日の前日まで
に問い合わせ先へ。

日時 会場
８／19㈪、
９／19㈭

なみきスクエア１階（東区
千早四丁目）

８／22㈭、
９／19㈭

あいあいセンター７階（中
央区長浜一丁目）

　※時間は午前10時〜午後３時。

子どもの人権110番強化週間
　いじめや体罰などの相談に電話で
応じます。【相談電話】a0120-007-110

（ＩＰ電話は739-4175へ）d８月29日㈭、
30日㈮、９月２日㈪、３日㈫、４日㈬午前
８時半〜午後７時、８月31日㈯、９月１日
㈰午前10時〜午後５時i福岡法務局
人権擁護部a739-4151f722-6183y

無料e不要

専門職団体連絡協議会事務局a741-
5780（当日はa090-9483-5407）f731-
5202c100人（先着）y無料e不要

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。
高齢者・障がい者のための無料相
談会

　成年後見制度や相続・遺言などの
相談に応じます。i高齢者・障害者安

NPOのための税理士による会計・
税務個別相談

　決算書の作り方や税金の手続きの
仕方などの相談に応じます。d９月６日
〜来年２月７日の第１金曜日（来年１月は
第２金曜日）午前10時半、11時半、午後０
時半（各50分）lあすみん（中央区今泉
一丁目）i市民公益活動推進課a711-
4927f733-5768t市内のボランティア
団体、NPO法人c各回１組（先着）y無料
e電話かファクス、メール（m koeki.
CAB@city.fukuoka.lg.jp）で、希望日の２
日前までに問い合わせ先へ。来所、
ホームページでも受け付けます。

９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y①⑥500円②
200円③⑤⑦⑧⑨無料（③⑨は部品代
別）④700円e①②④⑥⑦往復はがきか
ファクス、来所で、①８月25日②８月30日
④９月４日⑥９月５日⑦９月９日（いずれも
必着）までに同施設へ。ホームページで
も受け付けます。③⑤⑧⑨電話かファク
ス、来所で、９月１日以降に同施設へ。

内容・日時 定員
①やさしいパッチワーク講座
９／４、18、25、10／２ 10：00〜13：00 
(連続講座。いずれも水曜日）

10人
（抽選）

②古布でぞうり作り
９／10㈫10：00〜13：00

10人
（抽選）

③傘の修理
９／11㈬、15㈰10:00〜13:00

各６人
（先着）

④変わり口金のポーチ
９／14㈯10：00〜13：00

10人
（抽選）

⑤菜園相談会（生ごみリサイクル）
９／15㈰10:00〜12：00

10人
（先着）

⑥エコクッキング（和風ハンバーグ
など）
９／15㈰10：00〜13：00

10人
（抽選）

⑦基本の包丁研ぎ講座
９／19㈭10:00〜12:00

５人
（抽選）

⑧木製のまな板削り
９／21㈯、26㈭10：00〜16：00

各12人
（先着）

⑨おもちゃの病院
９／22㈰10：00〜14：00

10人
（先着）

ボ
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休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪９月１日㈰、８日㈰、10日㈫、14日
㈯、15日㈰、22日㈰、23日（月・祝）午前９時
〜10時（10日は午後６時〜７時） ※③⑤
の10日は休み⑫９月１日㈰午前９時〜10
時、10日㈫午後６時〜７時⑬９月22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

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
　※９月１日㈰、８日㈰、10日㈫、14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が
行います。

９月の催し
　一部講座は材料を持参。④の会場は
西部埋立場（西区今津）、⑤の会場はさ
いとぴあ（西区西都二丁目）。t市内に
住むか通勤・通学する人（④は小学生と
保護者、⑤は販売業者を除く20歳以上）
y①②③500円④〜⑦無料e①〜⑤は
がきかファクス、来所で、①②③８月23日
④８月30日⑤９月13日（いずれも必着）ま
でに同施設へ。①〜④は当選者のみ通
知。⑥⑦電話かファクス、来所で、⑥希望
日の３日前までに⑦随時同施設へ。

内容・日時 定員
①着物で作務衣（さむえ）作り
９／５〜26の木曜日13：00〜16：00
(連続講座)

15人
（抽選）

②初心者向け・着物で襟付きジャ
ケット作り　９／６〜20の金曜日13：
00〜16：00(連続講座）

15人
（抽選）

③古布で干し柿のタペストリー作
り　９／７㈯、14㈯13:00〜16:00（連
続講座）

15人
（抽選）

④親子講座「海辺の自然探検隊」
９／14㈯10:00〜13:30

10組
（抽選。

１組５
人まで）

⑤フリーマーケットの出店
９／29㈰10:00〜15:00

26区画
（抽選）

⑥ハーブ入りリサイクルせっけん
作り　水曜日10：30〜11:30

10人
（先着）

⑦牛乳パックで紙すき体験
毎日10：30〜15：30の30分程度 ―

　※②③④の申し込みははがきかファ
クス、来所で、８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。当選者のみ通知。
①シルバー体操
　ストレッチやトレーニングなど。d祝
休日を除く▷火曜日＝午後３時〜４時 ▽

金曜日＝午前10時〜11時（受け付けは
いずれも当日１時間前から）t65歳以上
c各20人（抽選）y１回300円e不要
②子どもダンス教室
　基礎を学びます。d９月24日〜12月３
日の火曜日午後５時15分〜６時15分（10
月22日を除く連続講座）t小学生c15
人(抽選)y6,000円
③ボクシングエクササイズ教室
d９月26日〜12月19日の木曜日午後１

時〜２時半（10月17日を除く連続講座）
t18歳以上c20人(抽選)y8,400円
④秋の体験　オハ ピラ
　ピラティスで体をほぐします。d10月
７日〜28日の月曜日午前９時45分〜10
時45分（10月14日を除く連続講座）t18
歳以上c20人（抽選）y2,100円

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）

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）

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

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）
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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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　※いずれも未就学児は保護者同伴。
このほか、乳幼児を対象にした親子あそ
びを火〜金曜日に実施（曜日によって時
間・対象年齢などは異なる）。詳細はホー
ムページで確認を。
８月の事業（一部抜粋）
　①お手玉あそび②ふれあいひろば

（折り紙あそび）。d８月①17日㈯午後２
時〜３時半②25日㈰午後２時〜３時t幼
児〜高校生y無料e不要

　※以下の申し込みは電話かファクス
で同公園へ（実施日の１週間前から受け
付け）。
園芸講座「秋バラの管理」
　せん定や肥料のやり方の実習など。
d８月23日㈮午後１時半〜３時半c50人

（先着）y無料
折り紙ヒコーキ教室
d８月25日㈰午前10時〜正午t５歳〜
小学生（保護者同伴）c50人（先着）y 
200円

つきなみ講座 「どこでも美術館」教材
制作の裏話 〜版画ボックス編〜
　美術館の持ち出し式の教材を活用し
た地域への出張講座について話しま
す。d８月31日㈯午後３時〜４時（受け付
けは２時半から）c54人（先着）y無料e

不要

企画展示　古（いにしえ）の刀剣
　弥生時代から古墳時代の刀剣を中心
に紹介します。d８月20日㈫〜10月20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

　※以下の申し込みは往復はがきに参
加者全員の応募事項と当日連絡可能な
電話番号、代表者の氏名を書いて①８月
30日②９月２日（必着）までに同牧場へ。
ホームページでも受け付けます。いず
れも未就学児は保護者同伴。
①ハーバリウム教室
d９月８日㈰午前10時半〜11時半c24
人(抽選)y1,000円
②牧場満喫ツアー
　家畜との触れ合いなど。ミニソフトク
リームとレストランでのバーベキュー付
き。d９月14日㈯午前10時〜午後０時半
t４歳以上c40人（抽選）y1,620円

市民感謝デー
　新鮮な魚介類を販売します。d９月14
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
　「サンマのかば焼き丼」を作ります。d

９月14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、９月４日
午後４時半までに同市場へ。当選者のみ
通知。

　※いずれも無料。申し込みは電話か
メール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.
jp）、来所で、８月15日午前10時以降に同
施設へ。
理科応援教室　われないシャボン玉を
作ろう
d９月21日㈯午前10時半〜正午t小学
４〜６年生c25人(先着)
特別講座①ふしぎいっぱい 陸にくらす
貝類・カタツムリの世界②描いて伝え
る 自然のかんたんイラスト
d９月①23日（月・祝）②28日㈯午前10時
半〜正午t①小学３〜６年生（保護者同
伴）②小学生以上（小学３年生以下は保
護者同伴）c各20人(先着)

　※以下の申し込みは来所で①８月15
日午前10時以降②８月15日〜27日（受け
付けは午前10時から）に同施設へ。ホー
ムページでも受け付けます。
①親子クルーザー体験セーリング
d８月31日㈯午前10時〜正午、午後１時
半〜３時半t市内に住む小学生以上の
子どもと保護者c各25人（先着）y１人
600円
②ジュニアヨット教室
d９月８日㈰午前10時〜午後４時t市内
に住む小学３年〜中学生（保護者同伴）
c18人（抽選）y1,500円

　※いずれも中学生以下は保護者同
伴。
油山アートフェス
　画家 宮本大輔氏らの作品の展示を
行います。ダンスパフォーマンスや、トー
トバッグ作りのワークショップ（700円。先
着60人）もあり。d８月25日㈰午前11時
〜午後５時y入場無料e不要
森でバードウオッチング〜ハチクマを
探そう〜
d９月22日㈰午前９時半〜午後０時半
c40人(抽選)y200円e往復はがきで８
月30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。

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・日曜と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）、13日㈫
は開館。

主人公 お園
（大地真央）

研ぎ分け銅剣　上月隈遺跡

作品例

　※以下の料金は入園料別。
秋の野鳥写真展
d８月27日㈫〜９月23日（月・祝）y無料
園芸講座「ハーブの効用」
　ハーブについて学び、ハーブでせっけ
んを作ります。d９月18日㈬午後１時半
〜３時半c30人(抽選)y1,000円e往復
はがきかファクスに応募事項とファクス
の場合はファクス番号も書いて、９月４日

（必着）までに同園へ。ホームページで
も受け付けます。
堆肥づくり講座〜ダンボールコンポス
トと木枠コンポスト〜
　循環生活研究所のアドバイザーから
堆肥作りについて学びます。d９月21日
㈯午後１時半〜３時半（受け付けは１時

から）c30人(先着)y700円e不要
園芸講座〜寄せ植え講座〜
　講師は日本ハンギングバスケット協
会本部講師の石井康子氏。d９月25日
㈬午後１時半〜３時半c30人(抽選)y 

2,000円e往復はがきかファクスに応募
事項とファクスの場合はファクス番号も
書いて、９月11日（必着）までに同園へ。
ホームページでも受け付けます。

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。

10月公演音楽劇「ふるあめりかに袖は
ぬらさじ」
　時間など詳細はホームページで確認
を。d10月18日㈮〜27日㈰i博多座電
話予約センターa263-5555hhttps://ha
kataza.e-tix.jp/
p c / h a k a t a z a .
htmlt小学生以上
yＡ席１万 4 ,000
円、Ｂ席9,500円、Ｃ
席6,500円 e電話
で８月24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25日午前
10時から販売。

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

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）

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。

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）

ヨットハーバー
〒819-0001 西区小戸三丁目58-１
a882-2151 f881-2344
o午前９時半〜午後６時（４月〜９月）

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

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）

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）

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・土曜は午後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）

映像ホール・シネラ　９月上映スケジュール
「日本映画名作選」
４日㈬ 鉄腕投手　稲尾物語（11）、飢餓海峡（２）
５日㈭ 無法松の一生（11）、サンダカン八番

娼館　望郷（２）
６日㈮ 佐久間ダム　総集編（11）、ビルマの竪琴（２）
７日㈯ ガメラ　大怪獣空中決戦（11）、飢餓

海峡（２）
８日㈰ 無法松の一生（11）、鉄腕投手　稲

尾物語（２）
12日㈭ ガメラ　大怪獣空中決戦（11）、乳母車（２）
13日㈮ 網走番外地　悪への挑戦（11）、緋

牡丹博徒　お竜参上（２）
14日㈯ ビルマの竪琴（11）、サンダカン八番

娼館　望郷（２）
15日㈰ 旅の途中で―FARDA―（11）、佐久間

ダム　総集編（２）

19日㈭ 三池〜終わらない炭鉱の物語（11）、
旅の途中で―FARDA―（２）

20日㈮ マダムと女房（11）、狐の呉れた赤ん坊（２）
21日㈯ 緋牡丹博徒　お竜参上（11）、乳母車（２）
22日㈰ 狐の呉れた赤ん坊（11）、網走番外

地　悪への挑戦（２）
23日
(月・祝)

マダムと女房（11）、三池〜終わらな
い炭鉱の物語（２）

ランドルフ・ダビッド氏2019年(第30回)福
岡アジア文化賞大賞受賞記念上映

「ランドルフ・ダビッド氏と親交が深かった
フィリピン映画の巨匠マリルー・ディアス
＝アバヤ監督の代表作を上映」
10日㈫ マドンナ・アンド・チャイルド（２）
11日㈬ ホセ・リサール（２）
アジアフォーカス・福岡国際映画祭協力

「チャン・リュル監督特集」
16日
(月・祝) 風と砂の女（11）、豆満江（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。

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

　※８月31日㈯は開館、９月３日㈫は閉
館します。
布の絵本講習会
　布の絵本を作ります。d９月５日〜11
月21日の第１・３木曜日午前10時15分〜
午後０時15分（連続講座）t初心者c50
人（抽選）y3,300円e往復はがきで８月
21日（必着）までに同図書館へ。

STARRY NIGHT JAM①天文講演会〜宇宙
には、だれかいますか？〜 ②プラネタ
リウムライブ〜コズミックダンス〜
　①国立天文台の縣秀彦氏が話しま
す。②映像と音楽で構成するライブ。d

９月①１日㈰午後４時半〜５時50分②21
日㈯午後６時半〜７時半c各220人（先
着）y①中学生以上1,000円、小学生500
円②中学生以上2,200円、小学生1,000
円  ※いずれも未就学児は無料（座席を
使う場合は小学生料金が必要）e８月①
14日②28日の午後４時以降に同館３階
チケットカウンターで販売（１人５枚ま
で）。インターネットで購入できる電子チ
ケットもあり。

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
※８月13日㈫、20日㈫は開館
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