
〒 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。

9/

5
●木

3「人生100年計画シニア世代への提案」セミナー

　健康・お金・働き方について考えます。d午前11時半〜午後０時半
li老人福祉センター東香園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f 

671-2214t市内に住む60歳以上c30人（先着）y無料e電話かファク
ス、来所で、９月１日以降に同園へ。

9/

8
●日

2城南障がい者フレンドホーム
城南フレンド祭〜愛と勇気がフレンドさ〜

　同ホーム利用者や地域サークルなどによるステージ発表、同ホーム
文化教室受講者の作品展示、バルーンアート作り体験など。飲食物・手
作りの小物の販売もあり。d午前10時〜午後３時li同ホーム（城南区
南片江二丁目）a861-1180f861-1123y入場無料e不要

9/

9
●月

3全国芽
めばえかい

生会連合会福岡大会 市民公開シンポジウム
「日本食のこれから」

　同連合会の理事長と相談役、県内の生産団体代表者らによるディス
カッション。d午後３時〜４時（開場は２時50分）lホテル日航福岡３階

（博多区博多駅前二丁目）i福岡芽生会事務局＜博多い津（づ）み＞
a291-0231f281-1141c200人（先着）y無料e不要

9/

10
●火
他

2市博物館　企画展示 「肖像」を読み解く

　同館所蔵の資料を通して、肖像が制作された背景を紹介します。d

９月10日㈫〜11月10日㈰午前９時半〜午後５時半（入館は５時まで）x

月曜（祝休日のときは翌平日）li同館（早良区百道浜三丁目）a845-
5011f845-5019y一般200円、高大生150円、中学生以下・市内に住む
65歳以上無料

9/

11
●水

3うつ病予防講座〜接し方と周囲のサポート〜

d午後１時半〜３時半l城南区保健福祉センター（城南区鳥飼五丁
目）i城南区健康課a831-4209f822-5844c30人（先着）y無料e電
話かファクス、メール（m kenko.JWO@city.fukuoka.lg.jp）、来所で同課

（同センター内）へ。

9/

14
●土

3花畑園芸公園　園芸講座「みかんの夏
かしゅうしょう

秋梢外し」

　夏・秋に生えた新しい枝のせん定方法などを学びます。d午後１時
半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-3754c50
人（先着）y無料e電話かファクスで、９月７日以降に同公園へ。

9/

14
●土

3市総合体育館　走り方教室

　腕の振り方や姿勢などのポイントを学んだあと、チーム分けを行い
リレー競走をします。d午前９時半〜11時、午後１時〜２時半li同体
育館（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318t小学１〜３年生c

各20人(先着)y1,000円e電話か来所で、９月１日以降に同体育館へ。

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（９月前半の日曜日）
９月１日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
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
９月８日㈰
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
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
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
９月15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
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
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。

アミカス

　①「女性の人生サポート講座 離婚〜子どもがいる場合の離婚手続〜」離婚に
向けての手続きなどについて、法的知識を学びます。受講後、午後３時半から女
性弁護士による個別相談会もあり。②「夫・パートナーとの関係を考えたい人の
ためのグループワーク 木もれ陽（び）の会」DV（ドメスティックバイオレンス）の
特徴や、それが及ぼす影響を学び、自分らしさについて考えます。d①９月28日
㈯ 午後１時半〜３時半②10月３日〜12月12日の隔週木曜日午後１時半〜３時半

（連続講座）liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766t女性c①
40人②12人（いずれも先着）n６カ月〜小学３年生（無料。子どもの名前、年齢・月
齢を書いて各10日前までに要予約）y無料e電話（②はa526-3788）かファクス、
メー ル（ ①m amikas@city.fukuoka.lg.jp ②m amikas.soudan@city.fukuoka.lg.
jp）、来所で、９月１日以降に同施設へ。ホームページでも受け付けます。

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９月１日 情報BOX15 催し 講座

教室 講演

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

介護実習普及センター

　いずれも先着。li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361 
y①②④無料③200円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
①今日から使える介護１日講座 10／１㈫

10:00〜16:00 30人

②アロマの香りでリラックス 10／３㈭
14:00〜16:00 40人

③自助具製作教室（けがや病気療養中の頭部の
保護などに使えるターバンを作ります）

10／12㈯、11／９㈯13: 
00〜16:00（連続講座） 10人

④認知症予防に・・・脳力アップ運動教室 10／30㈬
14:00〜16:00 45人

講座・教室

①ひきこもりを理解する市民講演会 
②依存症を理解する市民講演会（クレプトマニアについて）

　①ジャーナリストの池上正樹氏が「8050問題を考える〜家族や社会ができる
こと〜」をテーマに話します。②太宰府病院 精神科医師の佐藤伸一郎氏が「クレ
プトマニア（窃盗癖）の理解と治療」をテーマに話します。d10月①20日㈰午後１
時半〜４時半②26日㈯午後１時半〜３時半l①アミカス４階（南区高宮三丁目）
②あいれふ10階（中央区舞鶴二丁目）i精神保健福祉センターa737-8825 
f737-8827c①200人②100人（いずれも先着）y無料eファクスかメール（m se
ishinhoken.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）で、９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。定員を超えた場合のみ通知。

講 演



9/

14
●土

2がん征圧の集い＆健康マルシェ

　がんや健康をテーマにしたイベントを実施（講演、パネルディスカッ
ション、コンサート。午後１時開演。先着650人。要事前申し込み）。ミニ
コンサート、ハーバリウム制作体験、飲食物の販売などもあり（申し込
み不要）。時間など詳細は問い合わせを。d正午〜午後４時半lFFG
ホール、ふくぎん本店広場（いずれも中央区天神二丁目）i県すこや
か健康事業団学術研究センター企画室a762-3010f762-3013y入場
無料e電話かファクスで同室へ。

9/

14
●土
他

2侍展×Ｆ
フ ク ビ

ＵＫＵＢＩ 刀剣ネイル体験イベント

　同展会場で、福岡美容専門学校の生徒による刀
剣や福岡をイメージしたネイルアートを体験できま
す。d９月14日㈯、15日㈰午前10時〜午後５時（受け
付けは４時半まで）l市博物館（早良区百道浜三丁
目）i市文化芸術振興財団a263-6264f263-6259t

当日同館２階特設ショップで侍展のグッズを購入し
た人c各日70人程度（先着）y500円e不要

9/

14
●土
他

2和白干潟のエコチャレンジ　アオサのお掃除大作戦

　海藻のアオサを集めて干潟を掃除します。干潟や干潟の生き物、ア
オサの利用方法についても学びます。軍手、長靴または汚れてもよい
靴を持参。雨天中止。d９月14日㈯、29日㈰、10月12日㈯午後２時〜４
時 ※各日のみの参加可l集合は和白干潟海の広場（東区和白四丁
目）＝西鉄貝塚線唐の原駅下車徒歩５分iウエットランドフォーラム・
松本a080-5251-8677f512-8677y無料e不要

9/

14
●土
他

2博多伝統芸能館　公演

　博多芸妓（げいぎ）などによる唄や舞、お座敷遊びの体験など。①②
は博多民踊協会も出演。d９月①14日㈯午後１時〜２時半②14日㈯午
後３時〜４時半③25日㈬午後４時〜４時50分l同館（博多区冷泉町）i

博多伝統芸能振興会a441-1118（当日は080-2705-5462）f441-1149 
c各回20人（先着）y①②5,000円③3,000円e電話かファクス、メール

（m fkkdentou@fukunet.or.jp）に代表者の応募事項とメールアドレス、
参加人数（中高生と小学生以下がいる場合はそれぞれの人数も記
入）、希望日時を書いて、同会へ。ホームページでも受け付けます。

9/

15
●日

2市敬老福祉交流麻
マージャン

雀大会

d正午〜午後５時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i県麻雀業組合連
合会・瀬戸a080-5260-4010f515-9500t市内に住む60歳以上c100人

（先着）y1,500円e電話かファクス、メール（m pom2006@ac.auone-
net.jp）に応募事項と生年月日を書いて同連合会へ。

9/

16
●●月・祝

2博多ガイドの会
「福岡社家町教会百年の礼拝堂でSPレコードのひと時

とき

を」
　まち歩き後、木造の礼拝堂でレコードを聴きます。d午後１時〜３時
半l集合は櫛田神社（博多区上川端町）i博多区企画振興課a419-
1012f434-0053t小学生以上（小学生は保護者同伴）c50人（先着）
y800円（ドリンク付き）e電話で９月２日午前９時以降に同課へ。

9/

16
●●月・祝

2福岡タワー　敬老の日イベント

　65歳以上は展望料無料。フォトコーナーでは、１枚500円（通常1,100
円）で写真撮影・販売を行います（対象は65歳以上を含むグループ。先
着100組）。o午前９時半〜午後10時（入館は９時半まで）li福岡タ
ワー（早良区百道浜二丁目）a823-0234f822-4656y展望料＝高校生
〜64歳800円、小中学生500円、４歳〜就学前200円e不要

9/

16
●●月・祝

2小規模多機能型居宅介護フォーラム「いつまでも自宅
で暮らしたい、と考えたことはありませんか？」

　小規模多機能型居宅介護は、通所・宿泊・訪問を組み合わせ、施設と
自宅を行き来しながら在宅での生活を望む人を支える介護保険サー
ビスです。サービス内容や事例の説明、パネルディスカッションを行う
ほか、個別相談会も実施。d午後１時〜４時半l市役所15階講堂i介
護保険課a733-5452f726-3328c240人（先着）y無料e電話かファ
クス、メール（m kaigo-keikaku@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事
項と参加人数を書いて、９月１日以降に同課へ。

9/

18
●水

2福岡都市圏の未来の交通インフラを考えるシンポジウム

　基調講演、パネルディスカッション。d午後１時半〜３時半lエル
ガーラホール（中央区天神一丁目）i福岡国道事務所計画課a682-
7747f682-7763c300人（先着）y無料eホームページの申し込み
フォームで九州経済調査協会へ。定員を超えた場合のみ通知。

9/

18
●水
他

3楽水園　手書きの寺子屋〜筆ペン写経〜

　般若心経を書きます。持ち帰れる筆ペン付き。抹茶サービスもあ
り。d９月18日㈬、10月９日㈬午前10時〜正午li同園（博多区住吉二
丁目）af262-6665c各８人（先着）y3,000円e電話かファクスで、９
月１日以降に同園へ。

9/

19
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　オランダ・ロッテルダム出身のフェリクス・アナ・シモーネさんがふる
さとの街などについて日本語で紹介します。d午後６時半〜８時li福
岡よかトピア国際交流財団（博多区店屋町 市国際会館）a262-1744 
f262-2700c50人（先着）y500円（外国人学生は無料）e電話かファク
ス、メール（m attaka@fcif.or.jp）、来所で、９月２日以降に同財団へ。

9/

21
●土

3桧原運動公園　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
（約４㎞を歩きます）。d午前９時半〜正午li同公園（南区桧原五丁
目）a566-8208f566-8920c20人（先着）y無料（ポールレンタル代
500円）e電話か来所で、９月９日午前９時以降に同公園へ。

9/

21
●土

3月隈パークゴルフ場　バラの育て方講座

　中学生以下は保護者同伴。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）a504-5333f586-5388c各15人（先
着）y1,000円e電話かファクス、来所で、９月１日以降に同ゴルフ場へ。

9/

21
●土

2松風園
観月会〜万葉に思いを馳

は

せる令和の音楽と灯
あか

り〜
　「紙袋灯明」を使った地上絵、ピアノとボーカルによるジャズライブ
を行います。抹茶カフェもあり。d午後６時〜９時 ※ジャズライブは７
時〜８時（受け付けは６時から）、抹茶カフェは８時45分までli同園

（中央区平尾三丁目）af524-8264y大人1,500円、中学生以下500円
（抹茶セット付き）e不要

はかた伝統工芸館　工芸の世界と文化交流展

　博多織、博多人形、博多張子（はりこ）、マルティグラス
（多重積層ガラス）、釜山陶芸などの作品を展示・販売。
ジャンルを超えて交流を行ってきた作家らの、これまで
の交流の紹介やトークショーなども行います。d９月19日
㈭〜24日㈫午前10時〜午後６時（入館は５時半まで。最終
日の展示は４時まで）li同館（博多区上川端町）a409-
5450f409-5460y入場無料

催 し
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9/

21
●土

2ベジフルスタジアム　ベジフル感謝祭

　旬の青果物の試食・販売や関連事業者による食品等の販売。子ども
向けクイズラリーやバックヤードツアーなどの参加型イベントもあり。
d午前８時〜11時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

9/

22
●日

3早良障がい者フレンドホーム
フライパンでパンづくり

d午前10時〜午後２時li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-
2761f847-2763t市内に住む障がい児・者（保護者・きょうだい児も参
加可）c５組（抽選）y１人500円e電話かファクス、メール（m y.ooba01 
@fc-jigyoudan.org）に参加者全員の応募事項を書いて、９月１日〜８日
に同ホームへ。来所でも受け付けます。

9/

24
●火

2リカレントカフェ「人生100年時代の学びを考える」

　アラ還世代（60代前後）で積極的な活動を行っている人を登壇者に
迎え、セカンドライフで必要となる学びを受講者参加型で考えます。
d午後２時〜５時l西南学院大学百年館（早良区西新三丁目）i福岡
商工会議所a441-2189f414-6206tおおむね60歳以上c50人（先着）
y無料eファクスで９月１日以降に同会議所へ。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。

9/

25
●水

4国連講演会「日本と朝鮮半島の今後の課題」

　外務省の朝鮮半島政策調整官 秋山麻里氏が話します。d午後１時
〜２時半l福岡大学（城南区七隈八丁目）i日本国際連合協会福岡県
本部a713-8115f761-6762c100人（先着）y無料e電話かファクス、
メール（m unaj-fukuoka@nifty.com）で、９月１日以降に同本部へ。ホー
ムページでも受け付けます。

9/

28
●土

3親子 食と農の体験教室
「サツマイモの収穫体験と料理教室」

　料理教室はサツマイモを使った炊き込みご飯などを作ります。d午
前９時15分〜午後２時半lサツマイモの生産地（東区塩浜）他。集合・
解散は市役所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、９月11日（必着）
までに同課へ。

9/

28
●土

3今宿野外活動センター　あおぞらピザ教室

　石窯でピザを作ります。17歳以下は保護者同伴。d午前10時〜正
午、午後１時半〜３時半li同センター（西区今宿上ノ原）a806-
3114f806-3115c各30人（抽選）y小学生以上1,000円、未就学児500
円e往復はがき（〒819-0163西区今宿上ノ原217-２）に参加者全員の応
募事項と希望回（午前か午後のいずれか）を書いて９月１日〜18日（必
着）に同センターへ。ホームページでも受け付けます。

9/

28
●土

3太陽光発電導入促進セミナー

　再生可能エネルギーの現状、自家消費型太陽光発電の導入事例な
どを紹介します。d午後２時〜４時20分l市役所15階講堂i環境・エ
ネルギー対策課a711-4282f733-5592c100人（先着）y無料e電話
かファクス、メール（m kankyoenergy.EB@city.fukuoka.lg.jp）で、９月１
日以降に同課へ。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。

9/

28
●土

2ひと山まるごとガーデニング

　市の水源地域・大分県日田市大山町で下草刈りや地元の人との交
流を行います。d午前７時半〜午後５時半l集合・解散は市水道局（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、９月10日（必着）までに同課へ。

9/

29
●日

3東図書館　絵本に出てくるお菓子教室

　絵本『不思議の国のアリス』に出てくる「パイ」を冷凍のパイシート
を使って作ります。d午前11時〜午後１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（小学３
年生以下は保護者同伴）c16人（先着）y1,000円e電話か来所で、９
月１日以降に東図書館（なみきスクエア内）へ。

9/

29
●日

3海の中道青少年海の家　親子投げ釣り教室

　投げ釣りを行った後、釣った魚を調理します。d午前９時半〜午後３
時li海の中道青少年海の家（東区西戸崎）a603-2700f603-2782 
t小学４年〜中学生と保護者c20人（抽選）y大人2,500円、小中学生
2,000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）に参加者
全員の応募事項を書いて、９月９日（必着）までに同施設へ。ホーム
ページでも受け付けます。

10/

1
●火
他

3 KBC点字教室

　点字の読み書きを学びます。初心者向け。d10月１日〜12月24日の
火曜日午前10時〜正午（10月22日を除く連続講座）lKBC会館（中央
区長浜一丁目）iKBC開発a751-4070f715-1148c20人（先着）y無
料e電話かファクスで、９月２日以降に問い合わせ先へ。

10/

2
●水
他

3音楽でボランティアパワーアップ講座

　地域や高齢者福祉施設でのボランティア活動に役立つ、音楽療法
を活用したプログラムを学びます。d10月２日㈬、16日㈬、30日㈬午前
10時〜正午（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（過去に受講した人を除く）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17日（必着）までに同課へ。

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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教室 講演

雁の巣レクリエーションセンター　①バギーエクササイズ
体験会②雁の巣テニス教室（初心者向け）

　①は赤ちゃんを乗せたベビーカーを使用して、無理なく安全にできる運動を
行います。赤ちゃんの予防接種後24時間以内は参加不可。d①９月24日㈫午前
11時〜11時45分②10月１日〜12月10日の火曜日午前10時〜正午（10月22日を除
く連続講座）li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①産後４カ月
以降の母親と乳幼児のペア（父親も可）②18歳以上c①10組②14人（いずれも
抽選）y①無料②7,000円e往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクス
に応募事項（①は参加者全員分）とファクスの場合はファクス番号も書いて、９月
①16日②23日（いずれも必着）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

市民スポーツフェスタ 
トップアスリートとの交流イベント①陸上②野球

　①かけっこ教室。北京オリンピック・陸上男子４×100ｍリレー銀メダリストの朝
原宣治氏、元陸上選手の荒川大輔氏が指導します。②初心者向けの野球教室。
福岡ソフトバンクホークスOBの新垣渚氏、城所龍磨氏らが指導します。d10月14
日（月・祝）①午前11時半〜午後０時半②午後１時〜２時l平和台陸上競技場（中央
区城内）i市民総合スポーツ大会実行委員会a645-1231f645-1220t小学１〜
３年生c各200人（抽選）y無料eホームページで９月１日〜17日に受け付けま
す。

講座・教室



10/

4
●金
他

3おいしい減塩料理で、健康づくり

　減塩でもおいしく食べられるこつについて学び、調理実習をします。
d10月４日㈮、９日㈬午前10時半〜午後１時半 ※内容は同じlふくふ
くプラザ（中央区荒戸三丁目）i健康増進課a711-4374f733-5535t

市内に住むか通勤・通学する18歳以上c各25人（抽選）y無料n３カ月
〜就学前（無料）e往復はがきに応募事項と希望日、託児希望者は子
どもの氏名・年齢（月齢）を書いて、９月１日〜20日（必着）に同課（〒810-
0001中央区天神１-８-１）へ。１人１通。当落通知は１週間前に発送。

10/

4
●金
他

2博多情緒めぐり

　①博多旧市街の寺社を巡る②旧市街寺町通り③あの偉人たちの足
跡をたどる④今に残る博多の伝統と文化を訪ねる⑤かまぼこ絵付け
体験―の各コースでボランティアガイドが名所・旧跡などを案内しま
す。詳細は８月27日から情報プラザ（市役所１階）、各区情報コーナー、
各出張所などで配布するリーフレットで確認するか問い合わせを。
d①〜④10月４日㈮〜８日㈫、11日㈮〜15日㈫いずれも午前10時、午後
２時から（各２時間）⑤10月５日㈯、12日㈯午後２時〜４時l集合は櫛田神
社（博多区上川端町）i市観光案内ボランティア協会a080-8397-
9256f733-5055c各回30人（先着）y①〜④700円⑤2,200円e電話か
メール（m jyocho@welcome-fukuoka.or.jp）で、９月１日以降に同協会へ。

10/

5
●土

3高齢期の住まい方セミナー

　講師は、エイジング・デザイン研究所代表の山中由美氏。①基礎か
ら学ぼう 高齢者住宅の種類と特徴②しっかり老後設計 在宅も住み替
えも住まいと資金は重要—の２部構成。d①午前11時〜午後１時②午
後２時〜４時l天神ビル11階（中央区天神二丁目）i住宅計画課
a711-4279f733-5589t市内に住むか通勤する人c各120人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m j-keikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.
jp）に応募事項と希望時間（両方も可）を書いて、９月６日以降に同課
へ。定員を超えた場合のみ通知。

10/

5
●土

2アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
どんぐりで遊ぼう

　ドングリを拾って工作などをします。小学３年生以下は保護者同伴。
d午前10時〜11時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980 
f661-8020c20人（先着）y100円（入館料別）e電話か来所で、９月５
日以降に同公園へ。

10/

5
●土

2路線バスで行く日帰り旅 飯盛山・高祖山登山

　西区の飯盛山から高祖山への登山（縦走）。集合は地下鉄橋本駅。
解散は①ＪＲ今宿駅または②地下鉄姪浜駅。集合・解散場所〜各登山
口は路線バス「金武橋本線」や「今宿姪浜線なぎさ号」で移動します

（交通費実費として①460円②560円が必要）。d午前10時〜午後４時
①20分②37分i交通計画課a711-4393f733-5590t６km以上の登山
ができる中学生以上c20人（抽選）eはがき（〒810-8620住所不要）か
メール（m kotsu@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事項と参加者全
員の氏名・年齢を書いて、９月19日（必着）までに同課へ。当選者のみ
通知。

10/

5
●土
他

3まもるーむ福岡　①特別講座「身近にみられるアリの多様さ〜冬に
も活動しているのかな〜」②みんなでチャレンジ「光るスライム作り」

d10月①５日㈯午前10時半〜正午②12日㈯午前10時半〜11時liま
もるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）a831-0669f831-0670t①小学
生以上②不問（いずれも小学３年生以下は保護者同伴）c①40人②25
人（いずれも先着）y無料e電話かメール（m mamoroom@fch.chuo.fuk
uoka.jp）、来所で、９月１日午前10時以降に同施設へ。

10/

5
●土
他

2環境フェスティバルふくおかプレイベント
ミレイヒロキと一緒に花を描こう

　ミッキーマウス生誕を記念した絵画制作などで世界的に活躍する、
アーティストのミレイヒロキ氏と一緒にリサイクルのビニール傘をリ
メークします。10月26日㈯、27日㈰開催の同フェスティバルで会場を
飾る花のデザイン画の色付けも行います。d10月５日㈯、６日㈰午前
11時、午後２時から（各回１時間半）l市美術館（中央区大濠公園）i同
フェスティバルふくおか2019事務局（サウスポイント内）a409-3135m 
kankyou@southpoint.co.jpt小学生（小学３年生以下は保護者同伴）
c各回40人（抽選）y300円eメールに参加者全員の応募事項と希望
日時（第４希望まで）を書いて９月23日までに同事務局へ（１通３人ま
で）。当選者のみ通知。空きがあれば当日も受け付け可。

10/

7
●月
他

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　「基礎」「中級」「デジカメ」「iPad（アイパッド）」「画像処理」「インター
ネット」「ブログ作成」「ワードでお絵かき」の８講座。d10月７日㈪〜12
月23日㈪ ※日時や期間は講座により異なるliシニアネット福岡（中
央区大名二丁目）a732-3115（平日午前10時〜午後３時）f753-6465 
t20歳以上の初心者、中級者c各10人（抽選）y１回1,000円（テキスト
代別）e９月13日までに電話かファクス、来所で詳細を問い合わせの
上、申し込みを。

10/

9
●水
他

2西区歴史よかとこ案内人と巡る
秋真っただ中の歴史探訪ウオーキング

　①鹿垣、能古博物館など②羽根戸古墳、飯盛神社中宮など③千里
飛び石、飯石神社など―を巡ります。d10月①９日㈬②12日㈯③19日
㈯午前９時半〜午後３時（①は午前９時から）l①集合は愛宕浜の能
古渡船場、解散は能古島の渡船場 ※フェリー代が別途必要②集合は
地下鉄橋本駅、解散はやよいの風公園（西区吉武）③集合・解散はJR
周船寺駅i西区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128m nishi
kuyokatoko@gmail.comc①25人（先着）②③なしy①400円②③300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。①は９月１日以
降受け付け。

10/

12
●土

3元気 長生き いきいき健康セミナー
「こころとからだの健康づくり〜余暇の過ごし方〜」

　講師はエコロジカル・アクティビティ協会 トレーナーの大久保優美
子氏。d午後２時〜３時半lあいれふ10階（中央区舞鶴二丁目）i市
健康づくりサポートセンターa751-7778f751-2572c250人（先着）y

無料e電話かファクス、メール（m soum@kenkou-support.jp）に応募事
項と講師への質問を書いて、９月１日以降に同センターへ。来所（あい
れふ４階）でも受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

10/

15
●火

4市若年性認知症講演会
「若年性認知症を知っていますか？」

　市認知症疾患医療センター 副センター長の飯田仁志氏が「若年性
認知症を知る〜認知症のこころを理解する〜」をテーマに話します。
当事者の話もあり。d午後２時〜４時l市役所15階講堂i認知症支援
課a711-4891f733-5587c100人（先着）y無料eファクスかメール（m 
ninchi-shien.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と参加人数、講師へ
の質問、ファクス番号またはメールアドレスを書いて、９月２日以降に
同課へ。定員を超えた場合のみ通知。
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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

南障がい者フレンドホーム 
①ペン習字教室②書道教室③バーベキューを楽しもう

　①②は期間中の祝休日を除く連続講座。③は小戸公園（西区小戸）に移動して
実施。d①10月２日〜令和３年９月15日の第１・２・３水曜日午前10時〜正午②10月
３日〜令和３年９月16日の第１・２・３木曜日午前10時〜正午③10月５日㈯午前10時
〜午後４時l①②同ホーム（南区清水一丁目）③集合は同ホームi同ホーム
a541-5858f541-5856t市内に住む障がいのある人（介助者の同伴可）c①②
４人③16人（いずれも抽選）y①②実費（①紙・筆代②書道道具代）③1,000円e

電話かファクスに応募事項と障がいの名称を書いて、９月20日までに同ホーム
へ。来所でも受け付けます。

催 し



10/

17
●木
他

2博多障がい者フレンドホーム
①パークゴルフ交流フェスタ②釣り教室

d10月①17日㈭②27日㈰午前10時〜午後１時半l①月隈パークゴル
フ場（博多区月隈三丁目）②海づり公園（西区小田）i同ホームa586-
1360f586-1397t①不問②市内に住む障がい児・者（家族の参加も
可。高校生以下は保護者同伴）c①30人②12人（いずれも抽選）y①
600円（昼食付き）②入園料、昼食代など実費e電話かはがき（〒812-
0857博多区西月隈５-６-１）、ファクスに応募事項と障がいの有無（障が
いのある人は手帳の種類も）を書いて、①９月１日〜28日②９月１日〜
10月15日（いずれも必着）に同ホームへ。来所（博多区西月隈五丁目）、
ホームページでも受け付けます。

10/

20
●日

2海づり公園
全員集合 秋のファミリー・グループ釣り大会

d午前６時〜10時li同公園（西区小田）a809-2666f809-2669t小
学生以上で構成された２〜５人のグループ（小中学生は保護者同伴）
c80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１日〜10月11日（必着）に同公園
へ。ホームページでも受け付けます。

10/

21
●月
他

2かなたけの里公園
団体向け①サツマイモ②サトイモ収穫体験

　学校、地域の集まりなどの団体向け。詳細は問い合わせを。d①10
月21日㈪〜11月10日㈰②10月28日㈪〜12月28日㈯ ※日時は後日調
整li同公園（西区金武）af811-5118t10〜100人程度の団体c①
10口②20口（いずれも先着。１口＝①40株。１株当たり４〜５個程度②10
株。１株当たり７〜８個程度）y１口①6,000円②4,000円e電話か来所
で、９月１日以降に同公園へ（いずれも１団体２口まで）。

10/

21
●月
他

4博多区難病講演会 ①ベーチェット病について
②特発性間質性肺炎について

　講師は①九州大学病院免疫・膠原病（こうげんびょう）・感染症内科 
助教の赤星光輝氏②西福岡病院 院長の渡辺憲太朗氏。d①10月21
日㈪午後６時〜７時半②11月８日㈮午後２時〜３時半l博多区保健福
祉センター（博多区博多駅前二丁目）i博多区健康課a419-1091f 

441-0057t患者や家族などc各60人（先着）y無料e電話かファクス
に応募事項と希望日を書いて、９月５日以降に同課へ。

R60倶
く ら ぶ

楽部 ①万葉集を学びその地を訪ねる文学・歴史プチ
旅②簡単に楽しく学ぼう透明水彩画教室（夏のくだもの）

d①９月６日〜11月１日の第１・３金曜日午前10時〜正午（連続講座）②９月11日㈬
午後２時〜３時半l①中央市民センター（中央区赤坂二丁目）他②あいれふ（中
央区舞鶴二丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456m info@r60
festa.jpc①20人②10人（いずれも先着）y①1,000円②500円e電話かメール
で、９月２日以降に同実行委員会へ。

講座・教室

10/

26
●土

2「水源の森づくり」学習活動

　学習会と間伐体験など。d午前10時〜午後２時 ※天神（日本銀行
前）発の無料貸切バス利用者は午前９時に集合l県立四王寺県民の森

（粕屋郡宇美町四王寺）i県水源の森基金a732-5450f733-8872t

小学５年生以上（小学生は保護者同伴）c80人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m f-suigen@deluxe.ocn.ne.jp）に応募事項と無料貸
切バス利用の有無を書いて、９月１日以降に同基金へ。ホームページ
でも受け付けます。

10/

26
●土

2Ｄ
ド ロ ッ プ

ｒｏｐ Ｓ
シ ャ ド ウ ズ

ｈａｄｏｗｓ かげのしずく

　フランス現代サーカス界で活躍するラファエル・ボワテルの世界初
演作品を上演。柔軟な体による言語不問のパフォーマンスです。推奨
年齢は小学生以上。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。
d午後１時、４時から（各45分程度）lぽんプラザホール（博多区祇園
町）i市文化芸術振興財団事業課a263-6265f263-6259c各80人（先
着）y一般2,500円、18歳以下1,000円（当日は各500円増し）eチケット
ぴあ、ローソンチケットで９月１日から販売。

10/

27
●日

2ふくおか介護フェスタ

　脳科学者の茂木健一郎氏による記念講演、介護技術コンテスト、介
護に関するスピーチなど。詳細はホームページで確認するか問い合
わせを。d午後１時〜４時半l都久志会館（中央区天神四丁目）i県
介護福祉士会a474-7015f436-5234c570人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m fkaigo@elf.coara.or.jp）で同会へ。

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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教室 講演

油山市民の森

　中学生以下は保護者同伴。li油山市民の森（南区桧原）a871-6969f801-
1463t①18歳以上②11歳以上③不問e往復はがき（〒811-1355南区桧原855-４）
に応募事項と希望日を書いて９月①②13日③20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。

内容 日時 定員（抽選） 費用
①おとな倶楽部（くらぶ） キノコ
教室（キノコを観察しながら、特
徴や生態を学びます）

10／２㈬13:00〜15:00 30人 500円

②ナビゲーション教室 入門編
（コンパスと地図の読み方の基
礎を学びます）

10／５㈯10:00〜13:00 10人 500円

③秋の森のキノコ観察会（キノコ
を探しながら散策します） 10／13㈰10:30〜12:30 40人 200円

催 し

市民体育館

li同体育館（博多区東公園）a641-9135f641-9139y①2,100円②4,000円③
無料④１組2,100円e①②④はがき（〒812-0045博多区東公園８-２）かファクス、来
所で、９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。③電話かファクス、来所で、９月１日以降に同体育館へ。

内容 日時 対象・定員

①秋の体験 オハ ヨガ教室
（初心者向け）

10／３〜24の木曜日
10:00〜11:00（10／17を除
く連続講座）

18歳以上、
20人（抽選）

②秋のげんきっず うんどうひろ
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）

10／12〜12／７の土曜日
16:00〜17:00（11／23を除
く連続講座）

年中・年長児、
10人（抽選）

③体育の日 体幹を鍛えよう教
室 10／14（月・祝）14:00〜15:00 高校生以上、

20人（先着）

④秋の体験 親子ヨガ 11／１〜15の金曜日
11:15〜12:15（連続講座）

１〜３歳と保護者の
ペア、10組（抽選）

講座・教室

今津運動公園

　詳細は問い合わせを。li同公園（西区今津）a807-6625f807-6627t①②20
歳以上③合計年齢90歳以上の男女のペア④各30歳以上の女性のペア ※いず
れも今年の12月31日時点。平成28年以降に中級レベル以上の大会（団体戦を除
く）で優勝経験のある人同士のペアは出場不可。 y①8,400円②5,400円③④1組
4,000円e電話か来所で、９月①１日〜10日②１日〜14日③④１日以降に同公園へ。

内容 日時 定員

①テニス教室（初級・初中級） ９／11〜11／13の水曜日
10:00〜12:00（連続講座） 各20人（抽選）

②バドミントン教室 ９／20〜11／22の金曜日
10:00〜12:00（連続講座） 25人（抽選）

③今津カップ（テニス大会）
ミックスダブルス ９／24㈫9:00〜17:00 ８組（先着）

④今津カップ（テニス大会）
女子ダブルス ９／24㈫9:00〜17:00 16組（先着）

催 し



お知らせ
友泉亭公園　秋の俳句を募集

　作品は９月20日㈮〜10月中旬ごろ
に展示します。li同公園（城南区友
泉亭）af711-0415c30人程度（先着）
y無料（入園料別）e園内にある短冊
に作品を書いて、９月１日〜16日の午前
９時〜午後４時に応募（1人一句）。
楽水園　フォトコンテストの作品
を募集

　同園で撮影した写真を募集します。
選考した10作品を来年２月１日㈯〜29
日㈯に展示します。詳細は問い合わ
せを。li同園（博多区住吉二丁目）
af262-6665y無料（入園料別）e郵
送（〒812-0018博多区住吉２-10-７）か
来所で、９月１日〜12月28日（必着）に
同園へ（１人１点）。

緑のカーテンコンテスト 市民投票
　同コンテストの応募作品を市役所
１階ロビーで展示し、市民投票を実施
します（投票は市ホームページでも可
能）。表彰式は10月に開催する環境
フェスティバルの中で行います。【投
票期間】 ▽市役所１階＝９月10日㈫〜
12日㈭午前９時〜午後５時 ▽ 市ホー
ムページ＝９月10日㈫午前９時〜13日
㈮午後５時i環境・エネルギー対策課
a711-4282f733-5592
市重度心身障がい者福祉手当の
申請について

　【対象】９月１日現在市内に住み、住
民基本台帳に登録されているか、本
市の措置または介護給付費等支給決
定により、障がい児・者の福祉施設な
どに入所している場合で、次のいずれ
かに該当する人。 ▽身体障害者手帳１
級 ▽知的障がい者で療育手帳Ａ１・Ａ
２、または障がいの程度がＡ１・Ａ２と同
程度と判定された―上記の要件は９
月１日〜11月30日の期間、継続するこ
とが必要【金額】 ▽在宅者＝２万円 ▽

施設入居者＝１万5,000円【支給時期】
12月【申請】申請書と必要書類などを
持参、または郵送で９月２日〜10月31日

（消印有効）に住所地の各区福祉・介
護保険課へ。i各区同課
浜崎今津漁港小型船舶係留施設
の空きバース利用者を募集

　料金や申込方法など詳細は募集要
項で確認を。【対象船種】船舶の長さ
が6.1ｍ以下のプレジャーボート、釣り
船など（ヨットを除く） ※船舶検査証
書が必要【募集数】１隻【利用開始】11
月以降【募集要項の配布】９月１日か
ら情報プラザ（市役所１階）で。市ホー
ムページにも掲載【申込期間】９月30日

（消印有効）までi漁港課a711-4372 
f733-5557
東平尾公園内の施設利用不可に
ついて

　「ラグビーワールドカップ2019」開
催に伴い、下記の施設は利用できま
せん。iラグビーワールドカップ2019
福岡開催推進委員会事務局a643-
7613f632-2011

施設 利用不可日

大谷広場第２駐車場 ９／16（月・祝）〜
10／14（月・祝）

第１・第３野球場
９／25㈬ 〜27
㈮、10／１㈫〜
３㈭、10／11㈮
〜13㈰

大谷広場第１駐車場、
ユニバーシアード記念
平和の杜駐車場、陸上
補助競技場、陸上競技
場第１・第２駐車場、テ
ニス競技場、第２野球
場、坂瀬池東広場

９／26㈭、10／
２㈬、12㈯

児童手当現況届　未提出の人へ
　未提出者には現況届の提出を再度
案内しています。未提出の場合、６月
分以降の手当を受け取ることができ
ませんので早めに手続きを。i市児
童手当コールセンターa711-5484

（平日午前９時半〜午後５時半。月曜
日のみ午後８時まで)f733-2504

９月は船員労働安全衛生月間です
　９月中、九州運輸局等の職員が停
泊中の船舶を訪船して安全衛生指導
を行う他、船員の無料健康相談所を
開設します（①②③土日祝日を除く④
水曜午後、土曜午後、日祝日を除く）。

【場所・連絡先】①船員保険福岡健康
管理センター(東区原田三丁目)a 

611-6311②古森病院(博多区対馬小
路)a291-3945③有村内科クリニック
(中央区荒戸一丁目)a721-6679④み
なと内科クリニック（中央区長浜三丁
目）a711-6900i同局船員労働環境
課a472-3175f472-3304y無 料e電
話で上記の健康管理センター、各病
院へ。

新しい水洗化区域のお知らせ
　８月23日から次の区域の一部が新
しく水洗化（下水処理）区域になりまし
た。【東区】唐原五丁目、みなと香椎三
丁目、水谷三丁目【早良区】重留七丁
目、大字脇山、内野二丁目・八丁目【西
区】大字飯氏、今津。水洗化区域に
なった各家庭では次のように改修して
ください。 ▽くみ取り便所は３年以内
に水洗便所に改造する（貸付制度あ
り） ▽風呂、台所などの雑排水は６カ月
以内に排水設備を設置し下水管（汚
水管）に流す ▽排除方式が分流式に
なっている区域の汚水は汚水管に、雨

水は側溝か雨水管に流れるように接
続する。i下水道事業調整課a711-
4428f733-5533、貸付制度は下水道
管理課a711-4534f733-5596

分流化区域指定のお知らせ
　８月23日から次の区域の一部が分
流化区域に指定されました。【博多
区】美野島一丁目【中央区】今泉二丁
目、警固一丁目。建築する際は、分流
式の排水設備を設置し、汚水は汚水
管に、雨水は側溝か雨水管に流す必
要があります（助成制度あり）。詳細は
市ホームページで確認を。i下水道
事 業 調 整 課a711-4428f733-5533、
助成制度は中部下水道課a711-4698 
f711-4466

県営住宅入居者を募集
　募集団地や戸数など詳細は情報プ
ラザ（市役所１階）、各区情報コー
ナー、各出張所などで配布する募集
案内で確認を。【募集案内の配布・申
込期間】９月４日〜12日i県住宅供給
公社管理課a781-8029f722-1181
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25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

ドラッグコスモス神松
寺店（城南区神松寺一
丁目）

変更 ７月２日

都市景観形成地区等原案の縦覧
　新しく都市景観形成地区の指定を
予定している、承天寺通り地区の地区
景観形成方針および基準案が縦覧で
きます。【位置】博多区博多駅前一丁
目の一部【縦覧期間】９月４日㈬まで。
９月11日㈬まで市に意見書を提出で
きます【縦覧場所】都市景観室（市役
所４階）i同室a711-4589f733-5590

総合西市民プールを休館します
　大規模改修工事のため、令和２年４
月１日㈬から令和３年５月末（予定）ま
で休館します。iスポーツ施設課a 

711-4099f733-5595
10月１日から介護保険在宅サービ
スの利用上限額が変わります

　消費税率10％の引き上げに伴い、
介護報酬が改定され、介護保険で在
宅サービスを利用する場合の１カ月
の上限額（区分支給限度基準額）も変
更となります。９月30日以前に交付さ
れた介護保険被保険者証には変更前
の区分支給限度基準額が記載されて
いますが、今回の変更による同証の
差し替えは行いません。10月以降に

在宅サービスを利用する場合は変更
後の区分支給限度基準額に読み替え
てください。i各区福祉・介護保険課 
※介護報酬改定後の自己負担額につ
いては担当ケアマネジャーや利用し
ている介護サービス事業所に確認
を。
街区表示板が破損している場合
は連絡を

　折れ曲がったり割れた
りした街区表示板=写真
=は事故につながる危険
性があります。発見した
場合は区政課へ連絡を。
i同課a711-4074f733- 
5595

しごと

シニア活躍応援 初心者のための
コールセンターのお仕事セミナー

　仕事内容や求められる技能につい
ての説明、電話対応の業務体験など。
d９月12日㈭ 午 後１時〜３時lTKP
ガーデンシティ博多アネックス（博多
区博多駅前四丁目）i同セミナー事
務局（パーソルテンプスタッフ内）
a433-7780f287-9330t市内に住む
60歳以上c25人（先着）y無料e電
話かファクスで、９月２日以降に問い
合わせ先へ。
高齢者活躍人材育成事業セミナー

「新しい時代も健康で、いきいき
と暮らすために」

　薬剤師の伏見浩幸氏が食の見直し
や漢方の基礎について話します。d９
月30日㈪午後１時半〜３時半l福岡
ガーデンパレス（中央区天神四丁目）
i県シルバー人材センター連合会
a292-1857f623-5677t市内に住む
勤労意欲のある60歳以上c50人（抽
選）y無料e電話連絡後、申込書を９
月20日（必着）までに同連合会へ。
アクティブシニア就労合同企業説
明会

　高齢者を積極的に雇用している企
業から直接話を聞くことができます。
d９月21日㈯午後１時半〜３時半li

老人福祉センター長生園（博多区千
代一丁目）a641-0903f641-0907t

市内に住むおおむね60歳以上c30人
（先着）y無料e電話かファクス、来所
で、９月１日以降に同園へ。

　※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。

情報BOX 福岡市政だより
令和元（2019）年９月１日 10

●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

お知
らせ しごと



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
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）へ提出。i同課a711-
4754f733-5536

市臨時的任用職員を追加募集
　10月１日〜来年３月31日を任用開
始日とする任用期間６カ月以内の一
般事務補助職員を募集。詳細は市
ホームページで確認を。【対象】今年
度の同募集に初めて申し込む人、既
に申し込んでいるが希望勤務所属を
変更したい人【募集案内・申込書の配
布】市総務事務センター（市役所３
階）、情報プラザ（同１階）、各区総務担
当課、各区情報コーナー、各出張所で

【申込期間】９月１日〜15日（消印有
効）i同センターa711-4923f733- 
5885

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「インテリアコーディネーター２
次資格試験対策」講習 ▽「実務で差が
つくワード＆エクセル（中級相当）」講
習 ▽「パワーポイント２日でマスター」
講習 ▽「シーケンス制御」講習―を開
催。日程や料金など詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
i同協会a671-6831f672-2133

職業訓練11月生を募集
　①金属加工技術科②導入訓練③住
環境コーディネーター科―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福岡職業能力開発促進セ
ンター飯塚訓練センター（飯塚市柏
の森）a0948-22-4988f0948-22-4912
保育士・保育所支援センター出張
相談会

　市内の保育所等への就労に関する
相談受け付け、就職先の紹介などを

行います。同センターの登録および
求人票の閲覧も可能（登録には保育
士証または子育て支援員修了証の登
録番号、登録年月日が必要）。詳細は
市ホームページで確認するか問い合
わせを。d９月20日㈮午前10時〜午後
３時lハローワーク福岡中央（中央区
赤坂一丁目）i同センターa711-68 
08f733-5718y無料e不要
テレワークによる障がい者雇用促
進セミナー

　セミナー終了後、テレワーク導入の
ための個別相談会も行います。詳細
はホームページで確認するか問い合
わせを。d９月６日㈮午前11時〜午後
４時l県吉塚合同庁舎（博多区吉塚
本町）i県新雇用開発課a643-3594 
f643-3619t企業や支援団体、障が
いのある人c100人（先着）eファクス
で同課へ。ホームページでも受け付
けます。

精神保健福祉センター 専門相談
　いずれも無料。【専門電話相談】 ▽

依存症・引きこもり＝火・木曜日 ▽ 発
達障がい・性同一性障がい＝第１・３水
曜日（いずれも祝休日を除く）午前10
時〜午後１時a737-8829【専門医師に
よる面接相談】アルコール・薬物など
の依存症、引きこもりについての相
談。電話（a737-8829 火・木曜日午前
10時〜午後１時）かファクスで事前予
約が必要。日時など詳細は問い合わ
せを。li同センター（中央区舞鶴二
丁目）a737-8825f737-8827

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者（今回は精神障が
い者）が相談に応じます。 ※変更の可
能性あり。当日問い合わせを。d９月
18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-

相 談

7687t市内に住む障がい者やその家
族などy無料e不要
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d９月21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。d９月21日㈯
午前10時〜午後４時l博多市民セン
ター５階（博多区山王一丁目）i県行
政書士会a641-2501f641-2503y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。d９月18日㈬午後１時〜４時（1人
30分）li県土地家屋調査士会（中
央区舞鶴三丁目）a741-5780f731-
5202c６人（先着）y無料e電話か
ファクスで、９月２日以降に同会へ。
職場のハラスメント（パワハラ、セ
クハラ、マタハラ）集中相談会

　電話と面談で相談に応じます。d９
月11日㈬、12日㈭午前９時〜午後８時

（弁護士相談は12日午後３時〜７時） 
※受け付けはいずれも終了30分前ま
でli福岡労働者支援事務所（中央
区赤坂一丁目 福岡西総合庁舎５階）
a735-6149f712-0497t労働者およ
び使用者y無料e不要

全国一斉 法務局休日相談所
　相続登記や公正証書、人権問題等
について、司法書士などが相談に応じ
ます。d10月６日㈰午前10時〜午後３
時l福岡法務局（中央区舞鶴三丁目）
i同局民事行政調査官室a721-9383 
f721-4590c100組（先着。１組４人ま
で。相談は１組１件）y無料e電話か
ファクスで、９月２日以降に同室へ。

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。d10月２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。
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。d９月15日㈰午後１時〜４時li

ふくおかどうぶつ相談室（西区内浜一
丁 目 ）a891-1231f891-1259y無 料
eペット信託相談、犬のしつけのみ要
予約。電話かファクスで、９月２日〜13
日に同相談室へ。

市民相談室 法律相談
　市役所と各区役所の市民相談室
で、弁護士による法律相談を実施して
います。t市内に住むか通勤・通学す
る人 ※市民相談室法律相談、チケッ
ト法律相談のいずれかで１人年１回c

各７人（先着）y無料e電話か来所で、
希望日の１週間前（祝休日の場合は翌
開庁日）以降の午前９時〜午後５時に
各問い合わせ先へ。

場所・問い合わせ先 実施日
市役所
a711-4019f733-5580 月〜水曜日

東区役所
a645-1011f651-5097 木曜日

博多区役所
a419-1013f452-6735 水曜日

中央区役所
a718-1014f714-2141 金曜日

南区役所
a559-5010f562-3824 火曜日

城南区役所
a833-4010f844-1204 金曜日

早良区役所
a833-4308f846-2864 月曜日

西区役所
a895-7008f885-0467 木曜日

　※時間は午後１時〜４時。１人25分。

不動産の街頭無料相談会
　賃貸・売買などの不動産に関する
疑問や相談に、２会場で応じます（宅
地建物取引業を営む事業者を除く）。
契約書類など関係書類があれば持
参。d10月１日㈫午後１時半〜４時l

アクロス福岡１階アトリウム（中央区
天神一丁目）、JR吉塚駅コンコースi

全日本不動産協会福岡県本部事務局
a461-1125f461-1165y無料e不要

募集区分 受験資格

行政事務 次のア〜イの要件全てに該当する人
（ア）平成２年４月２日〜平成14年４月１日生まれ
（イ）身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳（１〜６級）の
交付を受けている人学校事務

市職員(身体に障がいのある人を対象とする採用選考)を募集

　点字での受験も可能。【採用予定日】原則来年４月１日【募集案内・申込書の配
布】８月29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。郵送での請求は、封筒の表に「身体に障がいのある人を対象とする採用選考
請求」と朱書きし、140円切手を貼った返信用封筒(Ａ４サイズが入るもの)を同封
して同課（〒810-8620住所不要）へ。市ホームページにも掲載【申込期間】 ▽電子
申請＝８月29日午前９時〜９月11日午後５時 ▽郵送＝８月29日〜９月13日（消印有
効） ※重複申し込みは不可i同課a711-4687f733-5866

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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花まつり
　季節の花苗や野菜苗の紹介と販売。
花苗の配布もあり（先着100人）。購入し
た苗で寄せ植え体験もできます。d９月
15日㈰午前10時〜午後３時y入場無料
e不要
みそ作り教室
　みそを作り、持ち帰ります。d９月22
日㈰午後１時〜４時c15組（抽選）y１組
2,000円e電話か来所で、９月７日の午前
８時45分〜午後１時に同農園へ。

　※以下の展示は一般200円、高大生
150円、中学生以下・市内に住む65歳以
上無料。
福岡の現代美術、九州派以後
　前衛美術集団「九州派」以後（1960年
代後半〜）の福岡の美術動向を伝える
作品を紹介します。d８月27日㈫〜10月
27日㈰
近代美術と九州
　伊藤研之、児島善三郎、寺田政明、和
田三造ほかの作品を展示します。d８月
27日㈫〜11月17日㈰

プラネタリウムイベント 手嶌葵スペシャ
ルライブ
　歌手・手嶌葵が出演します。d10月13
日㈰午後４時半〜６時、７時半〜９時t小
学生以上c各220人

（先着）y全席指定 
SS席6,000円、S席
5,500円、A席5,000
円eチケットは９月
１日午前10時以降
にホームページで
販売（１人５枚まで）。

　※いずれも無料。申し込みは電話か
ファクスで、９月２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。d９月
29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

９月29日㈰午前11時半〜午後０時半c６
組（先着）

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

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

９月のおはなし会
　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を。t０〜２
歳児と保護者、幼児、小学生c各50人

（先着）y無料e不要
重陽の節句祭
　①押し花で作るプレート制作コーナー

（先着30人。300円）②元気で長生き 気
軽に体操コーナー（椅子に座ったままで
きます。各先着15人。無料）③似顔絵
コーナー（１枚1,000円）。d９月８日㈰午
前10時半〜午後３時（受け付けは10時か
ら） ※②は午前10時半、11時10分、11時
50分から。①正午〜午後１時③午後０時
半〜１時半を除くi同図書館a852-06 
00f832-1588t①②おおむね40歳以上
③不問e不要

博多ライトアップウォーク見どころツアー
　同館に集合後、市観光案内ボランティ
アガイドと共に「博多旧市街ライトアッ
プウォーク」の会場を巡ります。小学生
以下は保護者同伴。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。d10月
12日㈯、13日㈰午後５時〜８時c各20人

（先着）y2,600円（ライトアップウォーク
会場に優先入場できるチケット付き）、
中学生以下無料e電話かファクス、メー
ル（m furusatokan@hakatamachiya.
com）に応募事項と希望日を書いて、９月
１日以降に同館へ。

10月・11月公演 舞台「組曲虐殺」
　出演は井上芳雄、上白石萌音ほか=
写真。d10月31日㈭〜11月３日(日・祝)正
午から（10月31日、11月２日は午後５時か
らの回もあり）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y

Ａ席１万1,000円、Ｂ席8,000円、Ｃ席5,000
円e電 話 で８
月31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９月１日午
前10時から販
売。

　※いずれも入園料別。
園芸講座 押し花教室
　小物から始め、額入り作品まで作りま
す。講座修了後に作品展示会も行いま
す。d10月１日、11月12日、12月10日、来
年１月７日、２月４日、３月３日の火曜日午
前10時〜正午（連続講座）c20人(抽選)
y2,500円程度e往復はがきかファクス
で、９月17日(必着)までに同園へ。ホー
ムページでも受け付けます。
ウイークエンドフラワー ガーベラのフ
ラワーアレンジメント
　八女市・広川町のガーベラを使いま
す。生産者のトークショーもあり。d10月
５日㈯午前11時〜午後０時半、１時半〜３
時c各10人（抽選）y500円e往復はが
きかファクスに応募事項と希望回（午

市文学館講座 白秋音楽の魅力を探る
大正期童謡から交声曲「海道東征」まで
　講師は北原白秋生家・記念館の大橋
鉄雄館長。d９月21日㈯午後２時〜３時半

（開場は１時半）i同図書館文学・文書課
a852-0606f852-0609c40人（抽選）y

無料e電話かファクス、メール（m lib 
rary-bungaku.BES@city.fukuoka.lg.jp）
で、９月10日までに同課へ。落選者のみ
通知。
としょかん de 落語会 秋の会
　ふくおか素人落語会が出演。d10月６
日㈰午後２時〜３時i同図書館図書サー
ビス課a852-0627f852-0609c45人（抽
選）y無料e往復はがきで９月22日（必
着）までに同課へ。

前・午後のいずれか）を書いて、９月21日
(必着)までに同園へ。ホームページでも
受け付けます。
旬の植物ガイド
　解説員の説明を聞きながら、園内の
植物を観察します=写真。d10月12日㈯
午後１時半〜３時半（受け付けは１時か
ら）c50人(先着)y無料e不要

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

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

　※いずれも対象は自家用車などで直
接来所できる人（②は小中学生と保護
者）。
①星と遊ぼう会
　星をテーマにしたクラフト制作、講師
による天文台ガイドツアーを行います。
市科学館の移動プラネタリウムもあり。
d９月14日㈯午後６時〜９時（受け付けは
５時半から。入場は８時まで）y入場無料

（クラフト制作は材料費別）e不要。市役
所と同施設間の無料送迎バスを利用し
たい人はホームページで９月７日までに
申し込みを（抽選）。
②せふりの自然に親しむつどい
　秋の食材を使ったクレープや、木の実
を使ったハーバリウムを作ります。背振
の生き物に関するクイズを解きながら、

同施設周辺の山を巡るハイキング=写
真=も実施。d10月19日㈯午前10時半
〜20日㈰午後２時半（１泊２日）c35人（抽
選）y大人6,000円、小中学生4,500円e

はがきかファクス、メール（m mail-inqui 
ry@sefuri.fukuoka-shizennoie.jp）に参加
者全員の応募事項と性別を書いて、９月
25日（必着）までに同施設へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

情報BOX 福岡市政だより
令和元（2019）年９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

９月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。②は上履きを持参、会場はさいとぴあ（西区西都二丁
目）。c①②なし③20組(先着。１組１個)④20組（先着）y①②無料③100円④１組200
円e①②不要③④電話かファクスで、９月③１日④３日以降に同施設へ。

内容 日時 対象
①みんなであそぼう（９／８＝ドッヂビー、
９／15＝積み木あそび）

９／８㈰13：30〜14：30、
15㈰14：00〜16：00

９／８＝小中高生、９／
15＝幼児〜高校生

②あいくるがやってくる（親子あそび） ９／11㈬10：00〜12：00 ２歳以上の幼児
③おもちゃ病院 ９／15㈰10：00〜14：00 幼児〜高校生
④木育おもちゃのひろば ９／18㈬10：00〜12：00 乳幼児
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。

「ハロウィーンパレード」参加者を募集
　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。締め切りは10月11日（必着）。
d10月26日㈯午前10時〜正午t小中高生c15人（抽選）y無料

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

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）

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）、
午前８時〜午後６時（10月〜３月）
x月曜（祝休日のときは翌平日）

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）

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）

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

l①②④⑤同センター③大濠公園（中央区）e①②④⑤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。③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） 10／12㈯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） 10／13㈰、27㈰14:00〜16:00 各10人（先着） 無料

③ニコニコペース健康教
室（ウオーキング）

10／19㈯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）

④楽しくおいしく健康料
理教室 10／24㈭10:00〜13:30 24人(先着) 1,000円

（食事付き）

⑤やせナイト塾（生活習
慣改善教室）

10／31〜11／21の 木 曜 日と
来年２／20㈭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

手嶌葵（てしまあおい）

背振少年自然の家
〒811-1113 早良区板屋530　a804-6771 f804-6772
利用受付時間　午前９時〜午後５時


