
〒 810-8620 は市役所専用の郵便番号です。市役所の住所を書かなくても郵便物が届きます。

夜間・休日急患診療 急患診療は、急病患者に対して応急処置を行うものですので、後日かかりつけの医療機関などで受診してください。
以下の内容は市ホームページ（「福岡市 救急医療・消防」で検索）にも掲載しています。

a＃7119●救急車を呼ぶべきか
　迷ったときは
　県救急医療情報センターが、看護師による相談や現在受
診できる最寄りの医療機関の案内等を、年中無休で24時間
行います。a471-0099f415-3113でも受け付けます。

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
☎847-1099

平 日 内科、小児科 ▼  午後7時半〜翌朝6時半

土 曜 日 小児科 ▼  午後5時〜翌朝7時半
内科 ▼  午後7時〜翌朝7時半

日・祝休日
内科、小児科、外科、産婦人科
 ▼  午前9時〜翌朝7時半
眼科、耳鼻咽喉科 ▶ 午前9時〜午後11時半

　※内科・小児科は、待ち人数などの診療状況をホームペー
ジ（「福岡市急患診療センター　待ち時間」で検索）で確認で
きます。

●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。

●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。

●外科当番医（９月後半の日・祝日）
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
９月16日（月・祝）
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911

吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
９月22日㈰
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
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
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
９月23日（月・祝）
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
９月29日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525

　※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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20
●金

2老人福祉センター長生園　長生園オレンジカフェ

　認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気の中で話をしたり
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、９月15日以降に同園へ。
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21
●土
他

3博多にわか講習会

　市無形民俗文化財指定の郷土芸能「博多にわか」の講習会を実施し
ます。２回参加すると10月27日㈰開催の「秋季博多にわか大会 一口に
わかコンクール」に出場できます。d９月21日㈯、10月19日㈯午後１時
半〜３時（受け付けは１時から） ※１回のみの参加可l千代公民館３階

（博多区千代一丁目）i博多仁和加振興会・安武a090-3194-2759f 

733-5055c各30人（先着）y無料e不要
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21
●土
他

3アンスティチュ・フランセ九州
フランス語秋期講座体験レッスン

　詳細は問い合わせを。d ▽経験者向け＝９月21日㈯午後２時から ▽

初心者向け＝９月21日㈯午後４時、24日㈫午前11時、25日㈬午後７時か
ら（いずれも45分）liアンスティチュ・フランセ九州（中央区大名二
丁目）a712-0904f712-0916y無料e電話かメール（m kyushu@insti
tutfrancais.jp）に応募事項と希望日を書いて、希望日の前日までに問
い合わせ先へ。
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22
●日

2リメンバー福岡 自死遺族の集い

　家族、友人、恋人などを自死（自殺）で亡くした人たちが、寄り添い語
り合う集い。d午後１時〜４時lあいれふ８階（中央区舞鶴二丁目）i

精神保健福祉センターa737-1275（平日午前10時〜午後４時）f737-
8827y500円e不要
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28
●土

2背振少年自然の家　星空観察会（スターウオッチング）

　天文台で季節の星座を観察します。天候の影響による実施の有無
については当日午後５時以降に問い合わせるかホームページで確認
を。d午後７時半〜９時（入場は８時45分まで）li背振少年自然の家

（早良区板屋）a804-6771f804-6772t自家用車などで直接来所でき
る人y無料e不要

9/

28
●土
他

2博多ガイドの会
着物できんしゃい 博多旧市街で日本酒の楽しみ

　承天寺、博多千年門（せんねんのもん）、若八幡宮、大楠様を訪ねた
後、日本酒セミナーと試飲（秋のひやおろし）を行います。洋服でも参
加可。d９月28日㈯、10月１日㈫午後２時〜４時15分l集合は地下鉄祇
園駅i博多区企画振興課a419-1012f434-0053t20歳以上c各20人

（先着）y1,800円e電話で９月17日午前９時以降に同課へ。
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29
●日

3市ヨットハーバー　初心者クルーザー教室

d午前10時〜午後４時li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）
a882-2151f881-2344t市内に住む16歳以上c10人（先着）y4,000
円e来所で９月15日午前10時以降に同施設へ。ホームページでも受
け付けます。

9/

29
●日

2思春期ひきこもり支援フォーラム
体験者からのメッセージ

　当事者が安心して過ごせる居場所の紹介も行います。d午後１時
半〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）iこども相談課a832-7110 
f832-7830c100人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m k-sod
an.CB@city.fukuoka.lg.jp）で、９月15日以降に同課へ。

9/

29
●日
他

2ひとり親家庭支援センター　①グリーフケア（死別の悲しみ
に寄り添う支援）おしゃべり会②養育費・面会交流セミナー

d①９月29日㈰午後１時半〜３時半②10月24日㈭午前10時〜正午
li同センター（中央区大手門二丁目）a715-8805f725-7720t市内
に住む一人親（①は配偶者と死別した一人親）c①10人②15人（いず
れも先着）y無料n３カ月〜小学生（無料。前日までに要予約）e電話
か来所で、９月15日以降に同センターへ。

福北連携コーナー
小倉城　薪能

　小倉城天守閣再建60周年の記念イベント。周囲にかがり火をたいた野外舞
台で行います。演目は狂言「寝音曲」と能「船弁慶」。雨天時は男女共同参画セ
ンター・ムーブ２階（北九州市小倉北区大手町）に会場を変更（変更の有無につ
いては13日の午後１時に決定）。詳細は問い合わせを。d10月14日（月・祝）午後５
時〜７時（開場は４時）l小倉城天守閣前広場（北九州市小倉北区城内）i北
九州市都市マネジメント政策課a093-582-2076f093-582-2176c椅子席600人

（先着） ※立ち見可y無料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９月15日 14催し 講座

教室
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5
●土
他

2楽水園　①楽水園音楽祭
②福岡の旧道を歩く（旧三瀬街道歴史ウオーク）

　①灯籠の明かりによる幻想的な雰囲気の中、日本庭園で中国の伝
統楽器・二胡（にこ）奏者 里地帰（さとちき）氏の生演奏を楽しみます。
②早良区の次郎丸白壁通り入り口から金武宿・飯場宿・大山祇神社ま
で約10kmを歩きます（高低差あり）。帰りは曲渕バス停から路線バスを
利用。d10月①５日㈯午後５時45分〜８時半②６日㈰午前８時50分〜午
後１時l①同園（博多区住吉二丁目）②集合はローソン福岡次郎丸５
丁目店（地下鉄次郎丸駅２番出口付近）i同園af262-6665c①100
人②20人（いずれも先着）y①大人2,500円（2,000円）、中学生以下
1,200円（1,000円） ※かっこ内は前売り②1,000円（バス代別）e電話か
ファクスで、９月15日以降に同園へ。
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5
●土
他

2福岡城下町サムライフェア 着物で騎馬体験会

　はかま姿で馬に乗り、福岡城むかし探訪館から多門櫓（たもんやぐ
ら）までを往復します。茶菓子付き。d10月５日㈯、６日㈰午前10時、11
時、正午、午後２時、３時、４時から（各回40分程度）l集合は福岡城 舞
遊の館（中央区城内 三の丸スクエア内）i福岡城 舞遊の館a707-
3191f707-3193t小学生以上c各回４人（先着） ※６日４時の回は２人
y9,800円e電話かファクスに参加者全員の応募事項と希望日時、代
表者名を書いて、９月15日午前10時以降に同館へ。
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6
●日

2福岡城下町サムライフェア
福岡おもてなし武将隊による福岡城跡ガイドツアー

　「福岡おもてなし武将隊」が殺陣、演舞パフォーマンスを披露した
後、天守台・本丸跡を中心に福岡城跡を案内します。①親子向け②一
般向けの２コース。いずれも福岡おもてなし武将隊のステッカーを進
呈。d①午前10時半〜正午②午後２時〜３時半l集合は三の丸スクエ
ア（中央区城内）i福岡観光コンベンションビューローa733-
5050f733-5055t①中学生以下と保護者②小学生以上c各30人（先
着）y一般2,000円、中学生以下1,000円eメール（m info@fukuoka-
boomshowtime.com）に参加者全員の応募事項と希望コース、代表者名
を書いて９月17日以降に問い合わせ先へ。

10/

6
●日

2クルーズ船「セレブリティ・ミレニアム」出航見送り

　博多港の岸壁から見送ります。18歳以下は保護者同伴。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせを。d午後３時〜４時半l中央ふ頭
クルーズセンター（博多区沖浜町）iクルーズ支援課a282-7239f282- 
7772c100人（抽選）y無料eファクスかメール（m cruise_hakata@
city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項と代表者のメールアドレ
スを書いて、９月30日までに同課へ（１通５人まで）。当選者のみ通知。

雁の巣レクリエーションセンター

　①用具の無料貸し出しあり。スケートボード大会（午前10時〜午後３時半）の観
覧もできます。②２本のポール（ストック）を使った、運動効果の高い歩き方を学
びます。雨天中止。③サツマイモを収穫し、持ち帰ります。li同センター（東区
奈多）a606-3458f607-9057t①小学生②小学生以上③不問e①各回30分前
から整理券を配布。②当日午前９時45分から受け付けます。③往復はがき

（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスに参加者全員の応募事項と希望日、
ファクスの場合はファクス番号も書いて、10月１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。

内容 日時 定員 費用
①雁の巣スケートボー
ドスクール無料体験会

10／５㈯10:00〜、13:00〜、
15:00〜（各30分）

各５人
（先着） 無料

②ノルディック・ウオー
キング教室

祝休日を除く月曜日10：
00〜11：30

各日30人
（先着）

無料（ポールレン
タル代300円）

③みんなでいもほり
10／19㈯、20㈰10:00〜16:00 
※収穫時間は当選後に
案内

各日50組
（１組５人
まで）

１組500円

催 し

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。
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30
●月

3ボートレース福岡　トールペイントで作るペン立て

　アクリル絵の具を使ってペン立てに絵を描きます。d午前11時〜午
後０時半、２時〜３時半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、９月20日（必
着）までに問い合わせ先へ。当選者のみ９月25日までに通知。

10/

1
●火

2九大アトピー性皮膚炎相談会

　九州大学皮膚科の医師・古江増隆氏による講話と質疑応答。d午後
２時半〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i保健予防課a711-
4270f733-5535c30人（先着）y無料n６カ月以上（無料。先着順）e

電話かファクス、メール（m hokenyobo.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）に応
募事項と託児希望者は子どもの人数・名前・年齢（月齢）・性別を書い
て、９月15日〜25日に同課へ。

10/

1
●火
他

3ゆうゆうセンター　発達障がいのある人の保護者向け
連続講座「はじめの一歩」

　発達障がいの特性と関わり方の工夫を学ぶ講座。テーマは①就労
を支えるサービス②感覚の違いと付き合い方③うまく使おう、福祉
サービス。希望回のみの参加可。d①10月１日㈫②11月１日㈮③12月４
日㈬午前10時〜正午（受け付けは９時半から）lふくふくプラザ５階（中
央区荒戸三丁目）i同センターa845-0040f845-0045y無料e不要

10/

1
●火
他

2 F IVBワールドカップバレーボール男子福岡大会

　チケット１枚で当日の３試合全てを観戦できます。詳細はホーム
ページで確認を。d10月１日㈫、２日㈬、４日㈮〜６日㈰午後０時半から
lマリンメッセ福岡（博多区沖浜町）i県バレーボール協会事務局
a409-0847f409-0848 ※チケットについては福岡大会チケットセン
ターa718-3939（月〜土曜日午前11時〜午後５時）yS指定8,000円、A
指定6,000円、B指定3,000円、自由（一般）2,000円、自由（中高生）1,000
円、自由（小学生）500円、未就学児無料（座席使用の場合は有料）e

ローソンチケット、チケットぴあ、イープラスなどでチケットを販売。

10/

3
●木
他

2西障がい者フレンドホーム　タブレットを楽しもう

　アンドロイドのタブレットを使い、アプリなどを楽しみます。d10月３
日〜17日の木曜日午後２時〜４時（全３回）li同ホーム（西区内浜一
丁目）a883-7017f883-7037t市内に住む障がいのある人（アンドロ
イドのタブレットを持参できる人）c６人（抽選）y無料e電話かはがき

（〒819-0005西区内浜１-５-54）、ファクス、来所で、９月10日〜26日（必
着）に同ホームへ。

10/

5
●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。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）y 

1,000円e電話かファクス、来所で、９月15日以降に同ゴルフ場へ。

10/

5
●土
他

3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バレイショ
の芽かき、レタスの種まき②ホウレンソウの種まき、サツマイモ掘り－
も行います。d10月①５日㈯午後１時半〜３時②17日㈭午前10時〜11
時40分lクリーンパーク・東部敷地内（東区蒲田一丁目）i循環生活
研究所a405-5217f405-5951t市内に住む人c各30人（抽選）y無料
e電話かはがき（〒811-0201東区三苫４-４-27）、ファクスに応募事項と
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。

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



市科学館ドームシアター　プラネタリウムイベント

　時間など詳細はホームページで確認を。x火曜日（祝日の場合は翌平日）、年
末年始 ※12月24日は開館li同館（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-
2530c各回220人（先着）e①②③チケットは当日同館３階チケットカウンターで
販売。④９月25日午後４時以降に同館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）。

内容 日時 費用
①宙語り（そらがたり） アインシュタ
インの宿題（クイズを交えながら、ア
インシュタインの業績を紹介します）

９／11㈬〜12
／２㈪ 大人500円、高校生300円、小

中学生200円、未就学児無料
②プラネタリウム ちびまる子ちゃ
ん　それでも地球はまわっている

９／11㈬〜来
年３／２㈪

③時を刻む この星空 with DREAMS 
COME TRUE（アーティスト・ドリームズ 
カム トゥルーの曲と俳優・中村倫也
のナレーションによる番組です）

９／11㈬〜来
年３／２㈪

高校生以上1,000円、小中学
生800円、未就学児無料（座
席使用の場合は500円が必
要）

④プラネタリウムイベント 星語り
「秋の夜長の星空散歩」

10／26㈯16：
00 〜 16：50、
17：15〜18：05

中学生以上510円、小学生
310円、未就学児無料（座席
使用の場合は310円が必要）

　※①②③（各回45分）は10月１日以降料金が変わります。

催 し

若
田
光
一
名
誉
館
長

10/

6
●日

2市科学館　開館２周年記念
名誉館長 若田光一宇宙飛行士と語る会

　①子ども親子部門②一般部門。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。d 

①午前11時〜正午②午後１時〜２時li同館
（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-2530 

t①小学生以下 ※保護者も参加可（小学３
年生以下は同伴が必要）②中学生以上c各
200人（抽選。１組３人まで）y無料eホーム
ページで９月21日正午まで受け付けます。

10/

6
●日
他

2かなたけの里公園　①秋の里山観察会〜草木染め編〜
②里の収穫祭 サツマイモ収穫体験

　①公園内で採取した草木でハンカチを染めます。②収穫体験の他
に音楽コンサート、竹を使った工作教室、飲食物等の販売などもあり
ます。d10月①６日㈰午前10時〜正午②20日㈰午前10時〜正午、午後
２時〜４時li同公園（西区金武）af811-5118c①30人②各200口

（いずれも抽選）y①１口（ハンカチ２枚）500円②１口（４株）600円e往
復はがき（〒819-0035西区金武1367）に代表者の応募事項と参加者全
員の氏名・年齢、希望口数、②は午前・午後の希望を書いて９月15日以
降に同公園へ（１組１通５人まで。②は１組２口まで希望可）。締め切りは
９月①25日②29日（消印有効）。

10/

8
●火
他

3歴史講座「幕末の福岡城の秘密に迫る」

　幕末の福岡城内で密かに行われていた軍事訓練や偽金造りについ
て学びます。15日は福岡城跡（中央区城内）を歩きます。d10月８日㈫
午後１時〜３時、15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）他iシニアフレンズ福岡ボランティア協議会

「福岡歴史探訪ガイド」・井上af771-6773c30人（抽選）y1,000円e

往復はがき（〒810-0064中央区地行３-22-13）で９月25日（必着）までに
問い合わせ先へ。

10/

9
●水

2今宿野外活動センター
今宿の四季をたのしむ〜きのこ編〜

　散策しながらキノコを観察します。18歳未満は保護者同伴。d午前
10時半〜午後１時半li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114 
f806-3115c20人（抽選）y500円e往復はがき（〒819-0163西区今宿
上ノ原217-２）で９月15日〜27日（必着）に同センターへ。ホームページ
でも受け付けます。

10/

9
●水

4女性のための美
みりょく

力UP講演会「女医に聞く 乳がん・子宮
がんの話〜予防・検診・治療最前線〜」

d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博多区地域保健福祉課a419-1100f441-0057t市内に住むか
通勤する女性c30人（先着）y無料e電話かファクス、来所で、９月15
日以降に同課（同センター内）へ。

10/

9
●水

3さざんぴあ博多
カレイドフレームアレンジメント教室

　刺しゅう枠とドライフラワーを使って作ります。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）a502-8570 
f502-8571c20人（先着）y2,000円e電話か来所で、９月15日以降に
問い合わせ先へ。

10/

12
●土

2アクロス・ランチタイムコンサート
新・福岡古楽音楽祭 ４人の名手による協奏曲の響宴

　出演は太田光子（リコーダー）、三宮正満（バロック・オーボエ）ほか。
J.S.バッハの「ブランデンブルク協奏曲第２番」などを演奏します。d正
午から（１時間程度）lアクロス福岡シンフォニーホール（中央区天神
一丁目）iアクロス福岡チケットセンターa725-9112f725-9102y全
席指定1,000円e電話か来所で同センター（アクロス福岡２階）へ。
ホームページやチケットぴあ、ローソンチケットでも販売。

10/

12
●土
他

2今津リフレッシュ農園　サツマイモ収穫体験

　１口10株程度収穫し、持ち帰ります。d10月12日㈯、13日㈰、19日㈯、
20日㈰午前９時〜午後４時li同農園（西区今津）a806-2565f806-
2570t市内に住む人c500組（抽選。１組１口）y１口1,000円e往復は
がき（〒819-0165西区今津5685）に代表者の応募事項と希望日を書い
て９月15日〜27日（必着）に同農園へ（１組１通）。来所でも受け付けます

（往復はがきを持参）。

10/

12
●土
他

3視覚障がい者のためのテキスト訳ボランティア養成講
座

　文字情報をパソコンなどで読み取ることができるデータに変換・作
成するテキスト訳について、①講演会（講師は視覚障がいの当事者）
②体験講習会（パソコンを使用したテキスト訳活動）を行います。d10
月①12日㈯午前10時〜正午②26日㈯午前10時半〜午後３時半 ※希
望回のみの参加可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a713-0777f713-0778c①50人②20人

（いずれも抽選）y無料e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３
-39）、ファクス、メール（m texteye.fukuoka@gmail.com）に応募事項と
希望日を書いて、９月15日以降に同センターへ。締め切りは10月①２日
②15日（必着）。来所でも受け付けます。

10/

13
●日

2市海浜公園　海っぴ凧
たこ

あげ大会

　凧を揚げます（①凧作り教室で作った凧②持ち込んだ凧）。①の凧
作りは午前10時から愛宕浜小学校（西区愛宕浜四丁目）で行います。
スポーツカイトの体験会もあり。詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d午後０時半からlマリナタウン海浜公園（西区愛宕浜
三丁目）i市海浜公園管理事務所a822-8141f822-8147t４歳以上

（小学３年生以下は保護者同伴）c各150人（先着）y各500円e９月15
日からホームページに掲載、または情報プラザ（市役所１階）、各区情
報コーナー、各出張所などで配布する申込書を同事務所へ。ホーム
ページでも受け付けます。

10/

13
●日
他

3松風園　茶道表千家 初級

d10月13日〜来年３月８日の第２日曜日午後３時半〜５時半（来年１月
を除く連続講座）li同園（中央区平尾三丁目）af524-8264c10人

（先着）y１万円e電話かファクスで同園へ。

情報BOX 福岡市政だより
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演



Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

l①②六本松 蔦屋（つたや）書店（中央区六本松四丁目）③club Lab-Z REMIX（中
央区天神三丁目）④アミカス（南区高宮三丁目）iアラカンフェスタ実行委員会
事務局a401-3456m info@r60festa.jpc①②③50人（先着）④20人（抽選）e①
②不要③④電話かメールで、③９月17日以降④９月17日〜30日に同事務局へ。

内容 日時 費用
①オトナ塾 整体院院長に聞く夏バ
テを残さず秋を「笑顔」で楽しむ方法

９／17㈫13：00〜14：00
（12：30から受け付け） 無料

②オトナ塾 終活を考える 最後に私
がねむる場所「昨今の納骨スタイル」

９／24㈫13：00〜14：00
（12：30から受け付け） 無料

③70年代サウンドで楽しむダンス
パーティー博多きらめきシアター 10／20㈰16：00〜18：00

2,500円（１ドリン
ク付き） ※前売
りは500円引き

④定年前後の男性に贈る「今年は年
越しそばを打とう」そば打ち教室（３
人分のそばセットを持ち帰れます）

10／20㈰、11／10㈰、12
／８㈰10：00〜14：00（連
続講座）

2,000円（各回昼
食付き）

講座・教室

10/

14
●●月・祝

2市民総合スポーツ大会 ソフトテニス競技

　種目は混合ダブルス、親子の部、小学生の部、初級の部。申込方法
など詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午前８時50分
からl今津運動公園（西区今津）i市ソフトテニス連盟事務局af 

847-1350t市内に住むか通勤・通学する人、または同連盟に所属して
いる人y１組1,000円e振込用紙の写しを添付の上、種目と代表者の
応募事項、参加者全員の氏名・住所・生年月日・性別を書いて郵送

（〒814-0015早良区室見２-16-21-302）かファクス、メール（m fukuokaci
ty.sta@gmail.com）で、９月30日（必着）までに同事務局へ。

10/

15
●火

3プロドッグトレーナーに学ぶ
上手なしつけ方で家庭犬の魅力を再発見

　犬の同伴不可。d午後２時〜４時l西市民センター（西区内浜一丁
目）iふくおかどうぶつ相談室a891-1231f891-1259t市内に住む犬
の飼い主、飼う予定の人c20人（先着）e電話かファクスで、９月17日
午前８時半以降に同相談室へ。

10/

16
●水

3わの会プレゼンツ
後期展示も盛りだくさん 「侍展」観覧ポイント講座

　侍展担当学芸員が後期展示の観覧ポイントを説明します。「わの
会」会員証提示で特典あり。d午後２時〜３時（開場は１時半）l市博
物館講堂（早良区百道浜三丁目）i市文化芸術振興財団a263-62 
64f263-6259c240人（先着）y無料e不要

10/

18
●金

3 IBD（潰瘍性大腸炎・クローン病）について

　講師は福岡大学筑紫病院消化器内科 准教授の久部高司氏。d午
後６時〜８時l早良区保健福祉センター（早良区百道一丁目）i早良
区健康課a851-6012f822-5733t患者や家族などc60人（先着）y無
料e電話かファクスで、９月18日以降に同課へ。

10/

18
●金
他

2友泉亭公園　観月会 ライトアップの月夜にジャズ

　ライトアップされた日本庭園でジャズの生演奏（ボーカル、ベース、
ピアノ）を楽しめます。抹茶サービス付き。未就学児入場不可。d10月
18日㈮、19日㈯午後７時〜８時半li同公園（城南区友泉亭）af711-
0415c各100人（先着）y3,500円（前売りは500円引き）eチケットは９
月15日午前９時以降に同公園で販売。

10/

19
●土

2あつまれ 博多only湾〜博多湾の魅力体感イベント〜

　志賀島（東区）で実施します。市営渡船を利用して来場した人には志
賀島の特産品を進呈。詳細はホームぺージで確認するか問い合わせ
を。①アマモ（海の環境を良くする海草）場づくり体験②いりこの解剖
体験③おさかな料理体験。d午前10時半〜午後１時l集合は市営渡
船志賀島旅客待合所i博多湾NEXT会議受付事務局（イデアパート
ナーズ内）a401-3456f739-6081t小学生以上（小学生は保護者同伴）
c①②30人③20人（いずれも先着）y無料eファクスかメール（m 
info@idea-p.co.jp）に参加者全員の応募事項と希望イベント（第３希望
まで可）を書いて、９月15日以降に同事務局へ。

10/

19
●土

2路線バスで行く 志賀島ハイキング

　路線バス「志賀島島内線」で移動し、志賀海神社や潮見公園等を歩
いて巡ります。集合は①午前７時にベイサイドプレイス博多（博多区築
港本町）②７時50分にJR西戸崎駅のいずれかを選択。午前11時40分に
市営渡船志賀島旅客待合所で解散（交通費実費として①1,540円②
650円が必要）。i交通計画課a711-4393f733-5590t一部坂道を含
む約５kmを歩ける中学生以上c25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、希望する集合場所を書いて、10月４日（必着）
までに同課へ。当選者のみ通知。

10/

19
●土

2東区、よかまち・よかとこ歩
さ ん ぽ

・歩・歩
「令和の志賀島・万葉歌碑を訪ねて」

　勝間10・５・２号碑や荒尾碑、志賀海神社１号碑などを巡ります。集合
は午前９時半にJR西戸崎駅または10時10分に市営渡船志賀島旅客待
合所のいずれかを選択。午後１時半に志賀島センターで解散。i東区
歴史ガイドボランティア連絡会・加藤a090-6177-9478f603-6200c30
人（抽選）y2,000円（昼食付き）e往復はがき（〒812-8653住所不要）に
参加者全員の応募事項と希望する集合場所を書いて９月25日（必着）
までに東区生涯学習推進課へ。

10/

19
●土

2博多の森テニス競技場
緑まち杯 博多の森テニス大会（ベテランダブルス）

　部門は40歳以上、50歳以上、65歳以上。詳細は問い合わせを。d午
前９時〜午後５時l同競技場（博多区東平尾公園一丁目）i東平尾公
園管理事務所a611-1544f624-6161c60組（抽選）y１組5,000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 Tenn
is.hakatanomori@midorimachi.jp）に参加者全員の応募事項と生年月
日、性別を書いて、９月13日〜10月４日（必着）に同事務所へ。

10/

21
●月
他

3西南杜
もり

の湖畔公園　初心者向けテニススクール

d10月21日〜12月２日の月・金曜日午前10時〜正午（10月25日、11月４
日、25日を除く連続講座）li同公園（城南区七隈六丁目）af863-
7929t18歳以上c20人（先着）y8,000円e電話か来所で、９月16日以
降に同公園へ。

10/

22
●●火・祝

3舞鶴公園　みどりの講座 ハーブのガーランド

　ひもにハーブを吊るして壁飾りを作ります。d午前10時半〜午後０
時半li同公園（中央区城内）a781-2153f715-7590c18人（抽選）
y800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）で、９月15日〜25日（必着）に同公園へ。

10/

26
●土
他

2子どもくるくる村 in 環境フェスティバルふくおか

　職業体験を通して、物を大切にする暮らしやお金の仕組みについて
学びます。d10月 ▽26日㈯＝午前10時、10時50分、午後０時半、１時20
分、２時10分 ▽27日㈰＝午前10時25分、11時15分、午後1時、１時50分

（いずれも開始時間）l市役所西側ふれあい広場i環境フェスティバ
ルふくおか2019事務局（サウスポイント内）a409-3135m kankyou@
southpoint.co.jpt４〜12歳（保護者同伴。受け付け・体験は子どもの
みで行います）c各回80人（抽選）y無料e往復はがき（〒812-0011博
多区博多駅前２-17-23 ２階）に参加者全員の応募事項と希望日、希望回

（第３希望まで）を書いて９月30日（消印有効）までに同事務局へ（１通４
人まで）。市ホームページでも受け付けます。

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



精神保健福祉センター

　いずれも連続講座。事前面接あり。詳細は問い合わせを。lあいれふ（中央区
舞鶴二丁目）i同センターa737-8825f737-8827y無料e電話（a737-8829 火・
木曜日の午前10時〜午後１時）かファクスで同センターへ（②は10月15日締め切
り）。

内容 日時 対象 定員
（先着）

①アルコールの問題を抱え
る家族のための教室（後期）

11／６〜来年３／４の原則
第１水曜日14:00〜16:00

飲酒問題に悩
む家族 10人

②ひきこもりの問題を抱える
家族のための教室（後期）

11／13〜来 年３／11の 原
則第２水曜日14:00〜16:00

引きこもり者
の家族 15人

③薬物の問題を抱える家族
のための教室（後期）

11／20〜来 年３／18の 原
則第３水曜日14:00〜16:00

薬 物 依 存 問
題に悩む家族 10人

④薬物依存症回復支援プロ
グラム〜薬物をやめたい人・
やめ続けたい人へのプログ
ラム〜

第２・４金曜日（時間など詳
細は問い合わせを）

薬物使用をや
めたい（やめ
続けたい）人

10人

講座・教室

アミカス

　詳細は問い合わせを。liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-
3766t女性y①5,000円②③無料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日前までに要申し込み。先着順）e①ファクス（f292-
3558）でウイルブレインへ。ホームページでも受け付けます。②③電話かファク
ス、メール（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）、来所でアミカスへ。ホームページで
も受け付けます。いずれも受付開始日は９月15日。

内容 日時 定員（先着）
①女性リーダー育成研修（仕事で役
に立つスキルを身に付けます。連続
講座）

▽ 土曜コース＝10／５、19、
26 ▽ 平日（木曜）コース＝10
／17、24、11／７いずれも10: 
00〜17:00

各30人

②ママのためのお仕事スタートアッ
プ（就職活動に関する不安につい
て、座談会形式で一緒に考えます）

10／11㈮10：00〜12：00 16人

③女性の人生サポート講座「離婚
を考えたときに知っておきたいこと」

（受講後、午後８時から女性弁護士
による個別相談会もあり）

10／23㈬18：00〜20：00 40人

講座・教室

介護実習普及センター　ミニ展示「快眠サポートグッズ」

　強力な振動で時刻を知らせる腕時計や体内時計を整える光の目覚まし時計
など、快適な睡眠に役立つ用具を展示します。d開催中〜９月30日㈪午前10時
〜午後６時（17日は休館）li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-
5361y無料

催 し

まもるーむ福岡

liまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）a831-0669f831-0670t①②不問
（小学３年生以下は保護者同伴）③小学４年生以上y無料e①②当日午後１時か
ら電話か来所で受け付けます。③電話かメール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.
jp）、来所で、９月15日午前10時以降に同施設へ。

内容 日時 定員（先着）
①ミラクルラボ体験教室「ちりめん
じゃこワールド」 ９／23(月・祝)15：00〜15：30 25人

②カブトガニ観察会 ９／29㈰15：00〜15：30 25人
③特別講座「身近なプランクトンを
観察しよう」 10／19㈯10：30〜12：00 20人

講座・教室

10/

27
●日

3アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
小玉かぼちゃでランタン作り

　ハロウィーンのランタンを作ります。小学３年生以下は保護者同伴。
d午後１時半〜３時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980 
f661-8020c30人（先着）y1,000円（入館料別）e電話か来所で、９月
27日以降に同公園へ。

10/

27
●日

2東平尾公園　博多の森を楽しむ会「キノコ観察会」

　レベルファイブスタジアム（博多区東平尾公園二丁目）周辺を散策
します。d午前10時〜午後０時半i博多の森陸上競技場a611-1515 
f611-8988t小学生以上（小学生は保護者同伴）c30人（先着）y100
円e電話かファクス、メール（m rikujyo.hakatanomori@midorimachi.
jp）、来所で、９月15日以降に同競技場へ。

11/

4
●●月・休

2中央児童会館「あいくる」
自分に挑戦「チャレンジウオーク」

　西区下山門から同会館まで約20kmを歩きます。福岡タワー（早良区
百道浜二丁目）の展望室までの階段も上ります。詳細はホームページ
で確認を。d午前９時〜午後５時l集合は同会館（中央区今泉一丁目）
i同会館a741-3551f741-3541t小学４年〜高校生c10人（抽選）
y1,000円e往復はがき（〒810-0021中央区今泉１-19-22）か来所で、10
月８日（必着）までに同会館へ。高校生はメール（m info@jidoukaikan-
aikuru.or.jp）でも申し込み可。

11/

21
●木

3認知症コミュニケーション・ケア技法「ユマニチュードR」
専門職向け入門講習会

d午前10時〜午後７時l天神チクモクビル（中央区天神三丁目）i市
ユマニチュード事務局（エクサウィザーズ内）a050-6865-7848f053-
415-9990t初めてユマニチュードを学ぶ看護・介護等の専門職（市内
に住むか通勤する人は費用補助枠あり。詳細は問い合わせを）c75人

（抽選） ※費用補助枠は60人（抽選）y３万5,200円 ※費用補助枠は２
万4,200円e認知症支援課（市役所12階）、情報プラザ（同１階）で配布
する申込書を９月15日〜10月15日に提出。ホームページでも受け付け
ます。

11/

23
●●土・祝

4難病市民公開講座「チャレンジ 挑戦する勇気」

　車いすラグビー選手の乗松聖矢氏、ダンサーのISOPP（イソップ）氏、
九州大学 講師（スポーツ心理学）の内田若希氏が話します。d午後１
時半〜４時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市難病相談支援
センターa643-8292f643-1389c200人（先着）y無料e電話かファク
スで同センターへ。ホームページでも受け付けます。

11/

24
●日

2障がい者フレンドホーム合同 チャレンジボッチャ交流会

　「ボッチャ」は障がい者向けに考案された球技です。個人・団体（５人
まで）いずれも参加可。d午前10時〜午後３時lももち福祉プラザ

（早良区百道浜一丁目）i西障がい者フレンドホームa883-7017f 

883-7037t市内に住む障がい者（家族も参加可）c30人（抽選）y530
円（弁当付き）e電話かはがき（〒819-0005西区内浜１-５-54）、ファクス
に参加者全員の応募事項と障がいの有無、ランプの使用台数を書い
て、９月15日〜10月25日（必着）に同ホームへ。来所でも受け付けます。

11/

24
●日

2県民さわやかマラソン大会

　全28種目。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、県庁１階などで配布する申込書またはホームページで確認
を。d午前10時〜午後１時半l海の中道海浜公園（東区西戸崎）i同
大会実行委員会事務局a643-6001f643-6003c2,000人（先着）y一
般3,500円、高校生以下1,200円、家族ペア（１km・２km）3,000円、家族ペア

（0.5km）2,500円e申込書に必要事項を書いて10月10日までに参加料
の振り込みを。ランネットのホームページでも受け付けます。
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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
ひとり親家庭等医療証・重度障が
い者医療証の更新について

　【ひとり親家庭等医療証】更新申請
書をまだ提出していない人は、住所
地の区役所・出張所保険年金担当課
へ提出を【重度障がい者医療証】更新
に申請は原則不要ですが、市から別
途案内が郵送で届いた人は、内容を
確認の上、必要書類を同課へ提出し
てください。i各区役所・出張所同課
西部工場・西部資源化センターの
ごみの受け入れを休止

　定期点検のため、10月１日㈫〜19日
㈯は同工場と同センター（西区拾六
町）のごみの受け入れを休みます。i

クリーンパーク・西部a891-3433f 

891-0171
NPO法人や当事者団体等へ備品購
入費や新規事業費を助成します

　【助成金額】 ▽備品購入＝上限25万
円 ▽新規事業＝上限５万円。対象事業
に関する経費の１割以上は自己負担

【対象】次の全ての要件を満たす法人
格を持たない団体またはNPO法人 ▽

市内に活動拠点を有する ▽社会福祉
に携わっている ▽ 活動実績が１年以
上ある ▽構成員および利用者の３分
の２以上が福岡都市圏に住む ▽平成
28〜30年度に本事業の配分を受けて
おらず、29・30年度に共同募金会の配
分を受けていない（今年度も受ける
予定がない）【申請書の配布】市社会
福祉協議会総務課（中央区荒戸三丁
目）で。ホームページにも掲載【申込
期間】10月31日までi同課a751-11 
21f751-1509
市環境行動賞の表彰対象者を募
集

　環境にやさしい都市の実現を目指
し、リサイクル活動や地域清掃など、
環境保全等に貢献した市民や団体を
表彰します。自薦・他薦は問いませ
ん。詳細は市ホームページで確認す
るか問い合わせを。【部門】個人、団
体、学校、事業者の４部門【募集期間】
11月29日（消印有効）まで【表彰式】来
年６月【推薦・応募方法】市ホームペー
ジに掲載、または環境政策課（市役所
13階）、情報プラザ（同１階）、各区生活
環境課、各区情報コーナー、各出張
所、各市民センターなどで配布する
推薦（応募）書を提出。i環境政策課
a733-5381f733-5592
政治倫理審査会で市長、市議会
議員の資産などを審査しました

　「福岡市長の政治倫理に関する条

例」および「福岡市議会議員の政治倫
理に関する条例」に基づき、市長、市
議会議員の資産などについて、７月25
日に市政治倫理審査会で審査が行わ
れました。審査の対象は市長および
市議会議員の平成30年12月31日現在
の資産等報告書、平成30年分の所得
等報告書、平成31年４月１日現在の関
連会社等報告書です。各報告書の記
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

民有地の緑化を助成します
　道路（幅員４ｍ以上の公衆用道路）
から見え、かつ道路から６ｍ以内の場
所で新たに行う緑化（一年草を除く）
に対して助成します（先着順）。【条件】

▽緑化面積５平方㍍以上 ▽工事着工
前に申請 ▽来年３月23日までに工事
完了し、完了報告書を提出【助成金
額】緑化施工費用の２分の１に相当す
る金額で、上限20万円【申請】ホーム
ページに掲載の申請書等を来年２月
14日(必着)までに市緑のまちづくり
協 会 へ。i同 協 会 みどり課a822-
5832f822-5848
「福岡市プレミアム付商品券」の
販売を開始します

　商品券の購入には購入引換券、現
金、本人確認書類が必要です。購入引
換券は９月中旬ごろから対象者（①ま
たは②）に順次発送。商品券の販売場
所、利用可能店舗など詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。

【対象】①平成31年度の市民税が非課
税の人（課税されている人の配偶者・
扶養親族および生活保護を受給して
いる人などは除く） ※申請が必要②
平成28年４月２日〜令和元年９月30日
に生まれた子の属する世帯の世帯主

【販売期間】９月27日㈮〜来年２月28日
㈮【商品券利用可能期間】10月１日㈫
〜来年３月31日㈫i福岡市プレミアム
付商品券コールセンター（平日のみ）

▽ 購入引換券の交付に関して＝a 

0120-133-672f733-5889 ▽ 商品券の
購入・利用に関して＝a0120-933-672 
m fukuokanext_premium@jbn.jtb.jp
老人福祉センター福寿園の浴室
の利用を休止

　設備のメンテナンス作業のため、
10月１日㈫〜23日㈬は浴室の利用を
休止します。同園（西区今宿青木）の
他の施設は通常通り利用できます。
i同園af891-2727
学校給食物資の納入を希望する
業者を募集

　市立小・中･特別支援学校の給食物
資（小学校用の食肉、青果、豆腐、こん

にゃく、みそ、しょうゆ、水産練り製品
を除く）の納入を希望する業者を募
集。【募集案内・申込書の配布】10月１
日から市学校給食公社（南区清水一
丁目）で【申込期間】10月15日までi

同公社物資課a555-2748f555-2749
九州大学箱崎キャンパス跡地等
の基盤整備事業に係る環境影響
評価準備書の縦覧・説明会

　同準備書の縦覧および説明会を開
催します。環境保全の見地から意見
書を提出することができます。【縦覧】
９月９日㈪〜10月８日㈫に九大跡地整
備課（市役所３階）、都市再生機構九
州支社九大箱崎地区整備課（中央区
長浜二丁目）、東区企画振興課（東区
役所２階）で【意見書の提出】10月23
日まで【説明会】９月21日㈯午前10時
半、25日㈬午後７時から、同大学箱崎
キャンパス旧工学部本館３階（東区箱
崎六丁目）で。申し込み不要。i九大
跡地整備課a711-4992f733-5909
環境影響評価準備書に係る公聴
会の開催要請を受け付けます

　９月９日㈪〜10月８日㈫に縦覧できる
「九州大学箱崎キャンパス跡地等の
基盤整備事業に係る環境影響評価準
備書」についての公聴会の開催要請
を受け付けます。公聴会における意
見は、準備書についての市長意見形
成の参考にします。詳細は市ホーム
ページで確認するか問い合わせを。

【申込期間】10月８日までi環境調整
課a733-5389f733-5592

しごと

早良区地域保健福祉課保健師（臨
時的任用職員）を募集

　乳幼児健診、健康教育、健康相談な
どに従事。【資格】保健師の有資格者

【任用期間】11月１日〜12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地域保健福祉
課、情報プラザ（市役所１階）で。市
ホームページにも掲載【申込期間】９
月17日〜10月４日（必着）i早良区地
域保健福祉課a833-4363f833-4349
介護扶助適正化に関する業務に
従事する育児休業代替嘱託員を
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】10月23日〜来年３月

　※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。

31日（任用期間変更の場合あり）【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】９月20日（必着）
までi保護課a711-4231f711-4232

市介護に関する入門的研修
　同研修の修了者には市の認定証が
交付され、ヘルパー等の資格がなく
ても高齢者の生活に関わる掃除や洗
濯、調理などの援助業務に従事でき
ます。介護事業所との就職相談会も
あり（会場は博多・中央・早良市民セン
ターのみ。他の会場の受講者も参加
可）。詳細は問い合わせを。i麻生介
護サービスa0120-705-130f452-77 
14c各40人（先着）e電話かファクス
で、９月17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。

場所 開催日
なみきスクエア

（東区千早四丁目）
12／３〜24の
火曜日

博多市民センター
（博多区山王一丁目）

11／１〜22の
金曜日

中央市民センター
（中央区赤坂二丁目）

11／６〜27の
水曜日
来年２／３㈪、
４㈫、６㈭、７㈮

南市民センター
（南区塩原二丁目）

来 年１／10〜
31の金曜日

城南市民センター
（城南区片江五丁目）

来 年１／７〜
28の火曜日

早良市民センター
（早良区百道二丁目）

12／２〜23の
月曜日

西市民センター
（西区内浜一丁目）

来 年１／９〜
30の木曜日

　※いずれも全４日（1,500円）、午前９
時半〜午後４時40分。
高齢者活躍人材育成事業「調理補
助」技能講習会

　食材の管理や食中毒の予防などに
ついて学びます。d10月23日㈬、24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電話連絡後、申込書を10
月11日（必着）までに同連合会へ。
県高齢者能力活用センター　①就
業希望の高齢者②求人企業を募集

　①同センターに登録（対象はおお
むね60歳以上、無料）した人に対し、求
人情報の提供、企業への派遣などを
行います。②求人企業に対して、同セ
ンターに登録している幅広い分野で
即戦力となる高齢者の派遣などを行
います。詳細は問い合わせを。li同
センター（博多区博多駅前二丁目 福
岡商工会議所内）a451-8621f451- 
8623

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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アクティブシニア創業支援講座

　テーマは「販路開拓 ビジネスを多
くの人に知ってもらう。今の時代の宣
伝方法」d９月26日㈭午後３時〜４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
c10人（先着）y無料e電話かファク
ス、来所で、９月15日以降に同園へ。
自分に合った仕事を探そう 適職
相談会

　キャリアコンサルタントがチェック
シートを使って、仕事上の強みを分析
します。希望者は10月10日㈭に九電ビ
ジネスフロント（中央区天神二丁目）で
実施するキャリアデザインセミナーも
参加可。詳細はホームページで確認
を。d９月11日㈬〜10月４日㈮の平日
のみ。時間など詳細はホームページ
で確認をl各区就労相談窓口i市就
労相談窓口a733-0717f711-1682t

丁目）i各ハローワーク（公共職業安
定所） ▽ 福岡東a672-8609（42＃）f 

672-3000 ▽ 福 岡 中 央a712-8609（44
＃）f725-3465 ▽ 福 岡 南a513-8609

（44＃）f513-8606 ▽ 福岡西a881-86 
09（42＃）f883-5876y無料e電話か
ファクスで、住所地のハローワークへ。

グローバル起業家育成プログラム
　訪米研修プログラムの参加者を募
集。サンフランシスコのスタートアッ
プ企業を訪問し、サービスや製品など
のアイデアを英語でアピールする
ピッチイベントにも参加します。詳細
はホームページで確認を。d11月上
旬〜来年２月下旬i総務企画局企画
課a711-4706f733-5582t市内で起
業した人や起業を予定している人な
どy無料（渡航費や滞在費などの実
費は必要）eホームページで９月13日
〜10月18日に受け付けます。

求職中の人（大学生、専門学校生も
可）、転職・キャリアアップを考えてい
る人y無料e電話で問い合わせ先
へ。ホームページでも受け付けます。
市保育士・保育所支援センター出
張相談会

　保育所等への就労に関する相談に
応じます。同センターへの登録と求人
票の閲覧も可能（登録には保育士証
または子育て支援員研修修了証の登
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。d10月18日㈮午前10時〜午
後３時lハローワーク福岡東（東区千
早六丁目）i同センターa711-6808 
f733-5718y無料e不要

福岡地区障がい者雇用促進面談会
　就職を目指す障がい者と企業との
面談会。d10月２日㈬午後０時45分〜
４時（受け付けは２時半まで）lアクロ
ス福岡イベントホール（中央区天神一

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。

相 談

10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（⑥は販売業者を
除く20歳以上）y①1,000円②300円③
⑤500円④800円⑥〜⑨無料e①〜⑥は
がきかファクス、来所で、９月①②③20日
④⑤25日⑥27日（いずれも必着）までに
同施設へ。①〜⑤は当選者のみ通知。
⑦⑧⑨電話かファクス、来所で、⑦希望
日の３日前までに⑧⑨随時同施設へ。

内容・日時 定員
①初心者向け・やさしいパッチワー
ク教室　10／１〜11／26の原則火
曜日13：00〜16：00(連続講座)

10人
（抽選）

②古布ぞうり作り　10／４㈮、11㈮
13：00〜16：00(連続講座）

15人
（抽選）

③残り布でグラニーバッグ作り
10／５㈯、12㈯、26㈯13:00〜16:00

（連続講座）
15人

（抽選）

④衣類のリフォーム教室
10／９〜11／27の原則水曜日13:00
〜16:00（連続講座）

10人
（抽選）

⑤着物からチュニック作り
10／10〜24の木曜日13：00〜16：00
(連続講座）

15人
（抽選）

⑥フリーマーケットの出店
10／14（月・祝）10:00〜13：00

16区画
（抽選）

⑦ハーブ入りリサイクルせっけん
作り　水曜日10:30〜11:30

各10人
（先着）

⑧牛乳パックで紙すき体験
毎日10：30〜15：30の30分程度 ―

⑨つまみ細工の花飾り
毎日10：30〜15：30の30分程度 ―

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 ※10月１日㈫は休館。

花畑園芸公園
〒811-1353 南区柏原七丁目571-１
a５６５-５１１４ f５６５-３７５４
o午前９時〜午後５時 ※園芸相談

（a566-3987）は午前10時〜正午、午
後１時〜４時x月曜（祝休日のときは
翌平日） ※園芸相談は木曜も休み。

　※いずれも無料。
山野草展示会
d９月28日㈯、29日㈰午前９時〜午後４
時半
園芸講座「種子の話（自家採種、保存、
発芽）」
d10月３日㈭午後１時半〜３時半c50人

（先着）e電話かファクスで、９月26日以
降に同公園へ。
スケッチ大会
　画板、クレヨンの無料貸し出しあり。
d10月５日㈯、６日㈰午前９時〜午後４時
t小学生以下（保護者同伴）e不要「フラワーズ・オブ・シャンハイ」

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） ※10月３日㈭は休館。

チャイニーズＤＡＹ インドネシアンＤ
ＡＹ
　インドネシアの楽器（①アンクルン＝
竹製の楽器②ガムラン＝金属製の鍵盤
打楽器）と③中国舞踊の３グループに分
かれてワークショップを行います。d10
月14日（月・祝）午後１時〜３時半i同図書
館 図 書 サ ービ ス課a852-0632f852-
0631t小学３年生以上c①16人②７人
③10人（いずれも先着）y無料eメール

（m event_reference@toshokan.city.fu
kuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項と
希望ワークショップを書いて９月18日以
降に同課へ。来所でも受け付けます。１
通３人まで。

映像ホール・シネラ　10月上映スケジュール
台湾映画特集
２日㈬ 恋人たちの食卓（２）
３日㈭ 熱帯魚（11）、超級大国民（２）
４日㈮ 運転手の恋（11）、赤い柿（２）
５日㈯ 檳榔売りの娘（11）、フラワーズ・オ

ブ・シャンハイ（２）
６日㈰ 超級大国民（11）、恋人たちの食卓（２）
９日㈬ フラワーズ・オブ・シャンハイ（２）
10日㈭ 国道封閉（11）、ジャンプ!ボーイズ（２）
11日㈮ 飛び魚を待ちながら（11）、神も人も

犬も（２）
12日㈯ 熱帯魚（11）、赤い柿（２）
13日㈰ ジャンプ!ボーイズ（11）、運転手の恋

（２）

秋の元気フェスタ
　リユース陶器市、フリーマーケット、紙
すき、小物トレー作り、端材でマイ箸作り
などのイベントを実施。詳細は問い合わ
せを。d10月20日㈰午前10時〜午後３
時y入場無料e不要
10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（⑦は販売業者を
除く20歳以上）y①500円②④⑥⑦⑧無
料（②⑧は部品代別）③⑤200円e①③
⑤⑥⑦往復はがきか来所で、①９月28日
③10月２日⑤⑥10日７日⑦10月３日（い
ずれも必着）までに同施設へ。①③⑤⑥
はファクス、ホームページでも受け付け
ます。②④⑧電話かファクス、来所で、10
月１日以降に同施設へ。

内容・日時 定員
①リフォーム講座　10／８〜12／３
の火曜日10:00〜13:00（10／15、11
／５を除く連続講座）

10人
（抽選）

②傘の修理
10／９㈬、13㈰10:00〜13:00

各６人
（先着）

③傘布で作る旅行用巾着袋大小
セット　10／12㈯10:00〜13:00

10人
（抽選）

④木製のまな板削り
10／14（月・祝）、24㈭10:00〜16:00

各12人
（先着）

⑤古布でぞうり作り
10／17㈭10:00〜13:00

10人
（抽選）

⑥基本の包丁研ぎ講座
10／17㈭10:00〜12:00

５人
（抽選）

⑦フリーマーケットの出店
10／20㈰10:30〜13：00

20区画
（抽選）

⑧おもちゃの病院
10／27㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

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）

14日
(月・祝)

ロマンス狂想曲（11）、あなたなしで
は生きていけない（２）

17日㈭ 檳榔売りの娘（11）、国道封閉（２）
18日㈮ あなたなしでは生きていけない

（11）、ロマンス狂想曲（２）
19日㈯ 飛び魚を待ちながら（11）、神も人も

犬も（２）
ムトゥ　踊るマハラジャ
22日(火・祝)〜26日㈯ ムトゥ　踊るマハラジャ

（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。
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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
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はかた伝統工芸館
〒812-0026 博多区上川端町６-１
a409-545０ f409-5460
o午前10時〜午後６時（入館は閉館30分
前まで）x水曜（祝休日のときは翌平日）

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。

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

海づり公園
〒819-0203 西区小田池ノ浦地先
a809-2666 f809-2669
o午前６時〜午後８時
x火曜（祝休日のときは翌平日）

もーもーらんど油山牧場
〒811-1353 南区柏原710-2
a865-7020 f865-7040
o午前９時〜午後５時（テイクアウト・
売店は午前10時から）x水曜（祝日の
ときは翌平日）

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）

　※いずれも入園料別。
どんぐりの標本展
d10月８日㈫〜11月10日㈰y無料
おもと名品展
　万年青（おもと）を約100鉢展示。栽培
方法の指導もあり。d10月12日㈯〜14日

（月・祝）y無料
ブンブン観察会 日本ミツバチと友達に
なろう
　巣箱の中にいるミツバチを観察しま
す。小学３年生以下は保護者同伴。d10
月13日㈰午後１時半〜３時（受け付けは
１時から）c30人（先着）y無料e不要
秋の盆栽展
　約20点を展示。販売もあり。d10月18
日㈮〜20日㈰y入場無料

園芸講座①フラワーアレンジメント基
礎講座②ハンギングバスケット基礎講
座
d11月①１日㈮②６日㈬午後１時半〜３
時半c各30人（抽選）y①2,000円②2,6 
00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、開催日の２週間前（必着）までに同
園へ。ホームページでも受け付けます。

　※特別展「侍〜もののふの美の系譜
〜」の関連イベントを９月28日㈯、29日
㈰の開館時間中に行います（29日は午
後４時半まで）。右記のクロストークの
他、徳川美術館の刀剣しおり=写真=な
どを販売。名古屋市の観光PRコーナー
では、天むすや手
羽先などの「なご
やめし」のかぶり
物を使った写真
撮影、名古屋グッ
ズが当たる「金鯱

（きんしゃち）クジ」
（午後１時から。
各日先着200人）
もあり。詳細は問
い合わせを。

　※以下の申し込みははがきかファク
ス、来所で、９月15日〜30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。
秋の体験 アフタヌーン ヨガ教室
d10月18日〜11月１日の金曜日午後１時
〜２時半（連続講座）t18歳以上c20人

（抽選）y2,100円
秋の体験 リラックス ヨガ教室
d10月18日〜11月１日の金曜日午後７
時半〜８時45分（連続講座）t18歳以上
c20人（抽選）y2,100円
学ぶ 鍛える 気功教室
d10月19日〜来年１月25日の土曜日午
前９時半〜10時45分（11月23日、12月28
日、来年１月４日を除く連続講座）t18歳
以上c20人（抽選）y8,400円

侍展クロストーク〜名古屋おもてなし
武将隊×福岡おもてなし武将隊×徳川
美術館×福岡市博物館〜
　徳川美術館蔵の作品、織田信長・豊臣
秀吉・徳川家康に関係のある展示品に
ついて話します。d９月28日㈯午前10時
半〜正午、午後２時〜３時半（開場は各
開始30分前）c各240人（先着）y無料

（侍展観覧券が必要。半券も可）e不要
市史講演会 近世都市の記憶〜江戸と
博多、そのイメージを問う〜
　講師は、江戸の歴史の専門家で学習
院女子大学教授の岩淵令治氏、博多の
歴史の専門家で九州大学大学院教授の
中野等氏。d10月５日㈯午後１時半〜４
時半（受け付けは１時から）c240人（先
着）y無料e不要

初心者バドミントン教室
d10月24日〜12月12日の木曜日午後７
時半〜９時（連続講座）t18歳以上c16
人（抽選）y4,800円

博多伝統職の会展
　博多鋏（はさみ）、博多張子（はりこ）、
博多曲物（まげもの）、博多独楽（こま）、
マルティグラス（積層工芸ガラス）、今宿
人形の作品を展示（一部販売あり）。d９
月26日㈭〜10月１日㈫ ※最終日の展示
は５時までy入場無料

　※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代表者の氏名を
書いて①９月25日②10月５日（必着）まで
に同牧場へ。ホームページでも受け付
けます。
①陶芸教室
d10月５日㈯午前10時半〜午後０時半
t小学生以上c15人(抽選)y1,000円
②大人の牧場１日飼育体験
　家畜の世話やバター作りなどを体験
します。d10月12日㈯午前９時10分〜午
後３時半t20歳以上c６人（抽選）y 

1,000円

つきなみ講座「藤田嗣治の針仕事」
　画家・藤田嗣治が好みの染織品を描
き込んだ絵画や自ら裁縫して制作した
衣服などについて、学芸員が話します。
d９月28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
ギュスターヴ・モロー展 ギャラリー
トーク「怪物のような悪女編」
　学芸員が出品作品の見どころを案内
します。d10月11日㈮午後６時〜７時（開
始５分前に集合）y無料（同展観覧券が
必要）e不要

市民感謝デー
　新鮮な魚介類を販売します。d10月12
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
　「サバのみそ煮」を作ります。d10月
12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 sen
gyo.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に引率者
の応募事項（日中の連絡が可能な電話
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、10月２
日午後４時半までに同市場へ。当選者の
み通知。

　※以下の申し込みは往復はがきに参
加者全員の応募事項を書いて①９月27
日②10月４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秋の親子オリエンテーリング大会
　コンパスと地図を使って、コースを巡
ります。中学生以下は保護者同伴。d10
月20日㈰午前９時半〜午後１時半t幼
児〜中学生を含む家族（家族以外も可）
c90組（抽選）y１人200円
②おとなナビゲーション教室
　野外を散策しながら、コンパスと地図
の読み方の基礎を学びます。d10月24
日㈭午後１時〜４時t18歳以上c20人
(抽選)y500円

ハロウィーン仮装大賞
　仮装して入場した人の中から、来園者
の投票で①大賞②２位を選びます。受賞
者には賞品（①マダイとファミリー券②
五目釣り体験と１日券）あり。仮装をした
人や投票をした人には粗品を進呈しま
す。d10月26日㈯
午前11時〜11時半

（受け付けは10時
50分から）y無料

（釣りをする人は釣
り台利用料別。見
学のみの場合は入
園料別）e不要

休日健診（総合健診）
d①〜⑪10月５日㈯、６日㈰、13日㈰、14
日（月・祝）、26日㈯、27日㈰午前９時〜10
時⑫10月５日㈯、14日（月・祝）午前９時〜
10時⑬10月27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
　※10月５日㈯、26日㈯、27日㈰は、⑦の検
診を女性医師が行います。①②⑥の健(検)
診は全日程女性医師および女性技師です。

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
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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）

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（入館は閉館30分前まで）x月曜（祝休日のときは翌平日）

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）

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）

９・10月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①は上履きと床に敷くタオルを持参、会場は ▽９月18日
＝早良体育館（早良区四箇六丁目） ▽10月２日＝南体育館（南区塩原二丁目）。c①
②③なし④木育講座、動物の顔作りは各15組（先着。いずれも１組１個）⑤20組（先
着。１組１個）y①〜④無料⑤１組100円e①②③不要④木育講座は電話か来所で、
９月18日以降に同会館へ。動物の顔作りは申し込み不要。⑤電話かファクス、来所
で、10月１日以降に同会館へ。

内容 日時 対象
①あかちゃんといっしょ（乳幼児の
親子あそび） ９／18㈬、10／２㈬10:30〜11:30 まだ一人で歩

けない乳幼児
②お手玉あそび ９／21㈯14:00〜15:30 幼児〜高校生
③ふれあいひろば （読み聞かせ） ９／22㈰14:00〜15:00 幼児〜高校生
④木育おもちゃの森ひろば（からく
り人形を作る木育講座、端材を使っ
た動物の顔作りもあり）

10／14（月・祝）10:00〜15:00 ▽ 木育講座
＝11:00〜12:00 ▽ 動物の顔作り＝13:45
〜14:45（受け付けは10:00から）

幼児〜小学生

⑤おもちゃ病院 10／20㈰10:00〜14：00 幼児〜高校生
　※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。


