
〒 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。

10/

8
●火
他

2九州建設技術フォーラム

　建設技術についての講演、展示など。詳細はホームページで確認
を。d10月８日㈫午後１時〜５時、９日㈬午前10時〜午後４時半（いずれ
も受け付けは30分前から）l福岡国際会議場（博多区石城町）i九州
建設技術管理協会a471-0189f414-0767y無料e不要

10/

10
●木

2友泉亭公園　遺影撮影会

　洋服または着物（持参。着付けは可）で撮影。写真１枚（A４サイズの
台紙付き）と撮影データ（CD-R）を当日渡します。d午前10時〜午後３
時li同公園（城南区友泉亭）af711-0415c10人（先着）y２万円e

電話か来所で10月１日以降に同公園へ。

10/

12
●土
他

2フードエキスポ九州 〜九州うまいもの大食堂〜

　九州・沖縄の飲食店約70店舗が出店します。d10月12日㈯〜14日
（月・祝）午前10時〜午後８時（12日は午前11時から、14日は午後５時まで）
l天神中央公園（中央区天神一丁目）iフードエキスポ九州実行委員
会a441-1119f441-1149y入場無料e不要

10/

13
●日

2ももち福祉まつり

　ステージイベントや福祉施設のバザー、飲食コーナー、抽選会な
ど。d午前10時〜午後３時liももち福祉プラザ（早良区百道浜一丁
目）a847-2761f847-2763y入場無料e不要

10/

14
●●月・祝

2ロコモ・フェスタ

　ロコモティブシンドローム（運動器症候群）度のチェックの他、骨密
度測定、血圧測定等を行います。フラダンスチームが出場する「ロコ
モカップ」もあり。d午前10時〜午後５時lソラリアプラザ・ゼファ（中
央区天神二丁目）i健康増進課a711-4374f733-5535y無料e不要

10/

14
●●月・祝

2クルーズ船「飛鳥Ⅱ」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４時〜５時10分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、10月７日までに同課へ（１通５人まで）。当選者のみ通知。

10/

14
●●月・祝
他

2
楽水園　楽水庵茶会
〜緑あふれる庭園と、光差す小

こ ま

間でのひと時〜
　抹茶・和菓子付き。d10月14日（月・祝）、来年２月23日（日・祝）午前10時
半、11時半、午後１時、２時から（各１時間程度）li同園（博多区住吉
二丁目）af262-6665c各７人（先着）y1,500円（入園料別）e電話か
ファクスに応募事項と希望日時を書いて、10月１日以降に同園へ。

10/

15
●火
他

3あいあいセンター　地域障がい者フィットネス教室

　エアロビクスやヨガなど。日程など詳細は問い合わせを。d10月15
日〜来年３月24日の原則火曜日午前10時〜正午（全17回）li同セン
ター（中央区長浜一丁目）a721-1611f738-3203t市内に住む18〜64
歳の脳血管障がいなどの身体障がい者で、日常生活がおおむね自立
していて通所が可能な人c20人（先着）y無料e電話かファクスで、
同センターへ。

10/

15
●火
他

2南障がい者フレンドホーム　①秋にぴったりなちぎり
絵を作ろう②世界遺産宗像大社と道の駅でお買い物

　①コスモスや紅葉などをモチーフにちぎり絵を作ります。②宗像大
社（宗像市）で菊花展を見た後、道の駅で買い物や食事をします。d①
10月15日㈫午前10時半〜正午②11月２日㈯午前９時〜午後３時半
l①同ホーム（南区清水一丁目）②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）
c①16人②15人（いずれも抽選）y①500円②食事代等e電話かファ
クスに応募事項と障がいの名称を書いて、10月①10日②19日までに
同ホームへ。来所でも受け付けます。

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

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

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
☎847-1099

平 日 内科、小児科 ▼  午後7時半〜翌朝6時半

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

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

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

●歯科急患診療所（中央区大名一丁目）
　日・祝休日の急患診療を歯科急患診療所（県歯科医師会館
内a７５２-０６４８）で午前９時〜午後４時半に行います。

●急患診療所（各区保健福祉センター）
区 電　話 診療科 診療日時
東 651-3835

内科・小児科
日・祝休日の
午前９時
〜午後４時半

南 541-3299
博多 441-0020

内科城南 831-7979
西 882-3145

　※乳幼児は、検査機器などが比較的充実した急患診療
センターでの受診をお願いします。

●小児救急医療電話相談
a＃8000
　子どもの急な病気やけがなどについて、午後７時（土曜日
＝正午、日・祝休日＝午前７時）〜翌朝７時に電話相談を行っ
ています。a661-0771でも受け付けます。

●外科当番医（10月前半の日・祝日）
10月６日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	 a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911

吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
10月13日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	 a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
10月14日（月・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331

　※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。

立花寺緑地リフレッシュ農園　秋まつり

　フリーマーケット、バルーンアート、農産物の販売など。先着200人（子ども限
定）に菓子を進呈。d10月20日㈰午前10時〜午後３時li同農園（博多区立花寺
二丁目）a587-0881f587-0883y入場無料e不要 ※フリーマーケット出店希望
者（先着20区画。１区画４平方㍍で500円）は電話かファクスで、10月１日午前10時
以降に同農園へ。

催 し
ひとり親家庭支援センター　子育て支援にかかる研修

d11月13日㈬午前９時半〜午後４時半li同センター（中央区大手門二丁目）
a715-8805f725-7720t市内に住む一人親や寡婦、ひとり親家庭等日常生活支
援事業の支援員を目指す人（別途、ファミリー・サポート提供会員研修を修了す
る必要あり）c12人（先着）y無料n３カ月〜小学生（無料。前日までに要予約）
e来所で10月１日以降に同センターへ（月曜休館）。

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10月１日 情報BOX15 催し 講座

教室

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報
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16
●水
他

3こころの病で悩んでいる家族のための講座
「統合失調症の理解」

　内容は、①症状と治療について②家族への支援について③当事者
の体験談（希望回のみの参加可）。d①10月16日㈬②11月６日㈬③12
月４日㈬午後１時半〜３時（受け付けは１時から）l東区保健福祉セン
ター（東区箱崎二丁目）i東区健康課a645-1079f651-3844t統合失
調症の人の家族などy無料e不要

10/

17
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　モンゴル・ダルハン出身のツォゴー・ユルールトさんがふるさとの街
などについて日本語で話します。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）a262-1744f262-
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、10月１日以降に同財団へ。

10/

17
●木
他

3子どもの貧困を科学する

　大学の研究者やNPO等で活動する人を講師に招き、子どもの貧困に
関する最新の研究内容や市民活動について学びます。d10月17日〜
11月14日の木曜日午後７時〜９時（連続講座）l中央市民センター（中
央区赤坂二丁目）i西南学院大学社会連携課a823-3916m fukuoka.
kodomo2019@gmail.comc50人（抽選）y無料eメールで10月10日まで
に同課へ。落選者のみ通知。

10/

18
●金

3市民ゲートキーパー研修

　悩みを抱えている人のサインに気付き、適切な対応ができる「ゲー
トキーパー」になるための研修会です。d午後１時半〜３時半lあいれ
ふ（中央区舞鶴二丁目）i市精神保健福祉センターa737-8825f737-
8827c20人（抽選）y無料e電話かはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-
１）、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、10
月１日〜17日に同センターへ。来所でも受け付けます。

10/

19
●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・販売や食品等の販売。子ども向けクイズラリー
や、旬の果物などが当たる抽選会等もあり。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

10/

19
●土

2こども病院フェスタ

　医師や薬剤師、看護師の仕事体験やドクターカー（救急車）の試乗
など。d正午〜午後５時（受け付けは４時まで）l市立こども病院（東
区香椎照葉五丁目）i同病院経営企画課a692-3732f682-7300t

ブースにより対象年齢が異なるy無料e不要

10/

19
●土

2ココロンセンター
人権映画会①僕の帰る場所②焼肉ドラゴン

　外国人の人権に関する映画を上映。d①午後１時〜２時40分②３時
10分〜５時20分（開場は各30分前）lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i

同センターa717-1237f724-5162c各250人（先着）y無料e不要

10/

19
●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、10月１日以降に同ゴルフ場へ。

10/

19
●土
他

2雁の巣レクリエーションセンター
①スケートボードスクール②ガンレク フェスタ

　①初心者向け。用具の無料貸し出しあり。②サッカーやテニスなど
のスポーツ体験コーナー、ステージイベント、屋台など。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。dy①10月19日〜来年３月21日
の第１・３土曜日午前10時〜11時半、午後１時〜２時半（希望回のみの
参加可） ※初回（体験レッスン）は1,000円、２回目からはチケット制４回
6,000円（保険料別）②10月26日㈯、27日㈰午前10時〜午後４時 ※入場
無料li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①小学生②
不問c①各回５人（先着）②なしe①メール（m tssk321@icloud.com）
で同センターへ。②不要

10/

19
●土
他

2西障がい者フレンドホーム①親子パン作り教室 ハロウィー
ンパンを作ろう②アロマで作る ハンドクリームとミニコロン

d10月①19日㈯午前10時半〜午後０時半②27㈰午前10時〜正午li

同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037t①市内に住む障
がいのある小中高生と保護者②不問c①６組②10人（いずれも抽選）
y①１組500円②500円e電話かはがき（〒819-0005西区内浜１-５-54）、
ファクス、来所で、10月①10日②13日（いずれも必着）までに同ホーム
へ。

10/

19
●土
他

3ベンチャー起業塾

　創業に必要な知識などを学びます。最終日には、模擬ビジネスコンテ
ストもあり。d10月19日㈯、20日㈰、26日㈯、27日㈰午前10時〜午後５時

（連続講座）li福岡商工会議所（博多区博多駅前二丁目）a441-1146 
f482-1523tベンチャー起業を予定している人c10人（抽選）y6,600円
eホームページで10月11日まで受け付けます。

10/

20
●日

2かなたけの里公園　里の収穫祭

　歌と踊りのコンサートや竹を使った工作教室、豚汁の振る舞い（先
着300食）などの他、野菜等の販売もあり。当日は地下鉄橋本駅から無
料シャトルバスを運行。詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。d午前10時〜午後５時li同公園（西区金武）af811-5118y入
場無料e不要

救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（①②③大人に対する方法
④子どもに対する方法⑤両方）を学びます。詳細は問い合わせを。i救急課
a791-7151f791-2994t市内に住むか通勤・通学する人y無料e電話で各申込
先へ。受け付け開始は10月①③１日②④⑤８日。ホームページでも受け付けます。

種類 実施日 会場 申込先 定員
（先着）

①入門
11／８㈮ 中央消防署（中央区那の津二

丁目） a762-0119 40人

11／22㈮ 博多消防署（博多区博多駅前
四丁目） a475-0119 40人

②入門（夜間）11／21㈭ 消防本部（中央区舞鶴三丁目）a791-7151 30人
③普通１ 11／12㈫ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人
④普通３ 11／18㈪ 消防本部 a791-7151 30人
⑤上級 11／14㈭ 40人
　※時間は①午前10時〜11時半②午後７時〜８時半③④午前10時〜午後１時⑤
午前９時〜午後５時。応急手当普及員講習と応急手当普及員再講習については
救急課へ問い合わせを。

講座・教室

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 10 月１日から応募等のはがきの料金は 63 円です。

老人福祉センター早寿園 
①男の料理教室②バザー出店者募集

　①日程など詳細は問い合わせを。②出店者を募集。d①10月26日〜来年３月
14日の土曜日（全６回）午前10時〜午後０時半②11月24日㈰午前10時〜午後２時
li同園（早良区重留七丁目）a804-7750f804-7751t市内に住む①60歳以上
の男性②20歳以上c①10人（抽選）②16区画（抽選。１区画1.8平方㍍）y①3,600
円②500円e来所で10月１日〜①18日②20日に同園へ。①は電話でも受け付けま
す（月曜休園）。

催 し



10/

20
●日
他

2
アイランドシティ中央公園
①輪投げＴ

ツ リ ー

ＲＥＥ②花壇の花植え体験
　①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。②公園
の花壇に花苗を植え、手入れの仕方などを学びます。いずれも小学３
年生以下は保護者同伴。d①10月20日㈰午後１時半〜３時半（受け付
けは１時25分から）②11月９日㈯午前10時〜11時半（受け付けは10時か
ら）li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020c①30
人②20人（いずれも先着）y①500円（２投）②無料e不要

10/

22
●●火・祝

2 M
マトリックス

ATRIX A
オ ー タ ム

UTUMN M
ミートアップ

EETUP 〜ファッションが教えてくれる
こと〜

　ファッションをテーマにしたイベント。プロのカメラマンによる公開
撮影会や、ドキュメンタリー映画の上映会もあり。d午後１時〜６時半
l市科学館（中央区六本松四丁目）i福岡マトリックス事務局a 

080-4625-0303m info@wooly-web.comy無料e不要

10/

23
●水
他

3初心者太極拳教室

d10月23日〜12月25日の水曜日午前11時〜午後１時（連続講座）l西
体育館（西区拾六町一丁目）i市武術太極拳連盟・白川a090-2508-
8875m spfq6649@grace.ocn.ne.jpc30人（先着）y3,500円e往復は
がき（〒812-0044博多区千代２-４-23-605）かメールに応募事項と性別
を書いて、10月１日以降に問い合わせ先へ。

10/

24
●木
他

2博多ガイドの会
おいしい秋のまち歩き〜住吉の神社・仏閣・楽水園〜

d10月24日㈭、30日㈬午後１時〜３時半l集合はJR博多駅博多口i博
多区企画振興課a419-1012f434-0053t高校生以上c各10人（先着）
y900円（抹茶・干菓子付き。入園料別）e電話で10月１日午前９時以降
に同課へ。

10/

25
●金
他

3こころの健康づくりセミナー

　①うつ病ってどんな病気？②うつ病予防のためのストレスケア③
ひょっとしてこころの病気かも？と思ったら〜周囲のサポート〜d①10
月25日㈮②11月８日㈮③11月15日㈮午後２時〜４時 ※希望回のみ参
加可l南区保健福祉センター講堂（南区塩原三丁目）i南区健康課
a559-5118f541-9914c40人（先着）y無料e電話かファクス、来所
で、10月１日以降に同課へ。

10/

26
●土

2西部運動公園　「フラワーパーク」をみんなでつくろう

　花壇の花を植え替えます。参加者には花苗を進呈。d午前10時〜
正午li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549c10人（先着）y

無料e電話か来所で、10月４日以降に同公園へ。

10/

26
●土

2地球温暖化対策シンポジウム 気候変動の影響からいのち
を守る取り組み〜みんなで知って、備えて、行動しよう〜

d午後１時半〜４時（開場は午後１時）l市役所15階講堂i環境・エネ
ルギー対策課a711-4282f733-5592c200人（先着）y無料e電話か
はがき（〒810-8620住所不要）、ファクス、メール（m kankyoenergy.EB@
city.fukuoka.lg.jp）で、同課へ。市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。

10/

26
●土

3市総合体育館　ウオーキング講習会

　ストレッチや姿勢などのポイントを学んだあと、施設周辺を３kmほど
歩きます。d午前10時〜正午li同体育館（東区香椎照葉六丁目）
a410-0314f410-0318t18歳以上c20人（先着）y500円e電話か来
所で、10月１日以降に同体育館へ。

10/

26
●土

3男性家族介護者のつどい「手軽にできる料理教室」

　料理講座、家族介護者同士の意見交換・懇親会。d午前10時〜午後
２時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会地域
福祉課a791-6339f713-0778t市内に住み、要支援または要介護の
認定を受けた人を在宅で介護している男性c20人（抽選）y1,000円
e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）、ファクス、メール（m 
chiiki@fukuoka-shakyo.or.jp）に応募事項と家族の誰を介護している
か、介護している人の要支援度・要介護度を書いて、10月10日（必着）
までに同課へ。来所でも受け付けます。

10/

26
●土

3終活応援セミナー第２回①終活カードを使ったワーク
ショップ②講演「終活事始め〜終活はプロセスです〜」

　終活において「自分にとって大切なこと」を発見できるセミナー。
d①午後１時半〜２時半②２時50分〜４時l電気ビル本館（中央区渡
辺通二丁目）i市社会福祉協議会a720-5356f751-1509t市内に住
むおおむね60歳以上（第１回参加者を除く）c①60人②120人（いずれ
も抽選）y無料eはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）かファクス、
メール（m shuukatsu@fukuoka-shakyo.or.jp）に応募事項と参加の希望

（①のみ、②のみ、①②両方）を書いて、10月10日（必着）までに同協議
会へ。来所でも受け付けます。

10/

26
●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。②は
福岡民踊舞踊四季の会も出演。d①10月26日㈯午後１時〜１時50分
②11月９日㈯午後１時〜２時半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）f441-1149c各20人（先
着）y①3,000円②5,000円e電話かファクス、メール（m fkkdentou@fu
kunet.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）、希望日を書いて同会
へ。ホームページでも受け付けます。

10/

27
●日

2中央市民センター・中央図書館合同文化祭

　ホールでの演奏・演技、歴史講座「新元号令和の出典を学ぶ」、折り
紙・ぬか漬け・パンフラワーなどの講座もあり（講座は要申し込み）。d

午前10時〜午後４時半li中央市民センター（中央区赤坂二丁目）
a714-5521f714-5502c500人（ホール催し・先着）y無料e不要

10/

27
●日

2不妊治療ランチトーク

　不妊治療の悩みや不安について、ランチをしながら話をしたり、相
談したりする集い。d正午〜午後２時lアークホテルロイヤル福岡天
神（中央区天神三丁目）i市不妊専門相談センターa080-3986-8872 
m f_funin@ybb.ne.jpt不妊治療の経験者c10人（先着）y500円e電
話かメールで、10月１日以降に同センターへ。

10/

27
●日

2探せ、干潟の生き物〜干潟生物調査のご案内〜

　干潟にいるエビやカニなどの生き物を探します。d午後１時半〜４
時半l集合・解散は雁の巣レクリエーションセンター（東区奈多）i環
境調整課a733-5389f733-5592t小学生以上c30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）、来所

（市役所13階）で、10月１日以降に同課へ。

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

福岡市政だより
令和元（2019）年10月１日 情報BOX13 催し 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。

博多座「市民半額観劇会」

　「北島兄弟コンサート」を半額で鑑賞できます。d11月27日㈬午後１時半〜、５
時半〜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4,250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
応募事項と希望時間（１公演のみ）、参加人数（２人まで）を書いて10月11日（消印
有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（10月18日ごろ発送）。

催 し



10/

28
●月

3ホームヘルパースキルアップ研修
高次脳機能障がいの理解と対応

d午前10時〜午後３時lあいあいセンター（中央区長浜一丁目）i市
障がい者基幹相談支援センターa406-2580f738-3382t現職のホー
ムヘルパー、サービス提供責任者などc50人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m kikancenter@fc-jigyoudan.org）で、10月１日以降
に同センターへ。

10/

29
●火
他

3ヘルスメイト（食生活改善推進員）養成教室

　健康・栄養についての講義、調理実習、運動実技などの連続講座。
詳細は問い合わせを。d10月29日〜来年２月25日の原則火曜日午後１
時〜３時40分（全９回。１月28日は午前10時〜午後１時10分）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
内に住み、教室修了後に校区で健康づくりのボランティア活動に参加
できる人c40人（先着）y無料e電話かファクスに応募事項と生年月
日を書いて、10月１日以降に同課へ。

10/

30
●水

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を学び、調理実習をします。d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c25人（抽選）y無料n３カ月〜就学前（無料）e往復はがきに応募
事項と託児希望者は子どもの氏名・年齢（月齢）を書いて、10月１日〜
16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/

30
●水

3みて、きいて、安心 食の安全塾〜キノコ・有毒植物編〜

　野山で採れるキノコの特徴や有毒植物による食中毒について学び
ます。d午後２時〜４時l早良区保健福祉センター（早良区百道一丁
目）i早良区衛生課a851-6609f822-5733c40人（先着）y無料e電
話かファクス、メール（m eisei.SWO@city.fukuoka.lg.jp）で、10月１日以
降に同課へ。

11/

1
●金

2県内保健環境研究所による合同成果発表会

　研究成果の発表と、福岡大学理学部教授林政彦氏による特別講演
「日本の南極観測と地球環境の今」。d午後１時半〜５時（受け付けは
午後０時半から）lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i環境科学課a 

831-0660f831-0726c50人（先着）y無料e不要

11/

2
●土

2弥生の都「吉野ケ里」たんけん隊 秋

　佐賀県吉野ケ里町の五ケ山ダム見学や自然散策など。木の実細工
等もあり。d午前８時半〜午後５時l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
通学する小中学生と保護者c40人（抽選）y1,000円、中学生以下500
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）に参加者全員の応募事項を書いて、
10月11日（必着）までに同課へ。

11/

2
●土

3スポーツ体験塾　レスリング教室

d午後１時半〜３時半l市総合体育館（東区照葉六丁目）i市スポー
ツ協会a645-1233f645-1220t小学生c30人（抽選）y無料e10月１
日〜14日にホームページで受け付けます。当選者のみ通知。

11/

2
●土
他

2アミカス記念祭

　コラムニストのジェーン・スー氏のトークイベントや宇宙探査ロボッ
トプログラミング体験、福翔高校吹奏楽部演奏会など（一部要申し込
み）。雑貨等の販売もあり。詳細はホームページで確認するか問い合
わせを。d11月２日㈯、３日（日・祝）午前９時半〜午後５時liアミカス（南
区高宮三丁目）a526-3755f526-3766n６カ月〜小学３年生（無料。子
どもの名前、年齢・月齢を書いて10月21日までに要申し込み。先着順）
y無料e電話かファクス、メール（ m amikas@city.fukuoka.lg.jp）、来
所で、10月１日以降に同施設へ。ホームページでも受け付けます。

11/

4
●●月・休

2市民総合スポーツ大会 テニス競技（ミックス大会）

　一般の部（中級クラス）とベテランの部（50歳以上、60歳以上）で試
合を行います。d午前９時〜l博多の森テニス競技場（博多区東平尾
公園一丁目）i市テニス協会a735-7615（月・水・金曜日の午前10時〜
午後４時）f735-7616t市内または近郊に住むか市に通勤する人で、
全日本選手権、毎日選手権、九州選手権に参加していない人y１組
6,000円eホームページに掲載する申込書を郵送（〒810-0022中央区
薬院２-14-26東洋薬院ビル５階 市テニス協会）で10月11日（必着）まで
に同協会へ。申込書の郵送請求は、94円切手を貼った返信用封筒を同
封の上、同協会へ。

11/

4
●●月・休

2シリーズ アートと社会包摂 公開講座〜人と人の境界を
問う―ダムタイプ（Ｓ/Ｎ）上映＆トークセッション〜

　映画を鑑賞後、社会課題を扱う芸術の可能性などについて考えま
す。d午後５時半〜８時40分l市科学館（中央区六本松四丁目）i九
州大学大学院芸術工学研究院ソーシャルアートラボaf553-4552 
c200人（先着）y無料eはがき（〒815-8540南区塩原４-９-１）か電話、
ファクス、メール（m sal-cul@design.kyushu-u.ac.jp）で問い合わせ先
へ。ホームページでも受け付けます。

11/

4
●●月・休

3初めて知るユマニチュード講座

　認知症の人とのコミュニケーションをスムーズに行う認知症ケア技
法「ユマニチュードR」を学ぶ講座。d午後１時半〜３時半l市役所15
階講堂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市内に住むか通勤する人c250人（先着）y無
料eファクスで10月１日以降に同事務局へ。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10月１日 12

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室

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、10月１日以降に同センターへ。

内容・日時 定員（先着）
自分に合った車いす選びと介助 11/2㈯11:00〜13:00、14㈭10:00
〜12:00

11/２＝15人、
11/14＝20人

介護保険制度を知ろう 11/６㈬13:30〜15:30 45人
歌って笑ってリフレッシュ 11/７㈭14:00〜16:00 40人
介護保険サービスを知っておこう その１ 11/13㈬13：30〜15:30 45人

らくらく車いす移乗 11/16㈯11:00〜13:00、28㈭10:00〜12:00 11/16＝15人、
11/28＝20人

介護保険サービスを知っておこう その２、介護保険で安心・安全
な住まい 11/20㈬13:30〜15:30 45人

思いを伝える「伝え方」11/26㈫14:00〜16:00 45人
今日から使える介護１日講座 11/30㈯10:00〜16:00 30人

催 し

市総合図書館　おはなし会

　読み聞かせや紙芝居など。日時など詳細はホームページで確認するか問い合
わせを。li同図書館（早良区百道浜三丁目）a852-0600f852-0609t０〜２歳
児と保護者、幼児、小学生c各40人（先着）y無料e不要

催 し



11/

4
●●月・休
他

3市初級障がい者スポーツ指導員養成講習会

　障がい者スポーツの安全管理などを学びます。詳細は問い合わせ
を。d11月４日（月・休）、９日㈯、10日㈰午前９時半〜午後６時（４日は午前
９時45分から。10日は午後４時まで。連続講座）lさん・さんプラザ（南
区 清 水 一 丁 目 ）i市 障 が い 者 スポ ーツ 協 会a781-0561f781-
0565t18歳以上（平成31年４月１日現在）c35人（抽選）y6,000円e９
月25日からホームページに掲載、またはさん・さんプラザ、同協会（中
央区荒戸三丁目）、情報プラザ（市役所１階）で配布する申込書を、10月
３日〜17日（必着）に同協会へ。

11/

6
●水
他

3油山市民の森　①おとな倶
く ら ぶ

楽部ノルディックウオーキ
ング教室②ナビゲーション教室（入門編）

　①２本のポール（ストック）を使って歩きます。②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。d11月①６日㈬午後１
時〜３時②９日㈯午前10時〜午後１時li油山市民の森（南区桧原）
a871-6969f801-1463t①18歳以上②11歳以上（中学生以下は保護
者同伴）c①30人②10人（いずれも抽選）y①1,000円（ポール持ち込
みの場合は500円）②500円e往復はがき（〒811-1355南区桧原855-４）
に応募事項と①はポール貸し出し希望の有無、希望する場合は身長
も書いて10月18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。

11/

6
●水
他

3福岡ファミリー・サポート・センター
提供・両方会員養成講習会

　育児の援助をする「提供会員」と、育児の援助・依頼をする「両方会
員」になるための講習会。d11月６日㈬、８日㈮、12日㈫午前10時〜午
後２時半（６日は３時まで。連続講座）l西市民センター（西区内浜一丁
目）i福岡ファミリー・サポート・センターa736-1116f713-0778t市
内に住み、心身共に健康で自宅で安全に子どもを預かることができる
人t60人（先着）y無料n６カ月〜就学前（無料。10月30日までに要申
し込み。抽選）e電話かファクス、メール（m f-support@fukuoka-
shakyo.or.jp）、来所で、10月１日以降に福岡ファミリー・サポート・セン
ター（中央区荒戸三丁目 ふくふくプラザ２階）へ。

11/

9
●土

2おやこ映画上映会
〜「児童虐待防止推進月間」 啓発キャンペーン〜

　親子の絆を描いた子ども向け映画「おまえうまそうだな」を上映し
ます。d午後４時〜５時50分l市総合図書館 映像ホール・シネラ（早
良区百道浜三丁目）iおやこ上映会事務局af712-8232t市内に住
む３歳〜小学生と保護者c100組（抽選。１組４人まで）y無料e電話
かはがき（〒810-0072中央区長浜１-１-１ KBCビル９階）、ファクス、メール

（m joeikai@kbc-media.co.jp）で、10月18日（必着）までに同事務局へ。
ホームページでも受け付けます。

11/

9
●土
他

2西区歴史よかとこ案内人と巡る深秋の歴史探訪ウオー
キング

　①興徳寺、小戸神宮など②小田観音、徳門寺など③南金武、飯場峠
など―を巡ります。d11月①９日㈯②16日㈯③23日(土・祝)午前９時半〜
午後３時（③は午前10時半から）l①集合・解散は地下鉄姪浜駅②集
合はＪＲ九大学研都市駅、解散は昭和バス畑中バス停③集合は西鉄バ
ス南金武バス停、解散は曲渕バス停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。

11/

10
●日
他

3高齢者パソコン教室（初心者向け）

　ワードを使って、案内状やカレンダーなどを作ります。d11月10日〜
12月１日の日曜日午前９時半〜正午（連続講座）l老人福祉センター
東香園（東区香住ケ丘一丁目）iアドバンa0120-957-255f481-3061 
t市内に住む60歳以上（過去受講者を除く）c15人（先着）y1,430円
e電話かファクスで、10月１日以降に問い合わせ先へ。

11/

11
●月

3プロドッグトレーナーに学ぶ
パピーのためのしつけ方教室

　６カ月齢以下の犬との信頼関係の築き方や飼い主の心得などを学
びます。d午後２時〜４時lあにまるぽーと（東区蒲田五丁目）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
と飼う予定の人（犬の同伴可）c６組（先着。１組２人、１匹まで）y無料
e電話かファクスで、10月1日以降に同相談室へ。

11/

12
●火

3うつ病家族教室
家族のできる支援とは〜支援の方法と家族の心の健康〜

d午後１時半〜３時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i市精神保健
福祉センターa737-8825f737-8827tうつ病の人の家族c30人（先
着）y無料e電話かファクスに応募事項と日中連絡可能な電話番号、
治療を受けている人との続柄を書いて、10月１日以降に同センター

（あいれふ内）へ。来所でも受け付けます。

11/

15
●金

3障がい者就労支援セミナー
障がい者が活躍できる福岡〜自分らしく生きる 働く〜

　障がい者の雇用に向けた取り組みについての講演、一般企業で働
いている障がい者の事例紹介など。d午後１時〜４時（受け付けは午
後０時半から）lふくふくプラザ１階（中央区荒戸三丁目）i市障がい
者就労支援センターa711-0833f711-0834c200人（先着）y無料e

ファクスに応募事項（ファクス番号、あればメールアドレスも記入）と所
属する会社・事業所名（保護者の場合は子どもの学校名）を書いて同
センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

12/

7
●土

2松風園　①季節の室
しつらい

礼とおもてなし 冬編〜冬が去り、
春が来る節目の一陽来復の冬至〜②夕ざりの茶会

　①室礼とは季節や人生の節目に部屋を整えることです。室礼の話
を聞き、簡単な実技を行います。軽食付き。②夕暮れを楽しむ茶会。弁
当付き。d12月７日㈯①午前11時〜午後０時45分、２時〜３時45分②午
後５時15分〜７時半li同園（中央区平尾三丁目）af524-8264c①
各20人②15人（いずれも先着）y①4,500円②5,000円（いずれも入園
料別）e電話で10月７日以降に同園へ。

アミカス

liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766y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①申し込みと同時に②③各10日
前までに申し込みを。②③は先着順）e電話かファクス、メール（m amikas@city.
fukuoka.lg.jp）に応募事項と、①は希望日（第２希望まで可）を書いて、①10月６日
まで②③10月１日以降に問い合わせ先へ。来所、ホームページでも受け付けま
す。①は当選者のみ通知。

内容 日時 対象・定員

①託児で安心 アミカスBOOKタイム
（託児付きで読書やDVD視聴）

10／24㈭、25㈮、26㈯
10：00〜11：50

６カ月〜小学３年
生の子どもの保護
者、各15人（抽選）

②国際ガールズデー映画上映会「１
日１ドルで生活 Living on One Dollar

（リビング・オン・ワン・ダラー）」
10／25㈮19：30〜21：00 100人（先着）

③女性のための就職応援プログ
ラム（連続講座。 ▽１＝履歴書の書
き方等を学ぶセミナー ▽２＝個別
支援 ▽３＝模擬面接）

▽１＝11／８㈮10：00〜
12：00 ▽３＝11／22㈮
10：00〜12：00 ※２回目は
個別に日時を決定（１時
間程度）

再就職を希望す
る女 性、20人（ 先
着）

催 し

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

福岡市政だより
令和元（2019）年10月１日 情報BOX11 催し 講座

教室

博多をどり

　博多券番の芸妓衆（げいぎしゅう）が邦楽・舞を披露します。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。d12月７日㈯午前11時、午後１時半、４時から（各１
時間半） ※演目は同じl博多座（博多区下川端町）i博多伝統芸能振興会a 

441-1118f441-1149yS席7,000円、A席4,000円、B席2,000円eチケットぴあ、ロー
ソンチケットで10月１日から販売。

催 し



しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「ホームページ作成(ＨＴＭＬ/ＣＳ
Ｓ)」講座 ▽「エクセル初級」講座 ▽「フォ
トショップエレメンツ」講習 ▽商業簿
記3級試験対策講習 ▽「エクセル中級
データベースと実務関数」講座 ▽ファ
イナンシャル・プランナー３級講習 ▽

第二種電気工事士(実技)直前講習 ▽

「仕事に必要なワード＆エクセル」講習

▽パソコン「イラストレーター」講座－
を開催。日時、場所等はホームページ
で確認するか問い合わせを。i同協
会a671-6831f672-2133

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

大学等合同会社説明会

　約100社が参加。詳細はホームペー
ジで確認を。d10月９日㈬正午〜午後
５時（受け付けは午前11時半〜午後４
時半）lアクロス福岡イベントホール

（中央区天神一丁目）i県若者しごと
サポートセンターa720-8832f725-
1776t来年３月大学等卒業予定者、
45歳未満の求職者y無料e不要

母子保健嘱託員を募集
　博多区保健福祉センター健康課

（博多区博多駅前二丁目）で、母子健
康手帳の発行、母子保健に関する相
談業務などに従事。【資格】保健師ま
たは助産師の資格を有する人【任用
期間】12月16日〜来年３月31日（再任
用あり）【募集案内・申込書の配布】10
月１日から情報プラザ（市役所１階）、
各区保健福祉センター健康課で【申
込期間】10月18日（必着）までi博多

区健康課a419-1095f441-0057
市職員消防吏員（回転翼航空機整
備士）を募集

　消防航空隊で航空機整備業務を行
うほか、消防業務全般に従事。詳細は
市ホームページで確認を【資格】 ▽日
本国籍を有すること ▽１等航空整備士

（回転翼航空機）の資格を有すること
－の条件を満たしている人。他要件あ
り【採用予定日】来年４月１日【申込期
間】10月１日〜31日（消印有効）i消
防局職員課a725-6531f791-2535
市立病院機構職員（事務 情報シ
ステム経験者）を募集

　【募集案内・申込書の配布】９月27日
から市立病院機構法人運営課（東区
香椎照葉五丁目）、情報プラザ（市役
所１階）、各区情報コーナー、各出張所
などで。ホームページにも掲載【申込
期間】10月25日（消印有効）までi同
課a692-3422f682-7300
①子育て支援員研修②居宅訪問
型保育研修

　次の事業に従事するための知識や
技術を習得する研修を実施。日程な
ど詳細は問い合わせを。①小規模保
育事業や家庭的保育事業など②居宅
訪問型保育事業。d①11月11日㈪〜
21日㈭②11月14日㈭〜26日㈫の間で
いずれも全６回、午前９時半から６〜８
時間l天神クリスタルビル（中央区天
神四丁目）他i市子育て支援員研修
事務局（テノ.サポート内）a262-2880 
m tenoschool@teno.co.jpt市 内 に
住むか市内での就職を希望する人。
他要件ありc①130人②20人（いずれ
も先着）y無料e９月25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、各保育所（園）などで
配布する申込書を９月26日以降に同
事務局へ。当選者のみ通知。

非常勤調理業務員を募集
　市立小学校で給食調理業務などに
従事。【資格】平成14年４月１日までに
生まれた人【採用予定日】来年４月１
日以降【募集案内・申込書の配布】10
月１日から教育委員会職員課（市役所
11階）、情報プラザ（同１階）、各区情報
コーナー、各出張所、各公民館など
で。市ホームページにも掲載。郵送で
の請求は同課に問い合わせを【申込
期間】11月29日（消印有効）までi同
課a711-4609f711-4936
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
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。d11月１日
㈮〜12月５日㈭の全17日l福祉研究

カレッジ天神校（中央区大名二丁目）
i県中高年就職支援センターa477-
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10月24日（必
着）までに同センターへ。

お知らせ
ホストファミリー登録説明会

　外国人に日本の生活・文化を体験
する機会を提供するボランティア家
庭の登録説明会。【日時】10月20日㈰
午前10時〜11時【対象】福岡都市圏に
住む日本人家庭【定員】20人（先着）

【申し込み】電話かファクス、メール
（m hostfamily@fcif.or.jp）で福岡よか
トピア国際交流財団へ。li同財団

（博多区店屋町 市国際会館）a262-
1744f262-2700
令和２年度私立幼稚園および認定
こども園（教育機能部分）の園児
を募集

　市内の私立幼稚園および認定こど
も園で11月１日㈮から入園願書の受
け付けを開始します。入園案内と願書
は10月１日㈫から各幼稚園・認定こど
も園で配布します。詳細は問い合わ
せを。i各私立幼稚園、認定こども園
新循環のまち・ふくおか基本計画

（第４次福岡市一般廃棄物処理
基本計画）を一部改定しました

　計画の一部改定に当たり実施した
意見募集結果を併せて公表します。

【閲覧・配布】10月31日㈭まで環境局
計画課（市役所13階）、情報公開室（同
２階）、情報プラザ（同１階）、各区情報
コーナー、各出張所で。市ホームペー
ジにも掲載i同課a711-4308f733- 
5907

ラグビーワールドカップ2019™には
地下鉄で 〜臨時列車を運行〜

　市地下鉄は、10月12日㈯に東平尾
公園博多の森球技場（博多区東平尾
公園二丁目）で開催されるラグビー
ワールドカップ2019™️ アイルランド
対サモアの試合終了時間に合わせ
て、午後10時台〜11時台に地下鉄臨
時列車を運行します。i地下鉄お客
様サ ービスセンターa734-7800f 

734-7801
原子爆弾被爆者二世に対する健
康診断

　実施医療機関など詳細は問い合わ
せを。d10月１日㈫〜来年２月29日㈯
i県がん感染症疾病対策課a643-
3267f643-3331y無料

アクロス福岡

　未就学児は入場不可。l①アクロス福岡国際会議場②アクロス福岡シンフォ
ニーホール（いずれも中央区天神一丁目）iアクロス福岡チケットセンター
a725-9112f725-9102e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。

公演名・内容 日時 費用
①新・福岡古楽音楽祭 室内楽コンサー
ト イタリア歌曲集の魅力〜オペラの誕
生からヘンデルへ〜

10／14（月・祝）15：00〜 全席自由
3,000円

②アクロス福岡開館25周年記念 能と声
明「大般若」 11／23（土・祝）15：00〜

S席6,000円、
A席4,000円

（学生券2,000円）

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 しごと お知

らせ

会計年度任用職員（一般事務）を募集

　地方公務員法等の改正により、来年４月から新たに会計年
度任用職員制度が創設されます。新たな制度の下、同職員を
募集します。健康保険や勤務条件など、詳細は募集案内で確
認するか人事課へ問い合わせを。【職務内容】本庁舎や区役
所等で一般事務に従事【任用期間】来年４月１日〜再来年３月
31日（再任用あり）【勤務時間】週38時間45分【各種手当】期末手当、退職手当等

【募集案内・申込書の配布】９月27日から同課（市役所８階）、情報プラザ（同１階）、
各区情報コーナー、各出張所などで。市ホームページにも掲載【申し込み】申込
書を郵送か持参で11月15日（消印有効）までに同課へ【募集人数】600人程度i

同課a711-4187f733-5559

人事課からの
お知らせ

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@r60festa.
jpy①③無料②500円e①③不要②電話かメールで、10月１日以降に同事務局
へ。

内容 日時 定員（先着）
①オトナ塾 快適睡眠 Myアイマスク手
づくりワークショップ

10／８㈫13:00〜14:00
（受け付けは12:30から） 30人

②初心者大歓迎 簡単 楽しく学ぼう透
明水彩画教室 10／11㈮14:00〜15:30 10人

③オトナ塾 秋の夜長 プロが教えるお
すすめの本

10／15㈫13:00〜14:00
（受け付けは12:30から） 50人

講座・教室



商談会「福岡パワーマッチング」
参加企業募集

　企業が抱える課題解決のための新
しいサービスや技術を提供するス
タートアップ企業と、それを導入した
い地場企業との商談会への参加企業
を募集しています。詳細はホームペー
ジで確認を。i創業支援課a711-44 
55f733-5901

10月は臓器移植普及推進月間
　「臓器提供意思表示カード」以外に
も、運転免許証や健康保険証等に意
思表示欄があります。臓器提供につ
いて家族などと話し合いましょう。i

日本臓器移植ネットワークa0120-78-
1069f03-5446-8818
市県民税の公的年金からの特別
徴収の開始・変更について確認を

　市県民税が公的年金から特別徴収 
（引き去り）になっている人は、10月分
から金額が変更になる場合がありま
す。また、今年度新たに特別徴収にな
る人と今年度から再開になる人は、10
月から特別徴収が開始されます。特
別徴収金額は、６月に送付した「市民
税・県民税納税通知書」で確認を。i

各区課税課
犬の登録および狂犬病予防定期
集合注射の実施

　生後91日齢以上の犬は、生涯１回
の登録と毎年度１回の狂犬病予防注
射が義務付けられています。【登録】
あにまるぽーと（東区蒲田五丁目）、ふ
くおかどうぶつ相談室（西区内浜一丁
目）、各区保健福祉センター（西区を
除く）で随時受け付け。市獣医師会の
動物病院でも実施【料金】登録は
3,000円、予防集合注射は3,200円【狂
犬病予防集合注射】下表の通り実施
します。

日時 会場
10／６㈰
13：30〜14：30

南市民プール（南区三
宅三丁目）

10／20㈰
13：30〜14：30

九州広場（市役所ふれ
あい広場横）、ふくおか
どうぶつ相談室（西区
内浜一丁目）

10／27㈰
13：30〜14：30

舞鶴公園（中央区城内 
※どうぶつ愛護フェス
ティバル in ふくおか
会場）

　詳細はホームページで確認する
か、あにまるぽーと（a691-0131f69 
1-0132）へ問い合わせを。
「避難行動要支援者名簿」登載へ
の意向確認を再度行います

　以前、意向確認をした際に返信が
なかった人に、９月下旬ごろ再度文書
を郵送しますので、回答してくださ
い。【対象】市内に住み、災害時に自ら

避難することが困難で、次のいずれか
に該当する人 ▽身体障害者手帳１、２級

（心臓，じん臓、または免疫機能障害
のみは除く） ▽療育手帳Ａ ▽精神障害
者保健福祉手帳１級 ▽要介護認定３
以上i防災・危機管理課a711-4966 
f733-5861

就学時健康診断を行います
　来年４月に小学校に入学する新１年
生の健康診断を各小学校で実施。対
象家庭に日時と会場を記したはがき
を10月15日以降に送付します。10月
21日までに届かない場合は健康教育
課へ連絡を。 d10月30日㈬〜11月28
日㈭i同課a711-4643f733-5865y

無料
都市計画案の縦覧と都市計画審
議会の傍聴

　【同案の内容】区域区分の変更等
（西区橋本駅前地区）、橋本駅前交通
広場の変更、橋本駅前土地区画整理
事業の決定、臨港地区の変更（東区ア
イランドシティ地区）【縦覧・意見書の
提出】10月３日㈭〜17日㈭に都市計画
課（市役所４階）で。市ホームページで
も閲覧できます【都市計画審議会の
傍聴】11月13日㈬予定。傍聴を希望す
る人は縦覧期間中に同課へ申し込み
を。i同課a711-4388f733-5590

都市計画の原案を縦覧できます
　【原案の内容】地区計画の決定＝那
珂六丁目地区（那珂六丁目の一部）

【縦覧・意見書の提出】10月４日㈮〜
17日㈭に都市計画課（市役所４階）で。
市ホームページでも閲覧できます。
区域内の土地の所有者など、利害関
係を有する人は、10月24日㈭まで意
見書の提出可。i同課a711-4388f 

733-5590
「高齢社会に関する調査」にご協
力を

　市内に住む60歳以上の人を中心
に、高齢者の保健福祉や介護保険
サービスに関するアンケート調査を
行います。10月上旬から無作為に選
んだ1万2,500人に調査票を郵送しま
すので、回答してください。i高齢社
会政策課a711-4595f733-5587
大規模スポーツ大会の際の市立
体育館の利用申し込みについて

　市総合体育館などを会場とする大
規模スポーツ大会の利用申し込みを
受け付けます。詳細は市ホームペー
ジで確認を。【対象】市大会規模以上
の大会【利用期間】来年４月1日〜再
来年３月31日【申し込み要項・申込書
の配布】10月１日から市ホームページ
に掲載。または電話かファクス、メール

（m sports-shisetsu.CAB@city.fukuo
ka.lg.jp）でスポーツ施設課へ請求を

【申込期間】10月31日（必着）までi同

課a711-4099f733-5595
受動喫煙対策についてのコール
センターを開設します

　健康増進法の一部を改正する法律
が来年4月1日に全面施行となり、事
業所や飲食店等、多数の利用者がい
る施設は原則屋内が禁煙になりま
す。市は、法律の改正内容や、受動喫
煙対策に関する質問・相談を受け付
けるコールセンターを10月1日から開
設します。i同コールセンターa012 
0-270-210（平日午前９時〜午後６時）
アスベストの分析調査や除去な
どの費用を助成します

　申請は11月29日まで。【対象建築
物・助成内容】解体の予定がない民間
建築物の ▽分析調査＝アスベストを
含む可能性がある吹き付け材の分析
調査費用（通常10万円程度。上限25
万円） ▽除去など＝多数の人が利用
する建築物のアスベスト除去・封じ込
め・囲い込みの工事費用の３分の２以
内（上限120万円。指定建築物の除去
工事に限り、上限300万円）。詳細は市
ホームページに掲載。i建築指導課
a711-4573f733-5584

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者（今回は肢体障が
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。d10月
16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-
7687t市内に住む障がい者やその家
族などy無料e不要

くらし・行政困りごと相談所
　国の行政機関や地方公共団体、弁
護士会、司法書士会等が相談に応じ
ます。先着順。１機関につき原則30分
以内。d10月９日㈬午前10時半〜午後
３時半lＪＲ博多シティ大会議室（博多
区博多駅中央街）i九州管区行政評
価 局 行 政 相 談 課a431-7082f431-
8317y無料e不要

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。

相 談

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
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。d10月19日
㈯午前10時〜午後４時l中央市民セ
ンター２階（中央区赤坂二丁目）i県
行政書士会a641-2501f641-2503y

無料e不要

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。d11月６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）a 

f738-0073t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。
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d10月26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

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。d10月16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、10月１日以降に同会へ。

市無料低額宿泊所の設備及び運営
の基準を定める条例案について

　【条例案の閲覧・配布】10月１日から
生活自立支援課（市役所12階）、情報
公開室（同２階）、情報プラザ（同１階）、
各区情報コーナー、各出張所で。市
ホームページにも掲載【募集期間】10
月31日（消印有効）までi同課a711-
4553f711-4232

意見募集

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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　※いずれも入場無料（入園料別）。
秋のバラまつり
　ガーデンコンサート〈11月９日㈯午前
11時、午後２時半から。雨天中止〉や雑貨
の販売など。d10月25日㈮〜11月10日
㈰e不要
秋のばら展
　栽培相談や苗販売もあります。d10
月25日㈮〜27日㈰
ピースプラントのアート展
　「ひまわりパーク六本松」の利用者が
作ったアート作品を展示。テーマは「オ
ズの魔法使い」に登場する花や動物で
す。グッズの販売もあり。d10月29日㈫
〜11月10日㈰

　※いずれも無料。申し込みは電話か
ファクスで、10月１日以降に同センター
へ。
新米パパママ応急手当て講習会
　１歳前後の子どもに対する心肺蘇生
法や異物除去法などを学びます。d10
月27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？〜
　各家庭に合った対策を一緒に考えま
す。d10月27日㈰午前11時半〜午後０
時半c６組（先着）

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。d10月５日㈯午
後７時半〜９時（入場は８時45分まで）t

自家用車などで直接来所できる人y無
料e不要
せふり畑の芋ほり体験
　芋の収穫・芋ごはん作りと①芋のつる
を使ったリース作り②焼き芋体験と山
歩き—ができます。d11月２日㈯、３日

（日・祝）午前10時半〜午後３時半t自家
用車などで直接来所できる家族・グ
ループc各日60人（抽選）y大人1,500
円、小中高生1,000円、未就学児500円e

はがきかファクスに参加者全員の応募

講演会 中世合戦の実像
　11月４日（月・休）まで開催する特別展 

「侍 もののふの美の系譜」関連イベン
ト。合戦絵巻や軍記物語を基に、中世合
戦について話します。講師は国学院大
学大学院兼任講師
の近藤好和氏。d10
月19日㈯午後２時〜
３時半（午前11時か
ら整 理 券を配 布 ）
c240人（先着）y無
料（ただし、同展観
覧券が必要。半券も
可）e不要

　※いずれも申し込み不要、駐車場無料。
50周年記念 森のカーニバル 〜アート
な感性が森をつなぐ〜
　①記念式典②音楽ステージイベント
や各種ワークショップ、アート作品の展
示などを行います。d10月27日㈰①午
前11時〜正午②午前10時〜午後４時
i① 森 林・林 政 課a711-4846f733-55 
83②同カーニバル実行委員会事務局
a871-6969f801-1463y入場無料

　※いずれも無料。小学３年生以下は
保護者同伴。申し込みは①②当日午後１
時から電話か来所で受け付け③④⑤電
話かメール（m mamoroom@fch.chuo.fuk
uoka.jp）、来所で、10月２日午前10時以
降に同施設へ。
①15時イベント 映像シアター「辛子明
太子（めんたいこ）って何でできている
の？」
d10月５日㈯午後３時〜３時半c25人

（先着）
②カブトガニ観察会
d10月13日㈰午後３
時〜３時半c25人（先
着）

③ 生きものと私たちのくらしト ー ク・
カフェ かたつむり的世界観
　糸島市在住のネイチャーライター／
作家・野島智司氏が話します。大人向
け。d10月14日（月・祝）午後２時〜４時
c40人（先着）
④特別講座 キノコの世界の不思議
　実物や写真を見て学びます。d11月
16日㈯午前10時半〜正午t小学生以上
c40人（先着）
⑤まもるーむ大学 火山の仕組みと役割
〜列島の地下で何が起こってる？〜
　九州大学名誉教授（地球惑星科学）の
柳哮氏が話します。d11月17日㈰午前
10時半〜正午t中学生以上c30人（先
着）

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

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

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）

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）

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）

　※申し込みははがきかファクス、来所
で、10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。
秋の体験 美ボディピラティス
d11月５日〜19日の火曜日午後１時〜２
時半（連続講座）t18歳以上c20人(抽
選)y2,100円
体験 姿勢改善ピラティス
d11月５日〜19日の火曜日午後７時半〜
８時45分（連続講座）t18歳以上c20人
(抽選)y2,100円
ZUMBA（ズンバ）
　ラテン系の音楽に合わせて踊るダン
スエクササイズです。d11月６日〜20日
の水曜日午後８時〜９時（連続講座）
t18歳以上c20人（抽選）y2,100円

　※詳細はホームページで確認を。
Yah Yah Yah 科学広場がやってきた 
世界一行きたい科学広場 in ふくおか
d10月19日㈯、20日㈰午前10時〜午後
５時y無料e不要（「体験してみよう 宇
宙エレベーターロボット」は申し込みが
必要。抽選）
プラネタリウムイベント  特 別 上 映 会
QUEEN -HEAVEN-（クイーン ヘヴン）
　クイーンの楽曲を使用した作品です。
d11月９日㈯午後５時半〜６時50分、７時
半〜８時50分t小学生以上c各220人

（先着）y1,600円eチケットは10月５日
午前10時以降にホームページで販売（１
人５枚まで）。

ミカン狩り
　１人当たり約２㎏を収穫できます。
d11月①２日㈯②３日（日・祝）③10日㈰④
17日㈰⑤23日（土・祝）午前11時、午後２時
から（各40分）c①②各350人③④⑤各
600人（いずれも抽選）y300円e往復は
がきに参加者全員の応募事項と希望日

（時間指定不可）を書いて①10月11日②
10月12日③10月21日④10月25日⑤11月
１日（いずれも必着）までに同公園へ。

ZUMBA GOLD（ズンバ ゴールド）
　初心者向け。d11月30日〜来年２月１
日の土曜日午後８時〜９時（12月28日、１
月４日を除く。連続講座）t18歳以上
c20人（抽選）y5,600円

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）

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。

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

事項と希望日・コース（①または②）を書
いて、10月14日（必着）までに同施設へ。
ホームページでも受け付けます。
せふりチャレンジクラブ
　登山、紙飛行機作りなどを行います。
d11月16日㈯午前10時〜17日㈰午後３時

（１泊２日）t小学４年〜中学生c30人
（抽選）y5,000円eはがきかファクス、
メール（m mail-inquiry@sefuri.fukuoka-
shizennoie.jp）に応募事項と性別、保護
者の氏名・携帯電話番号、同施設への来
所方法（市役所発着の送迎バスまたは
自家用車）を書いて、10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。

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（入館は閉館
30分前まで）x月曜、毎月最終火曜

油山市民の森
〒811-1355 南区桧原855-４
a871-6969 f801-1463
o午前９時〜午後６時

情報BOX 福岡市政だより
令和元（2019）年10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

l①②④⑤⑥同センター③大濠公園（中央区）e①②④⑤⑥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） 11／９㈯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） 11／10㈰、24㈰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）

11／16㈯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食事チェックから始め
よう 気軽に糖尿病教室 11／22㈮13:30〜15:30 12人（先着） 500円

⑤禁煙教室 11／27㈬18:30〜20:00 20人（先着） 1,000円

⑥やせナイト塾（生活習
慣改善教室）

11／28〜12／19の 木 曜 日と
来年３／19㈭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

10月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①の集合は多聞櫓（たもんやぐら・中央区城内）、雨天中
止。③は上履きを持参、会場はさざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）。y無料e

不要（②の仮面作りと⑤は当日午前９時から整理券を配布）
内容 日時 対象・定員

①自然の中であそぼう 10／４㈮13:00〜15:00 乳幼児

②ハロウィンプレイベント（午前＝帽子
やネクタイ作り、午後＝仮面作り）

10／６㈰10:00〜12:00 幼児〜高校生、各70個（先着）
10／６㈰13:30〜14:30、
14:30〜15:30

小中高生、
各回20人（先着） 

③あいくるがやってくる（親子あそび）10／９㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児 
④みんなであそぼう（10／12＝積み木
あそび、10／13＝ドッヂビー）

10／12㈯15:30〜17：00、
10／13㈰13:30〜14:30 小中高生 

⑤くらしき作陽大学「ぱれっと」による
人形劇 10／14（月・祝）11:30〜12:30 幼児〜高校生、

80人（先着）

12月から始まるクラブ（焼き物、絵画）の参加者を募集
　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11月10日（必着）。
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