
博多障がい者フレンドホーム 
①秋祭り in 博多②バーベキュー＆手作りたこあげ

　①は抽選会や動物触れ合い体験、飲食コーナーなど。d11月①16日㈯午前11
時〜午後３時②30日㈯午前11時〜午後２時li同ホーム（博多区西月隈五丁目）
a586-1360f586-1397t①不問②市内に住む障がいのある人（介助者も可。18
歳以下は保護者同伴）c①なし②40人（抽選）y①入場無料②600円e①不要②
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
有無を書いて、10月15日〜11月15日（必着）に同ホームへ。来所でも受け付けま
す。

催 し

はかた伝統工芸館　①天然石のアクセサリーと畳の縁の
バッグ 二人展②木村博多織手織り専門工房作品展

　①販売もあり。②博多織伝統工芸士の木村佐次男氏・ゆき子氏による帯や小
物約100点を展示・販売。d①10月24日㈭〜29日㈫②10月31日㈭〜11月５日㈫午
前10時〜午後６時（入館は５時半まで。最終日は５時まで）li同館（博多区上川
端町）a409-5450f409-5460y入場無料

催 し

〒 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。

●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。

●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。

●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（10月後半の日・祝日）
10月20日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761

佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
10月22日（火・祝）
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	 a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
10月27日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	 a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811

　※夜間・休日急患診療は、曜日・時間帯によって、加算（休
日・時間外・深夜）があります。さらに外科当番医は、紹介状
がない場合に必要な選定療養費や、保険が利かない費用が
かかる場合があるため、各医療機関に問い合わせを。

10/

19
●土

2九州だＪ フェスタ

　九州の七つのサッカーＪリーグクラブチームのマスコットが登場。ア
ビスパ福岡対アルビレックス新潟の試合を盛り上げます。時間など詳
細はホームページで確認を。lレベルファイブスタジアム（博多区東平
尾公園二丁目）iスポーツ推進課a711-4954f733-5595y無料（観戦
は有料）e不要。観戦チケットはチケットぴあ、ローソンチケットなどで
販売。

10/

22
●●火・祝
他

2クルーズ船①飛鳥Ⅱ②ぱしふぃっく びいなすの出航見
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。d10月①22日（火・祝）②27日㈰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a282-7239f282-7772c各100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、希望日を書いて、10月20日まで
に同課へ（１通５人まで）。当選者のみ通知。

10/

24
●木

3ボートレース福岡　多肉植物の寄せ植え教室

　数種類選んで寄せ植えにします。d午前11時〜午後０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a771-3166f771-3344 
t20歳以上の女性c15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、10月19日（必着）までに問い合わせ先へ。当
選者のみ10月22日までに通知。
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25
●金
他

2花畑園芸公園　①さつき盆栽展示会②園芸まつり

　②は市消防隊や花畑中学校吹奏楽部による演奏、消防はしご車の
試乗体験、日向ひょっとこ踊りなど。詳細はホームページで確認を。
d①10月25日㈮〜27日㈰午前９時〜午後４時半②11月２日㈯、３日（日・
祝）午前９時〜午後５時li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f 

565-3754y①無料②入場無料e不要

10/

25
●金
他

3さいとぴあ　ピラティスダイエット教室

　未就学児を育てている母親向け。d ▽10月25日㈮＝午後１時15分、
２時半から ▽11月５日㈫、19日㈫＝午前９時15分、10時半から ▽11月29
日㈮＝午後１時15分、２時半から（各回１時間）liさいとぴあ（西区西
都二丁目）a807-8900f807-8895c各回30人（先着）y1,000円n１歳
〜就学前（500円。先着順）eメール（m uketsuke@saitopia.info）に応
募事項と希望日時、託児希望者は預ける人数と年齢を書いて、10月15
日以降に同施設へ。来所でも受け付けます。

10/

26
●土

2板付弥生のムラ　秋祭り

　稲刈り、脱穀といった農作業の他、火おこしや竪穴住居での生活体
験など。荒天中止。d午前10時半〜午後１時l「板付弥生のムラ」板付
遺跡弥生館（博多区板付三丁目）i史跡整備活用課a711-4783f733-
5537y無料e不要

10/

26
●土

2背振少年自然の家　星と遊ぼう会

　星をテーマに、クラフト制作や講師による天文台ガイドツアーなど
を実施。d午後６時〜９時（受け付けは８時まで）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入場無料（クラフト制作は材料費別）e不要
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26
●土

4フォーラム「新しい絆」 出会いこそ、生きる力

　里親制度の普及、啓発推進を目的としたフォーラム。講師は女優の
サヘル・ローズ氏。d午後１時半〜４時半lアジア美術館あじびホール

（博多区下川端町 リバレインセンタービル）i子どもＮＰＯセンター
福岡af716-5095c120人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m 
info@npoccf.jp）で問い合わせ先へ。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
※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10月15日 14催し 講座

教室 講演
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30
●水
他

3南障がい者フレンドホーム
和服をリメイク 手縫いで簡単お洋服作り

d10月30日〜来年３月25日の原則第４水曜日午前10時〜正午（連続講
座）li同ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856t市内に
住む障がいのある人（家族・介助者の同伴も可）c８人（抽選）y無料

（材料費別）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23日までに同ホームへ。来所でも受け付けます。

11/

2
●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、10月15日以降に同ゴルフ場へ。

11/

2
●土

3西部運動公園　犬のしつけ方教室

　犬の行動学を学んだ、ボランティア団体のメンバーが教えます。犬
の同伴が必要。d午前11時〜午後２時li同公園（西区飯盛）a811-
5625f811-0549c10人（先着。１人１頭）y無料e電話か来所で、10月
18日以降に同公園へ。

11/

2
●土

2福岡城下町サムライフェア 福岡城 お城たんけん

　福岡城の石垣の刻印探しと多聞櫓（たもんやぐら）で武将体験・甲冑
（かっちゅう）試着体験などを行います。d午前10時〜正午l集合は三
の丸スクエア（中央区城内）i史跡整備活用課a711-4784f733-
5537t小学生と保護者のペアc15組（抽選） y無料eメール（m shis
eki.EPB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項と代表者名を書
いて、10月15日〜25日に同課へ。

11/

2
●土

2市民防災センター　秋の火災予防運動イベント

　天ぷら油の火災実験や消防音楽隊の演奏、防災クイズなど。雨天時
は中止または内容変更。d午前９時半〜正午li同センター（早良区
百道浜一丁目）a847-5990f847-5970y無料e不要

11/

2
●土

2東障がい者フレンドホーム・ふよう学園フェスタ

　歌やダンス等の文化教室、サークル活動等の合同発表会、福祉バ
ザー、ゲームコーナー、飲食物の販売、干支（えと）置物絵付け体験教室

（550円）など。d午前10時半〜午後２時（10時から入場整理券を配布）
l東障がい者フレンドホーム・ふよう学園（いずれも東区松島三丁目）
i同ホームa621-8840f621-8863、同学園a611-0122f611-0129y

入場無料e不要
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3
●●日・祝

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、下之橋御門などを案内します。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小
中学生と保護者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10月15日以降に
問い合わせ先へ。

市科学館　クラブ参加者を募集

　11月〜来年３月に開催（月２回の連続講座）。詳細はホームページで確認を。
li同館（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-2530y①②③２万円④⑤１万
円eホームページで10月26日午後６時まで受け付けます。

クラブ名（内容） 曜日・時間 対象・定員（抽選）
①ロボット（ロボットのプラグラミ
ングを行います） 土曜日10:00〜12:30 小学３年生以上、24人

②実験研究（過去の偉人の実験を通
して、測定・分析・発表を行います） 土曜日10:00〜12:30 小学３年生以上、24人

③プログラミング（基礎から学び
ます） 土曜日14:00〜16:30 小学３年生以上、24人

④大人のサイエンス・クリエイティ
ブ（レーザーカッター等を使い、パ
ズル等のデザイン・工作をします）

金曜日18:30〜21:00 18歳以上（高校生は
不可）、７人

⑤デジタル工作（レーザーカッ
ター等の使い方やデータの作り
方等を学びます）

月曜日18:30〜21:00
パソコンの基本操作
が分かる中学生以上、
５人

催 し
埋蔵文化財センター
庚
こう

寅
いん

銘
めい

大
た

刀
ち

　国重要文化財指定記念イベント
　①市文化財専門職員が話します。②早稲田大学文学学術院・教授の田中史生
氏らが話します。③鉄地に溝を作り、銀をはめ込んでチャーム（飾り）を作ります。
④大刀が発見された九州大学伊都キャンパス内の遺跡を専門家と一緒にバス
で巡ります。l①同センター（博多区井相田二丁目）②九州大学伊都キャンパス
イーストゾーン大講義室２③④同キャンパス（②③④は西区元岡）i同センター
a571-2921f571-2825t①②④不問（未就学児は保護者同伴）③中学生以上y

無料e①②不要③④往復はがき（〒812-0881博多区井相田２-１-94）に応募事項
と参加者全員の氏名、④は希望時間も書いて、10月25日（必着）までに同セン
ターへ。来所でも受け付けます。③は１人１通。

内容 日時 定員
①考古学講座「６・７世紀の集落動向〜
元岡・桑原遺跡群を中心に〜」

10／19㈯13:30〜15:30
（開場は12:30） 200人（先着）

②講演会「庚寅銘大刀の謎に迫る」 11／９㈯10:00〜12:30
（開場は9:20） 500人（先着）

③象嵌（ぞうがん）体験 11／９㈯14:00〜16:00 15人（抽選）

④遺跡ガイドツアー 11／９㈯14:00、15:00か
ら（各１時間） 各50人（抽選）

催 し

10 月１日から応募等のはがきの料金は 63 円です。

10/

27
●日

2楽水園　みどりの感謝デー・夜間開園

　入園料が無料になります。花苗の配布（先着100人）もあり。午後５時
からは竹灯籠に明かりがともされます。d午前９時〜午後８時li同園

（博多区住吉二丁目）af262-6665y無料e不要

10/

27
●日

2どうぶつ愛護フェスティバル in ふくおか

　長寿犬猫の表彰式や家庭犬のしつけ方講習会、保護犬猫の新しい
飼い主募集、抽選会など。d午前10時半〜午後３時半l舞鶴公園西広
場（中央区城内）i生活衛生課a711-4273f733-5588y無料e不要

10/

27
●日

3今津運動公園　カラーサンドアレンジ

　水だけで育つ植物と色付きの砂をガラスの器に入れて作ります。持
ち帰り可。d午後１時半〜３時li同公園（西区今津）a807-6625f 

807-6627t小学生以上c20人（先着）y700円e電話か来所で、10月
15日以降に同公園へ。

10/

28
●月
他

2老人福祉センター舞鶴園　①博多伝統おきあげ（押し絵）教室
作品展②シニア世代のアンチエイジング リラックス・ヨガ講座

d①10月28日㈪〜11月３日（日・祝）午前10時〜午後６時②11月４日（月・休）
午後１時〜２時l①アクロス福岡コミュニケーションエリア（中央区天
神一丁目）②同園（中央区長浜一丁目）i同園a771-7677f716-0046 
t①不問②市内に住む60歳以上c①なし②30人（先着）y①無料②
100円e①不要②電話かファクス、来所で、10月15日以降に同園へ。

10/

29
●火

2ふくおか地域の絆応援団セミナー

　企業と地域が共に地域活動をする必要性やメリットについて学びま
す。d午後７時〜９時l市スタートアップカフェ（中央区大名二丁目 フ
クオカグロースネクスト内）iふくおか共創プロジェクト事務局a070-
7582-0497m info@ccp-f.jpc60人（先着）y無料e電話かメールに応
募事項とメールアドレス、会社に勤めている人は会社名を書いて、同
事務局へ。ホームページでも受け付けます。

10/

29
●火

2老人福祉センター長生園　長生園オレンジカフェ

　認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気の中で話をしたり
相談したりできます。d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁
目）a641-0903f641-0907tおおむね50歳以上c30人（先着）y無料
e電話かファクス、来所で、10月15日以降に同園へ。

10/

29
●火
他

2博多ガイドの会 
大博通りを歩いて二千年の歴史を楽しもう

　大博通りの「歴史の散歩道」を散策します。d10月29日㈫、31日㈭午
後２時〜４時l集合は博多駅博多口i博多区企画振興課a419-1012 
f434-0053t高校生以上c各15人（先着）y500円e電話で10月15日
午前９時以降に同課へ。

10/

30
●水

3東図書館　生き活
い

き講座 お口の健康

　歯科衛生士による講話やレクリエーションなど。d午後１時半〜３時
lなみきスクエア（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-
3973t18歳以上c30人（先着）y無料e電話か来所で、10月15日以降
に東図書館（なみきスクエア内）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



舞鶴公園　①秋の公園であそぼう②スワッグづくり

　①落ち葉プールやおもちゃ作りのほか、かけっこ教室（小学生対象。午前10時
15分、11時15分から。各45分。各先着20人。要事前申し込み）もあり。②枯れたハ
スや木の実などを使って、クリスマススワッグ（壁飾り）を作ります。d11月①３日

（日・祝）午前10時〜午後４時②17日㈰午前10時半〜午後０時半li同公園（①の
会場は西広場）a781-2153f715-7590t①不問②小学生以上（小学生は保護者
同伴）c①なし②18人（抽選）y①無料②1,200円e①不要。かけっこ教室は、電話

（a834-7391 月・火・水・金曜日のみ）かファクス（f834-7392）、メール（m wakaba.
sports.club@lake.ocn.ne.jp）に、応募事項と希望時間を書いて、10月15日以降に
わかばスポーツ＆カルチャークラブへ。②はがき（〒810-0043中央区城内１-４）か
ファクスで、11月1日〜７日（必着）に同公園へ。メール（m maiduru@midorimachi.
jp）でも受け付けます。

催 し

介護実習普及センター 
ミニ展示 高齢者のための生活お役立ちグッズ

　ネコ型コミュニケーションロボットや、電話詐欺に対抗する音声が流れる小型
スピーカーなどを展示。d開催中〜10月31日㈭午前10時〜午後６時 ※15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

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。

11/

3
●●日・祝

2国史跡吉武高木遺跡「やよいの風公園」
コスモスまつり

　約20万本のコスモスが咲く園内で花摘み大会や勾玉（まがたま）作
り、遺跡ガイド、地域産品の販売、抽選会などを行います。荒天中止。
d午前10時〜午後２時l同公園（西区吉武）i史跡整備活用課a711-
4783f733-5537y入場無料e不要

11/

3
●●日・祝

3ふくおか市民糖尿病教室

　講演会や、血糖自己測定体験など。医師への相談も可。詳細は問い
合わせを。d午後０時半〜４時（受け付けは正午から）lあいれふ（中
央区舞鶴二丁目）i市医師会地域医療課a852-1501f852-1510y無
料e不要

11/

6
●水

2かなたけの里公園　ダッチオーブンで焼き芋体験

　サツマイモの収穫もあります。d午後１時〜３時li同公園（西区
金武）af811-5118c５組（先着。１組５人まで）y１組1,500円e電話か
来所で、10月15日以降に同公園へ。

11/

7
●木

2天神まち歩き

　街中の花壇を巡りながら、福岡城の歴史や濠に咲くハスについて福
岡歴史探訪ガイドが説明します。d午後１時〜３時半l集合は市観光
案内所（中央区天神二丁目 ライオン広場内）iWe Love天神協議会
a734-8750f718-7331c20人（抽選）y1,500円eファクスかメール（m 
tenjin@nnr.co.jp）で、10月30日までに同協議会へ。ホームページでも
受け付けます。

11/

8
●金
他

3ふくおかのふるさと料理

　福岡の郷土料理や行事食を学び、調理実習をします。d11月８日㈮、
13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。申込時に子どもの氏名・年齢または月齢を書いて要予約）e往復は
がきに応募事項と希望日を書いて10月25日（必着）までに同課（〒810-
0001中央区天神１-８-１）へ。１人１通。当落通知は１週間前に発送。

11/

9
●土

3鴻
こうろかん

臚館体験講座 創ってみよう 鴻臚館の香り

　鴻臚館時代（７〜11世紀ごろ）の練り香を再現します。オリジナルの
香りも作ります。d午後1時半〜３時l市美術館（中央区大濠公園）i

史跡整備活用課a711-4784f733-5537c40人（先着）y無料eメール
（m shiseki.EPB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項を書い
て10月15日以降に同課へ。１通４人まで。

11/

9
●土

2都市景観賞をめぐる「インスタ映え景観バスツアー」

　友泉亭公園（城南区）や西南学院大学（早良区）などを巡ります。詳
細は市ホームページで確認を。d午後１時〜５時l集合は福岡市役所
i都市景観室a711-4589f733-5590t小学生以上（小学生は保護者
同伴）c20人（抽選）y無料eファクス（f710-5872）かメール（m fuba
entry@gmail.com）で、10月27日までにフクオカ 360° デザイン チーム
へ。当選者のみ11月１日までに通知。

11/

9
●土

2海っ子山っ子スクール体験学校

　同スクールは自然に恵まれた環境にある小規模校に特別転入学で
きる制度です。対象校で１日体験学習を実施します。d午前10時25分
〜午後０時15分l勝馬小学校（東区勝馬）i教育支援課a711-4636 
f733-5780t来年度入学を希望する新１年生と保護者c10組（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m kyoikushien.BES@city.fukuoka.lg
.jp）に応募事項と保護者氏名を書いて同課へ。

11/

9
●土

2水源の森・秋の植物観察会

　水源かん養林の働きを学んだ後、曲渕水源かん養林（早良区）で、
専門家の解説を聞きながら秋の植物を観察します。坂道を約2.5km歩
きます（３時間）。集合・解散は市水道局（博多区博多駅前一丁目）。d

午前８時半〜午後４時半i流域連携課a483-3195f483-3252t市内
に住むか通勤・通学する18歳以上c40人（抽選）y無料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）に応募事項と緊急時の連絡先を書いて、10月25日

（必着）までに同課へ。来所でも受け付けます。

11/

10
●日

2水をつなぐ流域交流 IN 下
し も と ご う ち

戸河内

　朝倉市下戸河内周辺で植樹や運動会、野菜収穫体験などを行い、
水源地域の人々と交流します。集合・解散は市水道局（博多区博多駅
前一丁目）。d午前８時15分〜午後４時半i流域連携課a483-3194f 

483-3252t市内に住む小中学生を含む30〜40人の団体c１団体 （抽選）
y大人2,000円、小中学生1,000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）に代表
者の応募事項と参加人数、団体名を書いて、10月25日（必着）までに同
課へ。

11/

10
●日

3市総合体育館
運動機能チェック＆ノルディックウォーク体験会

　椅子から立ち上がる際の脚力やバランスを測定します。その結果
を基に、フレイル（加齢による心身の活力の低下）予防講座とノル
ディックウォークの体験をします。中高年向け。d午前10時〜正午
li同体育館（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318c30人

（先着）y1,000円e電話か来所で、10月15日以降に同体育館へ。

11/

10
●日
他

3雁の巣レクリエーションセンター　①雁の巣ジュニア
テニス教室②ノルディック・ウォーキング教室

　①初心者向け。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。雨天時は中止。d11月①10日㈰午前10時〜正午
②11日〜25日の月曜日午前10時〜11時半li同センター（東区奈多）
a606-3458f607-9057t①５歳〜小学３年生②小学生以上c①30人

（抽選）②各30人（先着）y①600円②無料（ポールレンタル代300円）
e①往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクス、来所で、11
月２日（必着）までに同センターへ。ホームページでも受け付けます。
②当日午前９時45分から球技場管理棟で受け付け。

情報BOX 福岡市政だより
令和元（2019）年10月15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



博多座　来年１月公演 ミュージカル 
「ダンス オブ ヴァンパイア」

　出演は山口祐一郎ほか。時間など詳細はホームページで確認するか問い合わ
せを。d来年１月１日（水・祝）〜７日㈫l博多座（博多区下川端町）i博多座電話予
約センターa263-5555hhttps://hakataza.e-tix.jp/pc/hakataza.htmlt小学生
以上yＡ席１万5,000円、特Ｂ席１万2,000円、Ｂ席9,000円、Ｃ席5,000円e電話で10
月26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10月27
日午前10時から販売。

催 し

油山市民の森

li油山市民の森（南区桧原）a871-6969f801-1463t①③未就学児と保護者
②不問（中学生以下は保護者同伴）y200円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①10月25日②11月１日③11月８日（いずれも
必着）までに同施設へ。ホームページでも受け付けます。空きがあれば当日も受
け付け可。

内容 日時 定員（抽選）
①森のおはなし会と秋のいきものた
んけんたい 11／17㈰14:00〜15:30 30人

②森でバードウオッチング 〜エナガ
を探そう〜 11／24㈰9:30〜12:30 40人

③おやこトコトコさんぽ（自然ガイドと
一緒に散歩します） 11／27㈬11:00〜12:00 20人

催 し

11/

10
●日
他

3中央図書館　子ども将棋クラブ

　将棋のルールを学び、対局します。d11月10日㈰、来年１月12日㈰、
３月８日㈰午前10時〜正午l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）
i同図書館a751-9534f751-9535t小学生c各20人（先着）y無料
e電話かファクス、メール（m event_chuo@toshokan.city.fukuoka.lg.
jp）に応募事項と希望日を書いて、10月16日以降に同図書館へ。来所

（中央区赤坂二丁目）でも受け付けます。

11/

11
●月

3
ホームヘルパースキルアップ研修
褥
じょくそう

瘡の予防と福祉用具について
d午後２時〜４時10分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15日以降
に同センターへ。

11/

11
●月
他

2大相撲九州場所「こども観戦招待」

　同場所へ無料招待します。詳細は市ホームページで確認を。 ※招
待券の転売・譲渡は禁止。d11月11日㈪〜20日㈬ ※16日㈯、17日㈰を
除くl福岡国際センター（博多区築港本町）iスポーツ推進課a711-
4954f733-5595t５歳〜中学生と引率者（引率者のみでの申し込みは
不可）c500人（抽選）e市ホームページで10月15日〜23日に受け付け
ます。

11/

12
●火

4ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）防止講演会 加害者を知る
ことでＤＶへの理解を深める〜被害者と子どもを守るために〜

　講師はアウェア代表の山口のり子氏。d午後２時〜４時l早良市民
センター（早良区百道二丁目）iこども家庭課a711-4238f733-5534 
c500人（先着）y無料n６カ月〜就学前（無料。10月29日までに要申し
込み。先着順）e電話かはがき（〒810-8620住所不要）、ファクス、メール

（m kodomokatei@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と団体に所属する場
合は団体名を書いて同課へ。

11/

13
●水

2市制施行130周年記念式典

　市政功労者への表彰、福岡大学新体操競技部やギンギラ太陽'sに
よる公演など。d午後２時〜３時半l市民会館（中央区天神五丁目）i

総務企画局総務課a711-4044f724-2098c300人（抽選）y無料e電
話かはがき（〒810-8620住所不要）、ファクス、メール（m somu.GAPB@
city.fukuoka.lg.jp）で、10月30日（必着）までに同課へ。当選者のみ通知。

11/

14
●木

2〜水の旅をたどろう〜 秋の水道施設見学会

　多々良浄水場（粕屋町）や江川ダム（朝倉市）を見学。道の駅三連水
車の里あさくら（朝倉市）で昼食（持参）。集合・解散は市水道局（博多
区博多駅前一丁目）。d午前８時40分〜午後５時15分i水道局総務課
a483-3139f482-1376t市内に住む18歳以上c40人（抽選）y無料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 
suidou-kengaku@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事項と昼間連絡
が可能な電話番号、参加者全員の氏名、年齢を書いて、10月21日（必
着）までに同課へ。１通４人まで。

11/

15
●金
他

2今津リフレッシュ農園　ミカン収穫体験

d11月15日㈮〜17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y１口300円c1,000口（抽選）
e往復はがき（〒819-0165西区今津5685）に応募事項と希望口数（１組
２口まで。１口３㎏程度）、希望日を書いて10月15日〜25日（必着）に同
農園へ。来所でも受け付けます（往復はがきの持参が必要）。１組１通。

11/

16
●土

2在宅心身障がい児親子レクリエーション

　バスでいのちの旅博物館やひびき動物ワールド（いずれも北九州
市）を訪ねます。集合・解散は福岡市役所または東・南・早良・西区役
所。詳細は問い合わせを。d午前９時〜午後４時i福岡市手をつなぐ
育成会a713-1480f715-3561t市内に住む在宅心身障がい児と保護
者のペア（きょうだい児は事前に相談を）c100組（先着）y無料（入場
料・昼食代等別）eファクスかメール（m oyakoreku@fiku.jp）、来所（中
央区荒戸三丁目 ふくふくプラザ内）で、10月15日以降に同会へ。定員
を超えた場合のみ通知。

11/

16
●土
他

2福岡・博多"深"発見まち歩き ①古代ロマンまち歩き・今
宿編②高宮・野間のぶらぶら今昔物語

　①丸隈山古墳（西区）等を巡ります。約７km歩きます。②野間八幡宮
（南区）等を巡ります。いずれも小学生以下は保護者同伴。d11月①16
日㈯午後１時半〜４時②23日（土・祝）午後２時〜４時半l集合は①ＪＲ今
宿駅前②西鉄高宮駅前i福岡観光コンベンションビューローa733-
5050f733-5055c各20人（先着）y①大人700円、小学生以下200円②
大人600円、小学生以下100円eファクスかメール（m event-bora@
welcome-fukuoka.or.jp）に参加者全員の応募事項と参加希望日、代表
者名を書いて、10月15日午前10時以降に問い合わせ先へ。

11/

17
●日

2親子で大発見？ 〜お城のウラはワクワクビックリ〜

　福岡城内を巡りながら、歴史や石垣の仕組みを学びます。多聞櫓
（たもんやぐら）内の見学もあり。d午前10時〜午後０時半li福岡城
むかし探訪館（中央区城内）a732-4801f732-4802t小学生と保護者
c20組（先着。保護者１人につき子ども２人まで）y無料e電話かファ
クスで、10月18日以降に同館へ。

11/

17
●日

2今宿姪浜線（なぎさ号）で行く 親子青空ピザ教室

　今宿野外活動センター（西区今宿上ノ原）へ路線バスで移動し、ピ
ザを作ります。集合・解散は地下鉄姪浜駅（交通費実費として大人500
円、小学生以下300円が必要）。d午前９時45分〜午後３時半i交通計
画課a711-4393f733-5590t４歳〜小学生と保護者（３歳以下は同伴
のみ）c25人（抽選）eはがき（〒810-8620住所不要）かメール（m kot
su@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、11月１日（必着）までに同課へ。当選者のみ通知。

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15日 情報BOX11 催し 講座

教室 講演



11/

23
●●土・祝

2姪浜路地裏そうつき歩き

　古い町家と寺社が残る歴史ある町を巡ります。「寿司割烹（かっぽ
う）たつき」での食事付き。d午後２時〜７時半i唐津街道姪浜まちづ
くり協議会・田中a090-3734-1366f891-7375c15人（先着）y5,500円
eファクスかメール（m karatsu.meinohama@gmail.com）で、10月15日以
降に同協議会へ。ホームページでも受け付けます。

11/

24
●日

3お花の学校　北崎キャンパス 天神分校

　西区北崎産の生花を使ったフラワーアレンジメント教室。d午前10
時、11時、午後１時、２時から（各１時間程度）l市役所西側ふれあい広
場（博多じょうもんさん天神市場会場内）i同学校実行委員会（農業
振興課内）a711-4852f714-4033c各10人（先着）y1,000円eファク
スかメール（m n-shinko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望
時間を書いて、10月15日〜11月15日に同課へ。

11/

24
●日

2博多券番の芸
げ い ぎ

妓衆とお座敷体験

　料亭で季節の料理を味わいながら、博多芸妓の唄と舞を楽しみます。
小学生以下は保護者同伴。d正午〜午後２時l料亭 稚加榮 福岡店（中
央区大名二丁目）i福岡観光コンベンションビューローa733-5050 
f733-5055c70人（先着）y１万5,000円eファクスかメール（m event-
fcvb@welcome-fukuoka.or.jp）で、10月15日以降に問い合わせ先へ。

11/

30
●土
他

3障がい者レクリエーション ボッチャ教室

　「ボッチャ」は、球を投げて的に近づける競技です。d11月30日㈯、12
月14日㈯、来年１月18日㈯午前10時〜正午（連続講座）。２月８日㈯はさ
ん・さんプラザ（南区清水一丁目）で開かれる大会に参加（費用別途）
l同プラザi市障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t市内
に住む障がいのある小学５年生以上c20人（抽選）y500円e10月10
日からホームページに掲載、または同協会（中央区荒戸三丁目）、情報
プラザ（市役所１階）、さん・さんプラザで配布する申込書を10月18日
〜11月１日（必着）に同協会へ。

11/

30
●土
他

2アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
①バードウオッチング②干し柿作り教室

　小学３年生以下は保護者同伴。①は希望者には双眼鏡の貸し出しあ
り（無料）。d①11月30日㈯午前10時〜正午②12月１日㈰午後１時半〜
３時li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020c各20
人（先着）y①無料②200円（いずれも入館料別）e電話か来所で、①
10月30日②11月１日以降に同公園へ。

松風園　ユニバーサル文化祭 
〜みんなでつなぐ、日本の文化〜

　障がいの有無に関わらず、すべての人が参加・体験できます。li同園（中央
区平尾三丁目）af524-8264y①③無料②④500円（いずれも入園料別）e①②
④電話かファクスで同園へ。③不要

内容 日時 定員
①いけばな体験 11／２㈯10:00〜12:00 25人（先着）
②お香づくり 11／３（日・祝）10:30〜12:00 15人（先着）

③使いやすい、思いやりの茶道具展 11／３（日・祝）12:00〜17:00、
４（月・休）9:00〜16:00 ―

④皆で楽しむユニバーサル茶会 11／４（月・休）14:00〜15:00 10人（先着）

催 し

成年後見制度説明会

d11月13日㈬午後２時〜４時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i福岡家庭
裁判所総務課a711-9651f781-8393c150人（先着）y無料e電話かファクスで、
10月15日以降に同課へ。

催 し

11/

17
●日

4
豊かな博多湾の環境を次世代へ
〜S
エスディージーズ

DGsでつなげよう、取り組みの輪〜
　海洋環境専門家の木村尚氏が話します。博多湾で環境保全活動等
を行う団体の活動発表もあり。d午後１時半〜４時l市科学館サイエ
ンスホール（中央区六本松四丁目）i博多湾ＮＥＸＴ会議受付事務局

（イデアパートナーズ内）a401-3456f739-6081c200人（先着）y無
料eファクスかメール（m info@idea-p.co.jp）で、10月15日以降に同事
務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

11/

17
●日
他

2里山まるごと体験

　油山市民の森（南区桧原）で里山の自然観察・手入れ、シイタケのコ
マ打ちやたき火の体験を行います。d11月17日㈰、12月15日㈰午後１
時〜３時半、来年１月19日㈰午前10時〜午後１時半（連続講座）i環境
調整課a733-5389f733-5592t小学生以上の森林体験初心者（小中
学生は保護者同伴）c20人（抽選）y無料e電話かメール（m k-chos
ei.EB@city.fukuoka.lg.jp）で、10月25日までに同課へ。

11/

19
●火

2土木学会西部支部　一般見学会

　折尾駅周辺連続立体交差事業（北九州市八幡西区）、福岡高速６号線
（東区）をバスで見学します。集合・解散は博多駅筑紫口。d午前９時〜
午後４時半i同支部a717-6031f717-6032c30人（抽選）y無料e往
復はがき（〒810-0041中央区大名２-４-12 CTI福岡ビル１階）に参加者全
員の応募事項と携帯電話番号、緊急時の電話番号を書いて10月23日

（必着）までに同支部へ。

11/

19
●火

3緑のコーディネーターによる体験講座
ミニバラを使った寄せ植え

　ミニバラやミニシクラメンをコンテナに植えて作ります。d午後２時
〜４時l西市民センター（西区内浜一丁目）i市緑のまちづくり協会み
どり課a822-5832f822-5848c20人（抽選）y1,500円eはがき（〒814-
0001早良区百道浜２-３-26）かファクス、メール（m mms@midorimachi.jp）
で、10月24日（必着）までに同課へ。ホームページでも受け付けます。

11/

19
●火

4西区難病講演会
早期パーキンソン病のリハビリについて

　作業療法士の講話と軽い運動を行います。d午後２時〜３時半l西
区保健福祉センター（西区内浜一丁目）i西区健康課a895-7073f 

891-9894tパーキンソン病で療養中の人や家族などc70人（抽選）y

無料e電話かファクスで、10月15日〜31日に同課へ。

11/

20
●水

4早良区難病講演会　成人スチル病について

　講師は九州大学病院 免疫・膠原（こうげん）病・感染症内科助教の
赤星光輝氏。d午後２時〜３時半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成人スチル病
で治療中の人や家族などc60人（先着）y無料e電話かファクスで、
10月16日以降に同課へ。

11/

23
●●土・祝

2水郷ひたの森づくり

　大分県日田市の市有林での植樹活動や日田市豆田町の散策を行
います。昼食付き。集合・解散は福岡市役所。d午前８時15分〜午後４
時15分i福岡都市圏広域行政事業組合事務局a733-5004f733-50 
05t福岡都市圏に住む小学生以上で足場の悪い斜面で植樹活動が
できる人（小学生は保護者同伴）c80人（抽選）y無料eはがき（〒 
810-8620住所不要）かファクス、メール（m fvgv9840@mb.infoweb.ne.
jp）に参加者全員の応募事項と緊急連絡先を書いて、10月31日（必着）
までに同事務局へ。当選者のみ11月８日までに通知。

情報BOX 福岡市政だより
令和元（2019）年10月15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

催し 講座
教室 講演



福北連携コーナー
北九州港開港130周年記念事業

　11月16日㈯、17日㈰に、練習船「青雲丸」など６隻の帆船・船舶の一般公開の
他、ミュージックライブ、壁画制作、飲食物や雑貨等の販売、竹灯籠アートなど
を実施します。荒天中止。「青雲丸」の親子船内見学会（16日午後１時半〜３時。
対象は小中学生と保護者。抽選で45人）は事前申し込みが必要。時間など詳細
はホームページで確認するか問い合わせを。l門司港西海岸（北九州市門司
区）他i北九州港振興協会a093-321-5900f093-321-1695y入場無料e不
要。親子船内見学会ははがき（〒801-8555北九州市門司区西海岸１-２-７）に参
加者全員の応募事項を書いて10月18日〜11月８日(必着)に同協会へ。メール

（m 130kita@kppa.jp）でも受け付けます。当選者のみ通知。

生ごみ堆肥を使った菜園講座

　①②は段ボール・木枠・設置型コンポストの作り方、木枠を使った落ち葉の処
理方法も学びます。①ソラマメ、グリーンピース等の種まき②タマネギ（早生）の
植え付け、長イモの収穫③生ごみでできた堆肥で土づくり、土の中の生き物観
察、大根等の収穫と調理・食事など。d11月①２日㈯午後１時半〜３時②21日㈭午
前10時〜11時40分③30日㈯午前10時〜午後１時l①②クリーンパーク・東部敷
地内（東区蒲田一丁目）③立花寺一丁目種苗育成施設内（博多区立花寺一丁目）
i循環生活研究所a405-5217f405-5951t市内に住む人（③は小学生以下と保
護者）c各30人（抽選）y①②無料③１人300円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、各実施日の８日前（必着）ま
でに同研究所へ。

講座・教室

R60倶
く ら ぶ

楽部 ①セミナー やり残しのない人生のために 終活を考え
る②心豊かに生きるための 今日から始めるコミュニケーション術

　①ランチ付き。②３部構成。 ▽第１部＝今すぐ使えるコーチング＆まわしよみ新
聞 ▽第２部＝ゲームで楽しむグループコミュニケーション ▽第３部＝カフェタイ
ム・自由懇談 ※各部のみの参加可（受講料は同じ）。d10月①23日㈬、24日㈭、28
日㈪午前10時半〜午後１時②28日㈪ ▽第１部＝午後０時半〜２時半 ▽第２部＝午
後３時〜４時半 ▽第３部＝午後４時半〜５時l①ベルクラシック福岡大濠（中央区
大濠一丁目）②あすみん（中央区今泉一丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事
務局a401-3456m info@r60festa.jpc①各10人②各20人（いずれも先着）y①
無料②1,000円e電話かメールに応募事項と①は希望日を書いて、10月15日以
降に同事務局へ。

講座・教室

「博多町家」ふるさと館　あかり絵の世界

　あかり絵作家・入江千春氏の作品を展示。d開催中〜11月６日㈬午前10時〜
午後６時 ※10月11日㈮〜14日（月・祝）は展示なし。19日㈯は午後９時まで開館l 

i同館（博多区冷泉町）a281-7761f281-7762y無料

催 し

お知らせ
「財政のあらまし」を作成しました
　平成30年度決算の概要を中心に、
市の財政状況を解説しています。【閲
覧・配布場所】財政調整課（市役所10
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。i同課a711-4166 
f733-5586
福岡都市高速道路整備事業に伴
い、夜間通行止めになる日があり
ます

　アイランドシティへの延伸工事の
ため、11月５日㈫〜12月28日㈯のう
ち、香椎浜中央交差点周辺道路が午
後10時〜午前５時半に車両通行止め
になる日があります。日程など詳細は
ホームページで確認を。i福岡北九
州高速道路公社工事課a631-0136 
f631-6830
板付基地返還促進協議会定期総
会が開催されました

　９月３日に開催された同総会で協議
会の今後の運動方針や今年度事業計
画などを話し合い、板付基地の早期
全面返還を目指し運動を進めていく
ことを決定しました。詳細は市ホーム
ページに掲載。i総務企画局総務課
a711-4044f724-2098
「福岡市の障がい福祉ガイド」の
デイジー（デジタル録音図書）版
を配布しています

　障がいのある人とその家族などが
利用できる施策や各種相談機関等の
情報をまとめた同ガイドの音声版CD

（コンパクトディスク）を配布していま
す。【配布場所】各区福祉・介護保険
課、情報プラザ（市役所１階）i障が
い者支援課a711-4985f711-4818
友泉亭公園　紅葉のフォトコンテ
スト

　同公園内で撮影した写真を募集。詳
細はホームページで確認するか問い
合わせを。li同公園（城南区友泉亭）
af711-0415c50人（先着。１人１点ま
で）y無料（撮影時は入園料が必要）
e郵送（〒814-0122城南区友泉亭１-46）
か持参で、11月１日以降に同公園へ。
まち歩かんね、クルマ減らさんね
運動

　渋滞緩和等のため、公共交通機関
の利用を促進する取り組みです。会
員登録（無料）をして参加すると、抽選
で商品券が当たります。詳細はホー
ムページで確認を。d10月15日㈫〜
12月27日㈮i同運動推進協議会a68 

2-7747f682-7763y無料
障がい児・者日常生活用具の給付
種目を拡大します

　「人工内耳用体外器の修理・交換」
を11月から給付種目に追加します。 
※医療保険が適用される場合は対象
外i各区福祉・介護保険課

しごと

歯科衛生士リカバリー研修会
　未就業の歯科衛生士向けの復職支
援研修会と復職への説明会。詳細は
ホームページで確認するか問い合わ
せを。d11月17日㈰午前10時〜午後
２時半li福岡歯科衛生専門学校

（中央区大名一丁目）a751-5827f 

771-2988c30人（先着）y無料nあり
（無料。11月11日までに要予約）e電
話かはがき（〒810-0041中央区大名１
-12-43）、ファクス、メー ル（m gakk
ou@fdanet.or.jp）、来所で同学校へ。
ホームページでも受け付けます。
令和２年度市立学校臨時教職員
の選考試験の申し込み受け付け

　【募集区分】講師、養護助教諭、学
校栄養職員、実習助手、事務職員【資
格】講師、養護助教諭、学校栄養職員
は免許を有するか取得見込みの人。
実習助手、事務職員は資格条件なし

【実施要項・申込書の配布】教職員第
１課（市役所11階）、情報プラザ（同１
階）、各区情報コーナー、各出張所で。
市ホームページにも掲載【申込期間】
11月29日までi同課a711-4754f73 
3-5536
高齢者のためのしごと・ボラン
ティア合同説明会

　企業との面談や専門相談員による
相談等を実施。d10月30日㈬午後１
時〜４時（受け付けは正午〜午後３時
半）l天神スカイホール（中央区天神
一丁目 西日本新聞会館16階）i県70
歳現役応援センターa432-2577f 

432-2513t就業やNPO・ボランティア
活動を希望するおおむね60歳以上y

無料e不要

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「ビジネスパソコン」講習 ▽「Auto
CADによる建築と機械部品図面作成」
講習 ▽「ホームページ作成（HTML/
CSS」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a671-6831f 

672-2133

　※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。

会計年度任用職員（一般職員）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】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

海づり公園　①キタザキ・マルシェ②豪快な真
ま だ い

鯛釣り＆か
き小屋で海鮮グルメ③唐

からとまり
泊恵

え
比
び

須
す

かき特別協賛大抽選会
　いずれも詳細はホームページで確認するか問い合わせを。①西区北崎地区の
特産品（野菜・干物など）と飲食物や雑貨等の販売。ワークショップもあり。②内
容や時間などはプランによって異なります。15歳以下は保護者同伴。③かきや真
鯛釣り体験などが当たる抽選会（対象は釣り台利用者。先着100人）。d①10月26
日㈯、27日㈰午前10時〜午後３時②11月１日㈮〜来年２月29日㈯ ※火曜休園③
11月９日㈯午前９時〜11時（抽選券は７時から配布）li海づり公園（西区小田）
a809-2666f809-2669y①入場無料②プランによって異なる③無料（釣り台利
用料別）e①③不要②ファクスで10月15日〜希望日の３日前に同公園へ。ホーム
ページでも受け付けます。

催 し

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

　創業計画を基礎から学ぶ連続講座
です。受講後も経営課題等を相談で
きます。d11月２日㈯、３日（日・祝）、９日
㈯、10日㈰午前10時〜午後５時l福岡
商工会議所（博多区博多駅前二丁目）
i同会議所経営支援グループa441-
1146f482-1523tおおむね１年以内
の起業予定者c20人（抽選）y6,600
円eホームページで10月21日まで受
け付けます。
労働教育講座「知って得する 未払
い賃金・残業代請求」　

　講師は弁護士の前田恭輔氏。d10
月30日㈬午後７時〜８時半l福岡商
工会議所２階（博多区博多駅前二丁
目）i県労働政策課a643-3585f64 
3-3588c50人（先着）y無料e電話か
はがき（〒812-8577博多区東公園７-
７）、ファクス、メール（m koyou-kikaku 

望する人（来年３月に卒業見込みの学
生も可）c50人（先着）y無料n６カ
月〜小学３年生（無料。子どもの氏名、
年齢・月齢を書いて11月６日までに要
申し込み。先着順）e電話か郵送（〒 
810-8620住所不要）、ファクス、メール

（m hoiku-kyujin-kyushoku@city.fuku
oka.lg.jp）に応募事項と生年月日を書
いて、10月15日以降に同課へ。来所

（市役所13階）でも受け付けます。
アクティブシニア就業合同企業説
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。
d11月16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）a641-0903f641-09 
07t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、10月15日以降に同園へ。

日曜労働相談会
　電話と面談で相談に応じます。相
談内容によっては弁護士も対応。
d11月10日㈰午前10時〜午後６時（受
け付けは午前９時半〜午後５時半）
li福岡労働者支援事務所（中央区
赤坂一丁目）a735-6149f712-0497 
y無料e不要

相 談
@pref.fukuoka.lg.jp）で同課 へ。定 員
を超えた場合のみ通知。

高齢者のための調理補助講習会
　食料品製造業等で必要とされる食
品衛生や調理（介護食含む）の基礎を
学びます。d11月20日㈬、21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70
歳現役応援センターa432-2540f 

432-2513tおおむね60歳以上c25人
（先着）y無料e電話かファクス、来所
で、10月15日以降に同センター（博多
区博多駅東一丁目 はかた近代ビル５
階）へ。

市保育士就職支援研修会
　保育実践講座や求人紹介、就職相
談会などを実施。d11月21日㈭午後１
時〜３時半lふくふくプラザ（中央区
荒戸三丁目）i指導監査課a711-
4262f733-5718t保育所に就職を希

10・11月の催し
　一部講座は材料を持参。③の23日（土・
祝）分はエコフェスタと同時開催。t市内
に住むか通勤・通学する人 ※①③は販
売業者を除く（③は20歳以上）y①③⑤
⑥⑦無料②④500円e①不要②〜④は
がきかファクスに応募事項と③は希望
日も書いて、②③10月22日（③の23日分
は11月６日）④10月24日（いずれも必着）
までに同施設へ。来所でも受け付け。②
④は当選者のみ通知。⑤⑥⑦電話か
ファクス、来所で、⑤希望日の３日前まで
に⑥⑦随時同施設へ。

内容・日時 定員
①リユース陶器市　10／20㈰10：30〜
15：00（不用になった陶磁器の持ち込
み、持ち帰り。持ち込みは14：00まで）

―

②着物や羽織でVネックチュニック
作り　11／１〜15の金曜日13:00〜
16:00（連続講座）

15人
（抽選）

③フリーマーケットの出店
11／４（月・休）10:00〜13:00、
23（土・祝）10:00〜14:00

各16区画
（抽選）

④残り布でワイヤーポーチとコ
サージュ作り　11／７〜21の木曜
日13：00〜16：00(連続講座）

15人
（抽選）

⑤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）

⑥牛乳パックで紙すき体験
毎日10：30〜15：30の30分程度 ―

⑦牛乳パックでかざぐるま作り
毎日10：30〜15：30の30分程度 ―

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）

臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒812-0051 東区箱崎ふ頭四丁目13-42　a６４２-４６４１ f６４２-４５９８
o午前10時〜午後５時 x月曜（祝休日のときは翌平日）

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

　※①②③の申し込みははがきかファ
クス、来所で、10月15日〜31日（必着）に
同体育館へ。ホームページでも受け付
けます。当選者のみ通知。
①冬のオハ ヨガ教室
d11月14日〜来年２月13日の木曜日午
前10時〜11時（12月26日、1月２日を除く
連続講座）t18歳以上c20人(抽選)y 

8,400円
②冬の体験 げんきっずスクール
　運動能力の向上を目指すコーディ
ネーション運動を行います。d11月29日
〜12月13日の金曜日午後５時半〜６時半

（連続講座）tコーディネーション教室
未経験の小学１・２年生c15人(抽選)y 

1,500円

③アフタヌーン ヨガ教室
d12月６日〜来年３月６日の金曜日午後
１時〜２時半（12月27日、１月３日を除く
連続講座）t18歳以上c20人（抽選）
y8,400円
④１DAYダンスフェスティバル
　フラダンスとラテン系の音楽に合わ
せて行うダンスエクササイズ・ZUMBA（ズ
ンバ）を踊ります。d12月７日㈯▷フラダ
ンス＝午前10時〜11時▷ズンバ＝午後１
時〜２時t18歳以上c各50人（先着）y

各1,000円e電話かファクスに応募事項
とダンスの種類（両方も可）を書いて、
10月15日以降に同体育館へ。来所、ホー
ムページでも受け付けます。

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）

11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y①100円②④⑦
⑧⑨無料（②⑨は部品代別）③⑤⑥500
円e①③⑤⑥⑦往復はがきかファクス、
来所で、①10月29日③11月７日⑤11月９
日⑥11月10日⑦11月11日（いずれも必
着）までに同施設へ。③⑥⑦はホーム
ページでも受け付けます。②④⑧⑨電
話かファクス、来所で、11月１日以降に同
施設へ。

内容・日時 定員
①リサイクルせっけん作り
11／８㈮10:00〜11:30

10人
（抽選）

②傘の修理
11／17㈰、20㈬10:00〜13:00

各６人
（先着）

③エコクッキング（いが蒸し、沢煮
椀など）　11／17㈰10:00〜13:00

10人
（抽選）

④菜園相談会（生ごみリサイクル）
11／17㈰10:00〜12:00

10人
（先着）

⑤高機（たかばた）で裂き織り
11／19㈫、22㈮10:00〜13:00

各３人
(抽選)

⑥やさしいパッチワーク講座
11／20㈬、27㈬10:00〜13:00
(連続講座）

12人
（抽選）

⑦基本の包丁研ぎ講座
11／21㈭10:00〜12：00

５人
（抽選）

⑧木製のまな板削り
11／23（土・祝）、28㈭10:00〜16:00

各12人
（先着）

⑨おもちゃの病院
11／24㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪11月２日㈯、４日（月・休）、10日
㈰、12日㈫、17日㈰、24日㈰午前９時〜
10時（12日は午後６時〜７時） ※③⑤は
12日は休み⑫11月２日㈯午前９時〜10
時、12日㈫午後６時〜７時⑬11月24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
　※11月２日㈯、４日（月・休）、10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。
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

しごと 相談 施設の情報
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福岡市政だより
令和元（2019）年10月15日 情報BOX7 施設の情報

　※いずれも入園料別。10月26日㈯、
27日㈰は無料開園。
ハーブまつり
　ハーブティーの試飲やハーブ苗の販
売、クラフト体験など。d10月26日㈯、27
日㈰y入場無料
植物観察会（ドングリ・紅葉）
d11月９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
押し花教室受講者作品展
d11月12日㈫〜24日㈰y無料
寒蘭（カンラン）展
　約100点を展示。販売もあり。d11月
19日㈫〜24日㈰y入場無料

秋の名品展
　重要文化財の尾形乾山筆「花籠図」など

「松永コレクション」を展示。d開催中〜
12月１日㈰y一般200円、高大生150円、
中学生以下・市内に住む65歳以上無料
ファミリーDAY
　親子で楽しめるワークショップなどを
開催。一部イベントは要事前申し込み。
詳細はホームページで確認を。d11月２
日㈯〜４日（月・休）午前10時〜午後３時t

中学生以下と保護者c先着順y無料e

不要（一部、当日15分前から受け付ける
イベントもあり）
開館40周年記念シンポジウム「インカ・ショ
ニバレCBEのパブリックアートと福岡」

ひとり親家庭のつどい
d11月17日㈰①午前10時〜正午②③午
後１時〜３時t市内に住む一人親家庭
の①②親③親子y無料n①②３カ月〜
小学生（無料。前日までに要予約）③な
しe電話か来所で、10月15日以降に同
センターへ。

内容 定員
①講演「考えよう わが家のルール〜
ケータイ・ゲームとどうつきあう〜」 30人

②養育費個別相談会 ４人
③ワークショップ「かわいいリース
を作ろう」「親子ふれあいヨガ」 各20組

　※申し込みは往復はがきに参加者全
員の応募事項と①は希望時間②は生年
月日も書いて①10月23日（必着）まで②
10月15日〜11月１日（必着）に同セン
ターへ。ホームページでも受け付け。
あおぞらピザ教室
　18歳未満は保護者同伴。d11月４日

（月・休）午前10時〜正午、午後１時半〜３
時 半c各30人（ 抽 選 ）y小 学 生 以 上
1,000円、未就学児500円
わくわくキャンプ
　防災をテーマに、野外調理やロッジで
の宿泊を体験します。d11月16日㈯午
前10時〜17日㈰午後３時（１泊２日）t小
学３〜６年生c30人（抽選）y5,000円

サイエンス どんたく
　ものづくりワークショップなどを開催。
詳細はホームページで確認を。d11月２
日㈯〜４日（月・休）午前10時〜午後５時（最
終日は４時まで）y無料e不要
プラネタリウムイベント 熟睡プラ寝た
リウム
　寝ることを目的としたプラネタリウム
です。d11月23日（土・祝）午後４時、８時から

（各50分）c各220人（先着）y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）e10
月24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）。

10月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③の会場は
エルガーラ・パサージュ広場（中央区天神
一丁目）。t幼児〜高校生y無料e不要

内容 日時
①お手玉あそび 10／19㈯

14:00〜15:30
②ふれあいひろば （人形劇）10／20㈰

14:00〜15:00
③FUKUOKA児童館フェスティ
バル(ダンス等のステージ発
表やヨーヨー作りなど）

10／22（火・祝）
11:00〜15:00

　※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。

女性の人生サポート講座 「ＤＶ・ストー
カー・性暴力」
　自分を守るための手続きや制度・法律
について学びます。性的マイノリティ

（LGBTｓ）についての話もあり。受講後、午
後３時半から女性弁護士への個別相談
も可。d11月16日㈯午後１時半〜３時半
t女性c40人（先着）y無料n６カ月〜
小学３年生（無料｡子どもの名前、年齢を
書いて11月６日までに要予約）e電話か
ファクス、メール（m amikas@city.fukuo
ka.lg.jp）で、10月15日以降に同施設へ。
来所、ホームページでも受け付け。

　※①②の料金は一般200円、高大生
150円、中学生以下・市内に住む65歳以
上無料。
①企画展示「近代福岡の新聞」
　「筑紫新聞」をはじめとする福岡で発
行された新聞から、明治〜昭和のニュー
スを紹介します。d10月22日（火・祝）〜12
月22日㈰
②企画展示「ふくおか発掘図鑑〜ミク
ロの考古学〜」
　顕微鏡を通してはじめてわかる、肉眼
で見ることのできない出土遺物の世界
を紹介します。d10月29日㈫〜来年１月
19日㈰

11月の講座　①園芸講座「秋の庭木の
管理」②マイひょうたんづくり体験教
室③園芸講座「秋のバラの手入れと管
理」④カンランを育ててみよう⑤園芸
講座「寄せ植え講座」
d11月①８日㈮②17日㈰③21日㈭④24
日㈰⑤27日㈬いずれも午後１時半〜３
時半c①③50人（先着）②40人（抽選）④
10人（抽選）⑤30人(抽選)y①③無料②
300円④⑤2,000円e①③④当日午後１
時から受け付け。②⑤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。

　同館に設置されるインカ・ショニバレ
CBEのパブリックアート（公共空間に設置
される芸術作品）を題材にシンポジウム
を行います。d11月30日㈯午後２時〜４
時半i西日本新聞イベントサービス内

「40周年記念シンポジウム」係a711-
5491(平日午前９時半〜午後５時半)f 

731-5210c180人（抽選）y無料e往復
はがき（〒810-0001中央区天神１-４-１）か
メール（m fam-event@nishinippon-event. 
co.jp）に代表者の応募事項とメールの
場合はメールアドレス、参加者全員の氏
名・年齢（学年）を書いて、10月10日〜11
月14日(必着)に問い合わせ先へ。１通２
人まで。空きがあれば当日も受け付け。

③記念講演会　国芳と芳年の「快感」
　11月16日㈯〜12月22日㈰開催の特別
展「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」を記念
し、元名古屋市博物館副館長の神谷浩
氏が話します。d11月16日㈯午後１時半
〜３時i西日本新聞イベントサービス内

「挑む浮世絵展」係a711-5491(平日午前
９時半〜午後５時半)m kuniyoshi@nishi 
nippon-event.co.jpc245人（抽選）y無料

（同展観覧券が必要。半券も可）eはがき
（〒810-0001中央区天神１-４-１）かメール
に参加者全員の応募事項を書いて、10
月28日(必着)までに問い合わせ先へ。１
通２人まで。当選者のみ通知。空きがあ
れば当日も受け付けます。

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 ※11月30日㈯は開館。

　※いずれも無料。小学３年生以下は
保護者同伴。申し込みは①②③当日午
後１時から電話か来所で受け付け④⑤
電話かメール（m mamoroom@fch.chuo.
fukuoka.jp）、来所で、10月17日午前10時
以降に同施設へ。
①映像シアター 「おなかを痛くする悪
いやつ」
　食中毒の予防法や手洗いの方法を学
びます。d10月19日㈯午後３時〜３時半
c25人（先着）
②ミラクルラボ体験教室「色を分離し
てみよう」
　サインペンなどに使われる色素を分
離します。d10月26日㈯午後３時〜３時
半c25人（先着）

③カブトガニ観察会
d10月27日㈰午後３時〜３時半c25人

（先着）
④ 生きものと私たちのくらしト ー ク・
カフェ 「キモカワ いもむしたち」
　宮崎昆虫調査研究会の八木真紀子氏
が話します。大人向け。d11月10日㈰午
後２時〜４時半c40人（先着）
⑤特別講座 「室内の環境（音・熱・光・空
気）を測ってみよう」
　心地よい環境を作り出す工夫につい
て考えます。d11月30日㈯午前10時半
〜正午t小学生以上c20人（先着）

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）

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） ※12月28日㈯〜来年１月４日㈯は休館。

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。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）

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） ※10月22日（火・祝）は臨時休館。

アミカス（男女共同参画推進センター）

〒815-0083 南区高宮三丁目３-１
a526-3755 f526-3766
o午前９時半〜午後９時半（日・祝休
日は午後５時まで）x毎月第２・最終
火曜（祝休日のときは翌平日）。アミカ
ス図書室は第３火曜も休み。

ひとり親家庭支援センター
〒810-0074 中央区大手門二丁目５-15
a715-8805 f725-7720
o午前９時〜午後９時（日祝日は午後
５時半まで）x月曜

今宿野外活動センター
〒819-0163 西区今宿上ノ原217-２
a806-3114 f806-3115
o午前９時〜午後4時半（10月〜3月）
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）

映像ホール・シネラ　上映スケジュール
美空ひばり特集
11月

２日㈯
大当り三色娘（11）、ひばり チエミ 
いづみ　三人よれば（２）

３日
(日・祝)

花笠若衆（11）、ひばり捕物帖　かん
ざし小判（２）

４日
(月・休)

江戸っ子判官とふり袖小僧（11）、女
の花道（２）

７日㈭ 大当り三色娘（２）
８日㈮ 女の花道（11）、ひばり チエミ いづ

み　三人よれば（２）
９日㈯ ひばり捕物帖　かんざし小判（11）
10日㈰ 女の花道（11）、ひばり チエミ いづ

み　三人よれば（２）
13日㈬ 大当り三色娘（２）
14日㈭ 伊豆の踊子（11）、花笠若衆（２）

15日㈮ 鞍馬天狗　角兵衛獅子（11）、青春
ロマンスシート　青草に坐す（２）

16日㈯ お嬢さん社長（11）、東京キッド（２）
17日㈰ 悲しき口笛（11）、青春ロマンスシー

ト　青草に坐す（２）
20日㈬ ひばり捕物帖　かんざし小判（２）
21日㈭ 悲しき口笛（11）、江戸っ子判官とふ

り袖小僧（２）
22日㈮ 伊豆の踊子（11）、東京キッド（２）
23日
(土・祝)

鞍馬天狗　角兵衛獅子（11）、花笠
若衆（２）

24日㈰ たけくらべ（11）、江戸っ子判官とふ
り袖小僧（２）

27日㈬ たけくらべ（２）
28日㈭ 悲しき口笛（11）、鞍馬天狗　角兵衛

獅子（２）

29日㈮ お嬢さん社長（11）、たけくらべ（２）
30日㈯ 伊豆の踊子（11）、青春ロマンスシー

ト　青草に坐す（２）
12月
1日㈰ お嬢さん社長（11）、東京キッド（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。
全国高等学校ビブリオバトル福岡県大
会（観戦者募集）
　読んで面白いと思った一冊を１人５分
間で紹介し、競い合います。d10月27日
㈰ ▽予選会＝
午 前10時 〜
正午 ▽代表戦
＝午後１時半
〜２時半i同
図書館a852-
0600f832 -
1588y無料
e不要

ビブリオバトル
イメージイラスト


