
〒 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。

11/

3
●●日・祝

2わんにゃんよかイベント in あにまるぽーと

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

11/

6
●水

4働く世代の自殺予防
〜気づいていますか？こころのサイン〜

　うつ病の予防などについて精神科医師が話します。d午後６時半〜
８時l博多区保健福祉センター（博多区博多駅前二丁目）i博多区健
康課a419-1092f441-0057c50人（先着）y無料e電話かファクスで
同課へ。

11/

10
●日

2西南杜
もり

の湖畔公園　花市場

　季節の花苗を販売します。d午前９時半〜午後１時（なくなり次第終
了）li同公園（城南区七隈六丁目）af863-7929y入場無料e不要

11/

10
●日
他

2青葉公園　①音楽祭②シニアテニス大会

　①ステージでのバンド、ピアノ演奏など。雨天時は青葉小学校体育館
（東区青葉三丁目）。②60歳以上の交流テニス大会（ダブルス）。d11
月①10日㈰午後１時〜４時半②13日㈬午前９時〜午後３時li同公園

（東区青葉四丁目）af691-5725t①不問②60歳以上のペアc①なし
②10組（先着）y①無料②１人2,000円e①不要②電話かファクスで同
公園へ。

11/

10
●日
他

2もーもーらんど油山牧場　牧場ふれあいDAY

　搾乳や乗馬などの体験の他、羊のレースやウサギとの触れ合いなど
も開催。詳細はホームページで確認を。d11月10日㈰、17日㈰午前９時
〜午後５時li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040yイベントに
よって異なるe不要。一部イベントは当日総合案内所で受け付け。

11/

12
●火

2暴力追放福岡市民大会

　「暴力団・反社会的勢力による被害の根絶を目指して〜その実態と
対策〜」をテーマに弁護士の堀内恭彦氏が話します。県警察音楽隊に
よるコンサートもあり。d午後２時〜４時（開場は１時半）lなみきホー
ル（東区千早四丁目 なみきスクエア）i生活安全課a711-4054f711-
4059c700人（先着）y無料e不要

11/

12
●火

2セカンドライフの生きがいを見つけよう
ボランティアのつどい

　趣味や特技を生かしたボランティア活動をしているグループによる
発表会。d午後１時〜３時半（受け付けは午後０時半から）l中央市民
センター（中央区赤坂二丁目）iシニアフレンズ福岡ボランティア協
議会・安永a090-5482-0593f863-8752c30人（先着）y無料e不要

11/

12
●火
他

2市博物館　企画展示 江戸時代の武士とは

　武芸だけでなく、さまざまな形で務めを果たしていた江戸時代の武
士について紹介します。d11月12日㈫〜来年1月13日（月・祝）午前９時半
〜午後５時半（入館は５時まで）x月曜（祝休日のときは翌平日） ※12
月28日㈯〜１月４日㈯は休館li同館（早良区百道浜三丁目）a845-
5011f845-5019y一般200円、高大生150円、中学生以下・市内に住む
65歳以上無料

11/

13
●水

2アクロス・ランチタイムコンサート
大萩康司＆上野芽実 ギター・デュオ

　藤井眞吾作曲「ラプソディ・ジャパン」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。

11/

13
●水
他

3楽水園　手書きの寺子屋〜筆ペン写経〜

　般若心経を書きます。持ち帰れる筆ペン付き。抹茶サービスもあ
り。d11月13日㈬、20日㈬午前10時〜正午li同園（博多区住吉二丁
目）af262-6665c各８人（先着）y3,000円e電話かファクスで、11月
１日以降に同園へ。

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

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

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
☎847-1099

平 日 内科、小児科 ▼  午後7時半〜翌朝6時半

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

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

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

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

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

内科・小児科
日・祝休日の
午前９時
〜午後４時半

南 541-3299
博多 441-0020

内科城南 831-7979
西 882-3145

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

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

●外科当番医（11月前半の日・祝休日）
11月３日（日・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081

福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
11月４日（月・休）
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
11月10日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	 a721-5252
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525

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

博多障がい者フレンドホーム

li同ホーム（博多区西月隈五丁目）a586-1360f586-1397t①②不問（高校生
以下は保護者同伴）③高校生以下と保護者e電話かはがき（〒812-0857博多区
西月隈５-６-１）、ファクスに参加者全員の応募事項を書いて、11月1日〜30日（必
着）に同ホームへ。来所でも受け付けます。

内容 日時 定員（抽選） 料金
①クリスマスハーバリウム作り 12／８㈰13:30〜14:30 40人 1,000円
②わくわくクリスマス会（雪だ
るま作りとクリスマス演奏会） 12／21㈯13:00〜15:00 40人 500円

③親子かみひこうき教室 12／24㈫13:30〜15:00 20人 １人300円

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
※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11月１日 情報BOX15 催し 講座

教室 講演

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報



11/

13
●水
他

2博多ガイドの会 おいしい秋のまち歩き
〜住吉神社とお相撲さんと日本酒試飲コース〜

　東林寺や住吉神社境内の能楽殿と相撲の浅香山部屋（いずれも博
多区）を巡った後、日本酒の飲み比べをします。d11月13日㈬、14日
㈭、15日㈮午後１時半〜３時45分l集合は博多駅博多口i博多区企
画振興課a419-1012f434-0053t20歳以上c各12人（先着）y1,800
円e電話で11月１日午前９時以降に同課へ。

11/

15
●金

2市福祉のまちづくり推進大会

　福祉功労者の表彰と東京都文京区社会福祉協議会の浦田愛氏に
よる講演「一軒の空き家がつくった地域のつながり〜地域共生型の居
場所のつくり方〜」。d午後１時〜４時（開場は午後０時半）l市民会館

（中央区天神五丁目）i同大会事務局a791-6339f713-0778c1,800人
（先着）y無料e不要

11/

15
●金

2福岡犯罪被害者支援フォーラム in 中央
〜知ろう 被害者支援で私たちができること〜

　犯罪被害者遺族による講話やディスカッション、県警察音楽隊によ
る演奏など。d午後２時半〜４時半（開場は２時）l中央市民センター

（中央区赤坂二丁目）i生活安全課a711-4054f711-4059c500人（先
着）y無料e不要

11/

16
●土

2ベジフルスタジアム　ベジフル感謝祭〜秋の収穫祭〜

　旬の青果物の試食・販売や食品等の販売。参加型の特別イベントも
あり。詳細は市ホームページで確認を。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

11/

16
●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、11月１日以降に同ゴルフ場へ。

11/

16
●土
他

2ふくこいアジア祭り

　全国各地のチームが、それぞれの衣装・楽曲・振り付けで演舞を披
露。詳細はホームページで確認を。d11月16日㈯正午〜午後６時、17
日㈰午前10時〜午後８時l市役所西側ふれあい広場、ＪＲ博多駅前広
場他i同祭り組織委員会事務局a714-7373f712-7337y無料e不要

11/

17
●日

2市総合図書館　秋の収穫祭

　柿やシイタケなどを販売。五つ星お米マイスターによる「美味（お
い）しいお米の話と炊き方講座」（午前10時半、11時半、午後１時、２時か
ら。各先着20人。参加者には抽選で特典あり）、「手紙を点字で書いて
みよう」（午前10時半、11時半、午後１時、２時から。各先着６人）なども
あり。未就学児は保護者同伴。詳細はホームページで確認を。d午前
10時〜午後４時li同図書館（早良区百道浜三丁目）a852-0600f 

832-1588t不問（一部イベントは小学生以上）y入場無料e不要。各
イベントは午前10時から受け付けます。

11/

17
●日

2福岡流通センターまつり

　衣料品・寝具などの販売や、和太鼓の演奏など。当日は天神日銀前
バス停付近、ＪＲ・西鉄千早駅西口、ＪＲ吉塚駅西口などの間で無料シャ
トルバスを運行（午前７時半〜午後４時半、20〜30分間隔）。d午前８時
半〜午後３時半l同センター（東区多の津一丁目）i同まつり実行委
員会a622-2020f622-2021y入場無料e不要

11/

17
●日

2老人福祉センター長生園　高齢者認知症予防検査
「ファイブ・コグ」（脳の機能の検査）

d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-0903f641-
0907t市内に住むおおむね50歳以上c50人（先着）y500円e電話か
ファクス、来所で、11月１日以降に同園へ。

11/

17
●日

2キッズリポーター体験 都市高速を守る仕事を追え
〜あたりまえの毎日を守る職場に潜入取材〜

　都市高速道路の補修現場や交通管制室を保護者と一緒に取材し、
ニュース動画を制作。完成した動画はホームページなどで公開しま
す。d午前９時半〜午後４時l福岡北九州高速道路公社（東区東浜二
丁目）iインフラメンテナンス国民会議九州フォーラム・青柳（前田建
設工業内）a451-1562f451-1615t小学４〜６年生と保護者のペアc

９組（抽選）y無料eメール（m aoyagi.k@ｊcity.maeda.co.jp）で11月７
日までに問い合わせ先へ。当選者のみ通知。

11/

17
●日

2西部運動公園　競技用紙飛行機をつくって飛ばそう

　講師と一緒に作って、滞空時間を競います。d午前10時〜正午li

同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549t５歳以上と保護者のペア
c20人（先着）y無料e電話か来所で、11月５日以降に同公園へ。

ひとり親家庭支援センター

　いずれも連続講座。定員を超えた場合は選考。詳細は問い合わせを。li同
センター（中央区大手門二丁目）a715-8805f725-7720t市内に住む一人親か
寡婦y無料n小学生まで（無料。前日までに要申し込み）e来所で10月25日〜11
月15日に同センターへ（月曜休館）。

内容 日程 定員
初めてのパソコン 1１／24〜12／15の日曜日 10人
ワード・エクセル基礎 12／３〜13の火〜金曜日 10人
簿記３級 12／14〜来年２／15の土曜日 15人
エクセル基礎 来年1／11〜２／１の土曜日 10人
ワード・エクセル基礎 来年１／12〜３／８の日曜日 10人
パワーポイント 来年１／16〜23の水〜金曜日 10人
介護事務 来年１／19〜２／23の日曜日 15人
メンタルヘルス３種 来年１／24〜２／12の水・金曜日 15人
ホームページ作成 来年１／29〜２／13の水〜金曜日 10人
エクセル検定対策 来年２／８〜３／14の土曜日 10人
　※時間は午前９時半〜午後４時半（介護事務のみ３時半まで）。

講座・教室

救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（①②大人に対する方法
③大人・子どもに対する方法）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11月①②１日③12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 12／６㈮ 城南消防署（城南区神松寺二
丁目） a863-8119 30人

12／19㈭ さいとぴあ（西区西都二丁目）a806-0642 30人

②普通１

12／２㈪ 市民防災センター（早良区百
道浜一丁目） a821-0245 30人

12／12㈭ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人

12／15㈰ 博多消防署（博多区博多駅前
四丁目） a475-0119 40人

12／17㈫ 南消防署（南区塩原二丁目) a541-0219 30人

③上級 12／３㈫ 消防本部（中央区舞鶴三丁目）a791-7151 各40人12／12㈭
　※時間は①午前10時〜11時半②午前10時〜午後１時③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
令和元（2019）年11月１日 14

●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。



11/

17
●日
他

2今津運動公園　①今津ふれあい市②こども樹木博士〜
どんぐりウォークラリー（秋の公園散策）〜

　①西区の今津・北崎地区や糸島市の産直品などを販売します。和太
鼓の演奏等もあり。飲食コーナーでは綿菓子（午前10時から）、豚汁

（午前11時から）を各先着100人に無料で配布します。雨天中止。②樹
木医からドングリや木の実の種類・特徴についての解説を聞きなが
ら、公園内を散策します。保護者同伴可。d11月①17日㈰午前10時〜
午後３時②23日（土・祝）午後２時〜４時li同公園（西区今津）a807-
6625f807-6627t①不問②小中学生c①なし②20人（先着）y①入
場無料②無料e①不要②電話か来所で、11月１日以降に同公園へ。
ホームページでも受け付けます。

11/

20
●水

2かなたけの里公園　焚
た

き火でスモア

　スモア（火であぶったマシュマロをチョコレートと一緒にクラッカー
で挟むデザート）を作ります。小学４年生以下は保護者同伴。d午後１
時、２時から（各30分）li同公園（西区金武）af811-5118c各15人

（先着）y300円e電話か来所で、11月１日以降に同公園へ。

11/

21
●木

3アスパラ菜の産地見学と料理教室

　生産地（西区）を見学後、アスパラ菜（葉物野菜）を使った料理や、が
め煮などの郷土料理を作ります。集合・解散は市役所。d午前９時15分
〜午後３時15分i農業振興課a711-4852f714-4033t市内に住むか
通勤する18歳以上c20人（抽選）y1,000円eはがき（〒810-8620住所
不要）かファクス、メール（m n-shinko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に参加
者全員の応募事項を書いて、11月８日（必着）までに同課へ。

11/

21
●木

4中央区難病講演会「全身性エリテマトーデスについて
〜病態と最近の話題〜」

d午後２時〜４時lあいれふ10階（中央区舞鶴二丁目）i中央区健康
課a761-7340f734-1690t患者や家族などc50人（先着）y無料e電
話かファクスで、11月１日以降に同課へ。

11/

21
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　ロシア・ヴォロネジ出身のボルツノワ・リリヤ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）a262-1744f262-2700 
c50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、11月１日以降に同財団へ。

11/

21
●木
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。d11
月21日㈭午後４時〜４時50分、30日㈯午後１時〜１時50分l同館（博多
区冷泉町）i博多伝統芸能振興会a441-1118（当日は080-2705-5462）
f441-1149c各20人（先着）y3,000円e電話かファクス、メール（m fk
kdentou@fukunet.or.jp）に代表者の応募事項とメールアドレス、参加
人数（中高生と小学生以下がいる場合はそれぞれの人数も）、希望日
を書いて同会へ。ホームページでも受け付けます。

11/

22
●金

4ＵＲＣ（福岡アジア都市研究所）都市セミナー
「都市のアップデート戦略」

　中央大学経済学部教授の山﨑朗氏、元九州大学教授の谷川徹氏、
九州経済調査協会事業開発部長の岡野秀之氏による講演とディス
カッション。d午後２時〜５時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同研究所a733-5686f733-5680 
c100人（先着）y無料e電話か来所で、11月1日以降に同研究所（中
央区天神一丁目 市役所北別館６階）へ。ホームページでも受け付けま
す。

11/

22
●金
他

3段ボールコンポスト使い方講座

　家庭から出る生ごみを堆肥化する段ボールコンポストの使い方と、
生ごみの減量について学びます。受講者には段ボールコンポストで使
う基材を進呈。d11月①22日㈮②26日㈫午後２時〜４時l①南市民セ
ンター（南区塩原二丁目）②なみきスクエア（東区千早四丁目）i家庭
ごみ減量推進課a711-4039f733-5907t市内に住む人c各40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 kate
igomi.EB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日（第２希望まで可）を
書いて、11月15日（必着）までに同課へ。

11/

23
●●土・祝

2今津リフレッシュ農園　秋の収穫祭

　野菜の収穫体験（抽選300口）の他、野菜直売のフリーマーケットや
リヤカー市、つきたての餅入りぜんざいの無料配布（先着300人）な
ど。d午前10時〜午後３時li同農園（西区今津）a806-2565f806-
2570t不問。収穫体験は市内に住む人y入場無料。収穫体験（１口＝
ジャガイモ５株、大根２本、白菜２株程度）は1,000円e不要。収穫体験
は往復はがき（〒819-0165西区今津5685）か来所で、11月１日〜９日（必
着）に同園へ。１組１口。来所の場合は往復はがきの持参が必要。

11/

24
●日

2市在宅重度肢体障がい者レクリエーション

　果物狩りなどを通して交流します。d午前９時〜午後４時半l集合
はふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）か博多障がい者フレンドホーム

（博多区月隈五丁目）i市身体障害者福祉協会（市障がい者社会参加
推進センター）a732-6077f713-1393t市内に住む重度肢体障がい者

（身体障害者手帳１・２級）と介助者のペアc60組（抽選）y１人1,000円
e往復はがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）かメール（m shitaikyo@
c-fukushin.jp）に応募事項と性別、身体障害者手帳の等級、車いす使
用の有無、介助者の氏名・年齢、希望する集合場所を書いて、11月２日
〜18日（必着）に同協会へ。当選者のみ通知。

11/

24
●日

2 Y
ユ ー ス

OUTH F
フ ェ ス タ

ESTA H
ヒ ガ シ

IGASHI

　東区の小・中・高等学校などの生徒による音楽などのステージ発
表、科学やものづくりのワークショップなど。d午前10時〜午後４時半
lなみきスクエア（東区千早四丁目）i東区こども青少年文化祭実行
委員会事務局a645-1121f645-1042y無料e不要

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.jpy

①③無料②500円e①③不要②電話かメールで、11月１日以降に同事務局へ。
内容 日時 定員（先着）

①オトナ塾 幕末はこの男から始まった〜
吉田松陰の志〜

11／12㈫13:00〜14:00
（受け付けは12:30から） 50人

②初心者大歓迎 簡単 楽しく学ぼう 透明
水彩画教室（秋の花を描きます） 11／14㈭14:00〜15:30 15人

③オトナ塾 栄養士から学ぼう メタボを
知って健康寿命アップセミナー高血圧編

11／19㈫13:00〜14:00
（受け付けは12:30から） 50人

講座・教室

油山市民の森　①森のナチュラルリースづくり 
②草原でバードウオッチング

　いずれも中学生以下は保護者同伴、臨時バスの運行はありません。①油山の
木の実とつるで作ります。②ツグミやカシラダカなどを観察します。集合・解散は
もーもーらんど油山牧場（南区柏原）。d①11月30日㈯、12月１日㈰午前10時半
〜正午、午後２時〜３時半②12月８日㈰午前９時半〜午後１時li油山市民の森

（南区桧原）a871-6969f801-1463c①各20人②40人（いずれも抽選）y①200円
（１作品につき別途300円が必要）②200円e往復はがき（〒811-1355南区桧原855-
４）に応募事項と①は希望日時も書いて11月①８日②15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。

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11月１日 情報BOX13 催し 講座

教室 講演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/

24
●日

2外国人学生歓迎交流会・市国際会館まつり
レクリエーションで交流しよう

d午前10時〜午後３時l冷泉公園（博多区上川端町）他i福岡よかト
ピア国際交流財団a262-1799f262-2700t福岡都市圏に住む人
c400人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m kangei-af@fcif.or
.jp）に応募事項と性別、生年月日、メールアドレスを書いて、11月15日
までに同財団へ。来所、ホームページでも受け付けます。

11/

26
●火
他

3早良障がい者フレンドホーム
はじめてのパソコン教室（年賀状作成）

d11月26日〜12月17日の火曜日午前10時〜正午（連続講座）li同
ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に住む肢
体・内部障がいのある18歳以上c６人（抽選）y600円e電話かファク
ス、メール（m y.ooba01＠fc-jigyoudan.org）、来所で11月１日〜８日に同
ホームへ。

11/

27
●水

3ふくおかのふるさと料理

　講話と実習を行います。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。申込時に子どもの氏名、年齢・月齢を書いて申し込み）e往復
はがきで11月13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/

28
●木
他

2さざんぴあ博多
①クリスマスとお正月の寄せ植え作り②しめ縄飾り作り

d①11月28日㈭午後１時、２時半から②12月19日㈭午後２時半、３時半
から ※いずれも１時間程度liさざんぴあ博多（博多区南本町二丁
目）a502-8570f502-8571c各20人（先着）y各2,500円e電話か来所
で、11月１日以降に問い合わせ先へ。

11/

29
●金

4東区難病講演会「神経難病」

　講師は九州大学大学院医学研究院神経内科学講師の松瀬大氏。d

午後２時〜４時l東区保健福祉センター（東区箱崎二丁目）i東区健
康課a645-1078f651-3844t患者や家族などc50人（先着）y無料e

電話かファクスで、11月１日以降に同課へ。

11/

30
●土

2友泉亭公園　結婚式の前撮り見学会

　結婚を予定している人向けに見学会と前撮りの段取りや料金につ
いての説明を行います。d午前10時半〜正午li同公園（城南区友
泉亭）af711-0415c10組（先着。１組２人まで）y無料（入園料別）e

電話か来所で、11月１日以降に同公園へ。

11/

30
●土

3プレママパパ・ワークショップ

　先輩ママ・パパから育児や夫婦のコミュニケーションに関する話を
聞いて、実際に赤ちゃんと触れ合います。d午前10時〜午後０時半l

福岡大学医学部看護学科（城南区七隈八丁目）i城南区地域保健福
祉課a833-4113f822-2133t初めて母親になる妊娠中の女性とその
家族c20組（先着）y無料eメール（m a.koga.iy@cis.fukuoka-u.ac.jp）
に応募事項とメールアドレス、11月30日当日の妊娠週数、参加人数、参
加者と妊娠中の女性との続柄を書いて、11月１日以降に同学科へ。

11/

30
●土

3老人福祉センター舞鶴園
初体験 タブレット講習会〜目指せ ITシニア〜

d午後１時〜２時li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-00 
46t市内に住み、タブレット操作の経験がない60歳以上c18人(抽選)
y300円e電話かファクスで、11月１日〜29日に同園へ。

11/

30
●土
他

3親子で学ぼう森林教室

　林業作業の見学と工作をします。d11月30日㈯、12月７日㈯午前９時
半〜午後４時l城南区の森林他。集合・解散は市役所i森林・林政課
a711-4846f733-5583t市内に住む小学３〜６年生と保護者c10組

（抽選。１組２人程度）y無料eはがき（〒810-8620住所不要）かファク
ス、メール（m shinrin-rinsei.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の
応募事項と希望日を書いて、11月１日〜20日（必着）に同課へ。

12/

1
●日

2さいとぴあ映画館「ローマの休日」

d午前10時〜正午、午後２時〜４時liさいとぴあ（西区西都二丁目）
a807-8900f807-8895c各200人（先着）y高校生以上700円、中学生
以下100円eチケットは同施設で販売。

12/

1
●日

2海から贈るK
カ イ ソ ウ

A ISOクリスマス

　博多湾で採れた海藻を押し葉のようにしてクリスマスカードを作り
ます。詳細はホームページで確認を。小学生以下は保護者同伴。d午
前10時〜午後０時半lまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）i地行
浜いきものプロジェクト実行委員会af407-6970c30人（先着）y無
料eメール（m jigyohama.ikimono@gmail.com）で11月１日以降に同委員
会へ。

植物園

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。l①③④⑤同園（中央区小
笹五丁目）②南公園（中央区桜坂三丁目）i同園a522-3210f522-3275t①③
⑤不問②小学生以上④小学生と保護者（１組４人まで）y①〜④無料⑤2,500円

（①③④⑤は入園料別）e①②③不要④⑤往復はがき（〒810-0033中央区小笹５-
１-１）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、11月④23
日⑤30日（必着）までに同園へ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時 定員

①植物を取り巻くいきものクイズラリー 11／16㈯9:30〜12:00
（受け付けは9:00から）

30人
（先着）

②里山ボランティア（森の手入れで出た枝
などを使った工作もします） ※雨天の場合
は中止または内容変更の可能性あり。

11／16㈯10:00〜12:00 －

③花と緑のまちかど写真展 11／26㈫〜12／22㈰
9:00〜17:00 －

④親子体験教室〜リースづくり〜（園内の
植物を使って作ります） 12／７㈯13:30〜15:30 18組

（抽選）

⑤プチ盆栽づくり（管理法なども学びます） 12／14㈯13:30〜15:30 20人
（抽選）

　※植物園の入園は午後４時半まで。月曜休園（祝休日のときは翌平日）。

催 し

あすみん　ＮＰＯマネジメント講座

　人材育成や労務管理、資金集めなどについて学びます。詳細はホームページ
で確認を。d12月12日、26日、来年１月９日、23日、２月６日、20日、３月５日午後７時
〜９時（連続講座。いずれも木曜日。希望日のみの受講も可）liあすみん（中央
区今泉一丁目）a724-4801f724-4901tNPO、ボランティア団体に所属している
人c30人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m info@fnvc.jp）、来所で、11
月１日以降に同施設へ。

講座・教室 市民防災センター　①新米パパママ応急手当て講習会②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？〜

　①１歳前後の子どもに対する心肺蘇生法等を学びます。②各家庭に合った対
策を一緒に考えます。d11月30日㈯①午前10時〜11時半、午後２時〜３時半②午
前11時半〜午後０時半li同センター（早良区百道浜一丁目）a847-5990f847-
5970t①１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②不問
c①各10組②６組（いずれも先着）y無料e電話かファクスに参加者全員の応募
事項と①は希望時間、②は参加人数も書いて、11月１日以降に同センターへ。

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演



12/

2
●月

4高齢者活躍人材育成事業セミナー
「新しい時代も健康で、いきいきと暮らすために」

　元宝塚歌劇団の穂高ゆう氏が姿勢とウォーキングについて話しま
す。d午後１時半〜３時半l大博多ビル（博多区博多駅前二丁目）i

県シルバー人材センター連合会a292-1857f623-5677t市内に住む
勤労意欲のある60歳以上c50人（抽選）y無料e電話連絡後、申込書
を11月19日（必着）までに同連合会へ。

12/

4
●水

4南区難病講演会「 I
アイジーエー

gA腎症について」

　講師は福岡赤十字病院腎臓内科医師の中井健太郎氏。d午後２時
〜４時l南区保健福祉センター（南区塩原三丁目）i南区健康課
a559-5116f541-9914t患者や家族などc60人（先着）y無料e電話
かファクスで、11月６日以降に同課へ。

12/

5
●木

4西区難病講演会「パーキンソン病について」

　講師は村上華林堂病院理事長の菊池仁志氏。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-
7073f891-9894t患者や家族などc70人（抽選）y無料e電話かファ
クスで、11月１日〜15日に同課へ。

12/

6
●金

2福岡地域史講座「平和台を創った男〜岡部 平太伝〜」

　西日本新聞に同名の伝記を連載中の橘京平氏によるトークショー。
d午後２時〜４時（開場は１時半）l中央市民センター３階（中央区赤
坂二丁目）i中央区生涯学習推進課a718-1067f714-2141c500人

（先着）y無料e不要

12/

7
●土

3スポーツ体験塾　カーリング教室

d午後１時半〜３時半lパピオアイスアリーナ（博多区千代一丁目）
i市スポーツ協会事業課a645-1233f645-1220t小学生c40人（抽
選）y無料eホームページで11月1日〜14日に受け付けます。当選者
のみ通知。

12/

7
●土

3東図書館　大人のぬり絵教室

　クリスマスカードやしおりになるイラストに水彩色鉛筆等で色を塗
ります。d午後２時〜４時lなみきスクエア（東区千早四丁目）i東図
書館a674-3982f674-3973c10人（先着）y1,000円e電話か来所で、
11月１日以降に東図書館（なみきスクエア内）へ。

12/

7
●土

2みんなでふくし＆ふくふくプラザまつり

　①映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」（日本語字幕、副音声
付きで上映。午前10時15分〜正午）②市民福祉講演会「想（おも）い出整
理・最期の想いをあなたへ〜遺品整理の現場から〜」（午後１時半〜３時
半）。バザーや体験コーナーなどもあり。d午前10時〜午後４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a731-2932f 

731-2934y入場無料n②のみあり（６カ月〜就学前。無料。希望者は申
込時にその旨を記入）e不要。①②は要事前申し込み（抽選で各200
人）。電話（②は731-2946）かファクス（②は731-2947）、来所で、11月１日〜
22日に同協議会（ふくふくプラザ内）へ。１通５人まで。空きがあれば当日
入場整理券を①午前９時半②午後０時半から配布。

12/

7
●土

3アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
クリスマスリースを作ろう

d午後１時半〜３時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980 
f661-8020t小学４年生以上c20人（先着）y1,000円（入館料別）e

電話か来所で、11月７日以降に同公園へ。

12/

7
●土
他

2博多工業高校画像工学科
パソコンで創ろう年賀状教室

　同高校の生徒が教えます。保存媒体（USBメモリ）を持参すれば作っ
たデータを持ち帰りできます。d12月７日㈯、８日㈰午前10時〜正午、
午後１時〜４時（午前10時から整理券を配布。1人30分程度）l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）i同科a862-
6575f862-8346y無料e不要

12/

8
●日

3市動物園　大人のための飼育体験講座

d午前９時15分〜午後２時li同園（中央区南公園）a531-1968f 

531-1996t中学生以上c30人（抽選）y無料（入園料別）eはがき
（〒810-0037中央区南公園１-１）で11月12日（必着）までに同園へ。１人１
通。当選者のみ通知。

12/

8
●日

3アミカス　男性が学ぶ法律講座「まだまだ先ではない、
今、知っておく遺言・相続のこと」

d午後１時半〜３時半liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755 
f526-3766t男性（パートナーの同伴可）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28日までに
要申し込み。先着順）e電話かファクス、メール（m amikas@city.fukuo
ka.lg.jp）、来所で、11月１日以降に同施設へ。ホームページでも受け付
けます。

12/

8
●日

2クリスマスジャズセッション

　ジャズギター奏者らが出演。小学生以下は保護者同伴。d午後２時
〜３時40分（開場は１時半）liパピオビールーム（博多区千代一丁
目）a633-2180f633-2177c150人（先着）y無料e不要

12/

21
●土

3ビギナー向け ラグビー観戦教室

　ルールなどを学んだ後、解説付きで試合観戦。d午前10時〜午後１
時半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市ス
ポーツ協会事業課a645-1233f645-1220t小学生以上（小中学生は
保護者同伴）c50人（抽選）y一般1,800円、高校生以下500円eはがき

（〒812-0045博多区東公園８-２）かファクスで、11月１日〜30日（必着）に
同課へ。ホームページでも受け付けます。当選者のみ通知。

2020
1/

11
●土
他

3市生涯スポーツ講座

　スポーツの役割や指導方法などを座学と実技で学びます。受講後
は地域やサークル等に指導者として派遣される市スポーツリーダー
バンクへの登録も可能（有料）。日時など詳細は問い合わせを。d来年
１月11日㈯〜２月８日㈯（全15回）lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）他i

市スポーツ協会事業課a645-1233f645-1220t市内に住むか通勤す
る満18歳以上（平成31年４月１日現在）c50人（抽選）y2,000円e11月
1日から各区情報コーナー、各出張所、各公民館などで配布する申込
書を11月20日（必着）までに同課へ。

博多座「市民半額観劇会」

　「ダンス オブ ヴァンパイア」を半額で鑑賞できます。
d来年１月１日（水・祝）午後２時、２日㈭午後１時半、３日㈮
午後１時半、６日㈪午後６時半からl博多座（博多区下川
端町）i市民半額会事務局a751-8258（平日午前10時〜
午後６時）f736-7081t小学生以上c各回100人（抽選）
yＡ席7,500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11月15日（消印有効）までに同事務局へ。当
選者のみ通知（11月20日ごろ発送）。

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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教室 講演

同公演のポスター



に関する業務などに従事。資格要件あ
り。【任用期間】来年１月６日〜３月31日

（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】11月１日から同課（市役所12階）、情
報プラザ（同１階）、各区保健福祉セン
ター健康課で。市ホームページにも掲
載【申込期間】11月５日〜19日（必着）
i健康増進課a711-4269f733-5535
特別支援学校・特別支援学級職員

（会計年度任用職員）を募集
　特別支援学校介助員、給食介助員、
特別支援学級職員、特別支援学級介
助員を募集。【任用期間】来年４月１日
〜再来年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】10月31日から市
発達教育センター（中央区地行浜二
丁目）、各特別支援学校、情報プラザ

（市役所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21日（消印有効）まで
i同センターa845-0015f845-0025
市シルバー人材センター職員（嘱
託職員）を募集

　【資格】高校卒業程度の学歴および
事務の実務経験を３年以上有する人。
他要件あり【任用期間】来年１月１日〜
３月31日（再任用あり）【募集案内の配
布】同センター事務局（博多区千代一
丁目）で。ホームページにも掲載【申
込期間】11月１日〜11日（消印有効） 
※応募者が30人を超えた時点で募集
終了i同センター総務課a643-82 
00f651-5000

市立こども病院有期職員を募集
　看護師、栄養士、診療放射線技師、
事務を募集。詳細はホームページ、ハ
ローワーク（公共職業安定所）で確認
を。【任用期間】来年３月31日まで（再
任用あり）i同病院総務課a692-37 
22f682-7300
労働経営セミナー「多様性を組織
の力に〜アンコンシャス・バイア
スへの気づきが職場を変える〜」

　講師はキャリア研究所 代表の園田
博美氏。d11月14日㈭午後２時半〜４
時半（開場は２時）l福岡商工会議所

しごと

市職員（公衆衛生医師）を募集
　各区保健福祉センターなどで公衆 
衛生に関する業務に従事。【資格】原
則、採用日現在65歳未満の医師免許
保有者。ただし、平成16年４月以降に
医師免許を取得した場合は医師法に
定められた臨床研修を修了している
必要あり【採用予定日】来年４月１日以
降【募集案内・申込書の配布】地域医
療課（市役所12階）で。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】12月13日（必
着）までi同課a711-4892f733-5535
市緑のまちづくり協会契約職員

（造園職）を募集
　都市緑化推進の普及・啓発業務、街

　※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。

２階（博多区博多駅前二丁目）i県労
働政策課a643-3585f643-3588c50
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@pref.fuk
uoka.lg.jp）で同課へ。定員を超えた場
合のみ通知。
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。求人票の閲覧、保育所等の
見学なども可能（登録が必要 ※保育
士証または子育て支援員研修修了証
の登録番号、登録年月日を持参）。詳
細は市ホームページで確認するか問
い合わせを。d11月14日㈭午前11時
〜午後３時lハローワーク福岡中央

（中央区赤坂一丁目）i同センター
a711-6808f733-5718y無料e不要

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽ファイナンシャル・プランナー２級
学科実技直前対策講習 ▽「アクセス
2016」講習 ▽「エクセルVBAマクロ」講
習—を開催。日程や料金など詳細は
ホームページで確認するか問い合わ
せを。i同協会a671-6831f672-2133

お知らせ
さいとぴあ（西部地域交流セン
ター・西部図書館・西部出張所）の
臨時休館

　点検のため、11月16日㈯は休館しま
す。i同施設a807-8900f807-8895
博多区で活動する観光案内ボラ
ンティアガイドを募集

　募集人数は10人程度。i博多区企
画振興課a419-1012f434-0053e10
月28日から市ホームページに掲載、ま
たは情報プラザ（市役所１階）、各区情
報コーナー、各出張所で配布する募
集要項を確認の上、11月29日（必着）
までに同課へ。

路樹や公園の維持管理業務などに従
事。【資格】 ▽ 企業等での実務経験

（造園、園芸など）を３年以上有する、
または高校・大学等で関係する単位
を履修した（履修見込み可） ▽普通自
動車運転免許を有する（取得見込み
可）―などの要件あり【任用期間】来年
４月１日〜再来年３月31日（再任用あ
り）【募集案内・エントリーシートの配
布】同協会総務課（早良区百道浜二丁
目）で。ホームページにも掲載【申込
期間】11月14日（必着）までi同課a 

822-5831f822-5848
令和元年度市立学校の講師（臨時
教職員）を募集

　【資格】教員免許有資格者（養護教
諭を含む）【申し込み】市ホームペー
ジに掲載の登録申込書を教職員第１課

（市役所11階）へ提出。i同課a711-
4754f733-5536
健康増進課事務嘱託員（産休代
替）を募集

　健（検）診関係の契約・支払い・審査

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

令和元年分給与所得の年末調整説明会

　各法人、個人事業者宛てに必要書類を郵送しますので、持参してください。i

各所轄税務署
日時 会場 所轄税務署 対象区

11／19㈫ 13：00〜15：30 なみきスクエア 香椎a661-1031 東区
11／19㈫ 13：30〜15：30

ももち文化センター 西福岡a843-6211
早良区

11／20㈬ 10：00〜12：00 城南区・西区

11／20㈬
10：00〜12：00

市民会館
福岡a771-1151 中央区・南区

13：30〜15：30

11／21㈭
10：00〜12：00

博多a641-8131 博多区・東区
13：30〜15：30

市文学館企画展・関連イベント

l市総合図書館（早良区百道浜三丁目）i同図書館文学・文書課a852-0606 
f852-0609y無料e①②不要③④電話かファクス、メール（m library-bungaku.
BES@city.fukuoka.lg.jp）で、11月６日までに同課へ。落選者のみ通知。空きがあ
れば当日も受け付け可。

内容 日時 定員

①企画展「草紅葉－久保猪之吉とより江」
（俳句、短歌などを紹介）

11／８㈮〜12／15㈰
10:00〜19:00（日祝日
は18:00まで）

ー

②企画展「草紅葉－久保猪之吉とより江」
ギャラリートーク

11／９㈯、30㈯
14:00〜14:30

各10人
（先着）

③企画展読書講座「久保猪之吉・より江をよむ」

▽11月16日＝本に棲（す）む猫たち ▽12月１日＝
耳鼻咽喉科のパイオニア久保猪之吉と妻より江

▽12月７日＝近角常観と文学者たち

11／16㈯、12／１㈰、
７㈯14:00〜16:00

各回
40人

（抽選）

④企画展記念講演会「久保猪之吉・より江の短
歌」

11／17㈰14:00〜15: 
30

50人
（抽選）

　※月曜（祝休日のときは翌平日）および12月３日は休館。

催 し

市総合図書館　正しく知ろう がんゲノム医療

　講師は九州がんセンター腫瘍遺伝学研究室長の織田信弥氏。d11月30日㈯
午後２時〜３時半（開場は１時半）l同図書館３階（早良区百道浜三丁目）i同図
書館図書サービス課a852-0632f852-0631c80人（先着）y無料e電話か来所
で、11月1日以降に同課へ。

講　演
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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 講演 しごと お知
らせ



聴覚障がい者情報センターの
メールアドレスが変わります

　旧メールアドレスは11月１日以降使
用できません。【相談窓口】m center-
soudan@c-fukushin.or.jp【 手話通訳
者 派 遣 】m center-haken@c-fukush
in.or.jp【要約筆記者または盲ろう者
通訳・介助員派遣】m center-haken 
02@c-fukushin.or.jpi同センターa 

718-1724f718-1710
都市景観賞 まちなみ写真コンテ
スト「市民賞」へ投票を

　市民投票を実施します。詳細は市
ホームページで確認を。【投票期間】
11月15日までi都市景観室a711-45 
89f733-5590

来年度奨学生を募集
　保護者が市内に住み、来年４月に県
内の高等学校、高等専門学校、専修学 
校高等課程に進学予定で、学費の支
払いが困難な人に奨学金を貸し付け
ます。卒業後に返還が必要。【金額（予
定）】 ▽ 公立＝月額１万円、１万5,000
円、１万8,000円のいずれかと入学資金
５万円 ▽私立＝月額１万円、１万5,000
円、２万5,000円のいずれかと入学資
金10万円【申し込み】10月25日から各
中学校で配布する願書に保護者の平
成31年度所得証明書を添付して、在
学する中学校へ提出。詳細は市教育
振興会に確認を。i同会a721-1709 
f721-1739
農業委員・農地利用最適化推進委
員を募集

　現農業委員・農地利用最適化推進
委員の任期満了に伴い、公募（推薦・
応募）を行います。【業務内容】 ▽農業
委員＝農業委員会の会議への出席、
現場活動の協力等 ▽推進委員＝農地
の調査等現場活動【任期】 ▽農業委員
＝令和２年６月23日〜令和５年６月22日

▽推進委員＝農業委員会が委嘱した
日から令和５年６月22日まで【募集人
数】 ▽農業委員＝19人 ▽推進委員＝25
人【募集期間】11月１日〜29日i ▽農
業委員＝農林水産局政策企画課
a711-4841f733-5583 ▽ 推進委員＝
農業委員会事務局a733-5777f714- 
4034

大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】来年１月27日㈪まで。
期間中は、市に意見書を提出できま
す【縦覧場所】政策調整課（市役所14
階）、県中小企業振興課（県庁７階）i

政策調整課a711-4326f733-5593
名称（所在地） 内容 届出日

マックスバリュ次郎丸
店（早良区次郎丸四
丁目）

変更 ８月６日

新しい水洗化区域のお知らせ

　10月25日から次の区域の一部が新
しく水洗化（下水処理）区域になりまし
た。【東区】三苫六丁目【早良区】田村
二丁目、四箇五丁目、内野五丁目【西
区】拾六町二丁目、野方一丁目、大字
金武、今宿町、今宿三丁目、今津。水
洗化区域になった各家庭では次のよ
うに改修してください。 ▽くみ取り便
所は３年以内に水洗便所に改造する

（貸付制度あり） ▽風呂、台所などの
雑排水は６カ月以内に排水設備を設
置し下水管（汚水管）に流す ▽排除方
式が分流式になっている区域の汚水
は汚水管に、雨水は側溝か雨水管に
流れるように接続する。i下水道事業
調整課a711-4428f733-5533、貸付
制度は下水道管理課a711-4534f 

733-5596

不動産を公売します
　市税滞納処分で差し押さえた不動
産を入札により公売します。詳細は市
ホームページまたは各区納税課で配
布する不動産公売広報で確認を。【入
札】11月６日㈬〜13日㈬に納税企画課

（市役所10階）でi納税企画課a711-
4206f733-5598
公売財産 所在地 地積（床面積）地目

①土地 早良区東入
部八丁目

402 .00 平
方㍍ 宅地

②マン
ション

西区姪の浜
六丁目

（85 .52 平
方㍍） ー

③マン
ション

中央区大手
門二丁目

（72 .30 平
方㍍） ー

④マン
ション

南区大楠一
丁目

（39 .69 平
方㍍） ー

⑤土地・
家屋

東区青葉七
丁目

274 .45 平 
方 ㍍（88.0 
6平方㍍）

宅地

植物画コンクールの作品を募集
　募集部門は中学生・高校生の部、一
般の部。応募は１人１点（Ｂ４サイズ・縦
長。未発表の作品に限る）。詳細は問
い合わせを。li植物園（中央区小笹
五 丁 目 ）a522-3210f522-3275e11
月１日から同園、情報プラザ（市役所１
階）、各区情報コーナー、各出張所、各
公民館などで配布する募集要項また
はホームページを確認の上、来年１月
31日（必着）までに同園へ。
①「博多町家思い出図画展」作品
を募集②法世さんの図画教室

　①テーマは「なつかしい思い出」。
サイズは４〜10号。水彩、油彩、貼り絵
など自由。額装、パネル不可。受賞作
品は来年６月ごろから「博多町家」ふ
るさと館（博多区冷泉町）に展示しま
す。②漫画家・長谷川法世さんが教え
る連続講座。11月30日㈯、12月７日㈯
午後１時〜３時に冷泉公民館（博多区
上川端町）で開催（先着20人、1,000

円）。完成した絵は同展に出品します。
i「博多町家」ふるさと館a281-77 
61f281-7762t40歳以上e①作品（１
人３点まで）の裏に応募事項と題名、
作品の説明を書いて郵送（〒812-0039 
博多区冷泉町６-10）か持参（午前10時
〜午後５時）で来年３月31日（必着）ま
でに同館へ。②電話かファクス、メール

（m furusatokan@hakatamachiya.
com）、来所で、11月１日以降に同館へ。
沖縄地域戦没者追悼事業の参加
者を募集

　募集人数は20人。申し込みは11月
21日まで。詳細は問い合わせを。d来
年１月16日㈭〜17日㈮１泊２日l福岡
の慰霊の塔（沖縄県糸満市）i県遺族
連合会事務局a761-0012f781-2056 
t県内に住む、沖縄地域での同県出
身の戦没者と一般戦災死没者の配偶
者・父母・子・兄弟姉妹・孫・おい・めい

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者（今回は視覚障が
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。d11月
20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
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d11月16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

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。d12月４日㈬午後１時
〜４時li天神弁護士センター（中央
区渡辺通五丁目 南天神ビル２階）
af738-0073t家族や恋人、友人な
どを自死（自殺）で亡くした人や支援
者c３人（先着）y無料e電話かファ
クス、来所で同センターへ。

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-
5580t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

相 談

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。

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。d11月20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、11月１日以降に同会へ。
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、相続等の相
談に応じます。d11月16日㈯午前10
時〜午後４時l南市民センター２階

（南区塩原二丁目）i県行政書士会
a641-2501f641-2503y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。

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

第５次市子ども総合計画（案）につ
いて

　【案の閲覧・配布】11月５日からこど
も未来局総務企画課（市役所13階）、
情報公開室（同２階）、情報プラザ（同
１階）、各区子育て支援課、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】12月４日（消
印有効）までiこども未来局総務企
画課a711-4170f733-5534

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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プラネタリウムイベント①星降る南阿
蘇②TEAM SURPRISE（チームサプラ
イズ）クリスマスゴスペルコンサート
　①ルナ天文台（熊本県）の望遠鏡映像
を生中継。②福岡を拠点に活動するグ
ループが出演。参加者と一緒に歌う
コーナーもあり。d12月①８日㈰午後５
時半〜６時半②21日㈯午後５時〜６時20
分c各220人（先着）y①中学生以上
1,000円、小学生500円②中学生以上
2,500円、小学生1,000円 ※いずれも全
席自由。未就学児は無料（座席を使う場
合は小学生料金）e11月①13日②27日
午後４時以降に同館３階で販売（１人５枚
まで）。ホームページでも購入可。

　※申し込みは往復はがきかファクス
に参加者全員の応募事項を書いて、11
月１日以降に同公園へ。ホームページで
も受け付けます。
いい夫婦の日海づり体験
　手ぶらで釣りができる他、唐泊恵比須

（からとまりえびす）かきなどが当たる抽
選会もあり。「鯛（たい）めし」付き。d11
月23日(土・祝)午前９時〜午後１時t夫婦
c50組（先着）y１組2,200円
レディース釣り大会＆海鮮焼きグルメ
　大会終了後、唐泊恵比須かき、エビ、
ホタテなどをいただきます。d12月１日
㈰午前８時〜午後２時t高校生以上の
女性c30人(先着)y3,500円

　※申し込みははがきかファクスに参
加者全員の応募事項を書いて、11月１日
〜15日（必着）に同体育館へ。来所、ホー
ムページでも受け付けます。当選者の
み通知。
冬のオハピラ（ピラティス）
d12月２日〜来年３月２日の月曜日午前
９時45分〜10時45分（12月16日、30日、１
月13日、20日、２月17日、24日を除く連続
講座）t18歳以上c20人(抽選)y5,600
円
姿勢改善ピラティス
d12月３日〜来年３月３日の火曜日午後
７時半〜８時45分（12月31日、２月11日を
除く連続講座）t18歳以上c20人 (抽
選)y8,400円

冬の親子ヨガ
d12月６日〜来年２月７日の金曜日午前
11時15分〜午後０時15分（12月27日、１月
３日を 除く
連 続 講 座 ）
t１〜３歳児
と保護者の
ペアc10組 

（抽選）y１
組5,600円
冬のリラックスヨガ教室
d12月６日〜来年３月６日の金曜日午後
７時半〜８時45分（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

　※いずれも無料。小学３年生以下は保
護者同伴。申し込みは電話かメール（m 
mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所
で、11月１日午前10時以降に同施設へ。
①理科応援教室 分光シートで光の三
原則を知ろう
　光を分けて観察する装置を作り、電灯
や蛍光灯などが光る仕組みを調べま
す。d11月23日（土・祝）午前10時半〜正午
t小学４〜６年生c25人（先着）
②ミラクルラボ体験教室 アルソミトラ
グライダー
　インドネシアに生息する植物の種の
形をしたグライダーを作って飛ばしま
す。d11月23日（土・祝）午後３時〜３時半
c25人（先着）

③みんなでチャレンジ 人工イクラをつ
くろう
d11月24日㈰午前10時半〜11時c25人

（先着）
④ラボで体験 松ぼっくりツリー
d12月７日㈯午前10時半〜11時t小学
１〜３年生c20人（先着）

11月のおはなし会
　読み聞かせ=
写 真=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。t

０〜２歳児と保護者、幼児、小学生c各
40人（先着）y無料e不要
バックヤードツアー
　普段は入ることのできない書庫など
図書館の裏側を探検します。d①11月
30日㈯、来年１月11日㈯②12月14日㈯、
来年1月18日㈯午後２時〜３時半t①小
学生以下と保護者のペア②中学生以上
c①各10組②各20人（抽選）y無料e

往復はがきかメール（m library-unei.
BES@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員
の応募事項と希望日を書いて11月15日
(必着)までに同図書館運営課へ。
一箱古本市
　一箱分の古本を持ち寄って販売する
イベントです。出店者を募集。来場は自由

（無料）。d12月１日㈰午前10時半〜午後
３時t古本販売業者を除く中学生以上

（中学生のみの参加は保護者の同意が
必要）c８組（先着）y無料e電話かファ
クス（f832-1588）、メール（m yokatai@
tbknet.co.jp）、来所で、11月１日以降に
同図書館へ。

　※最終日は①午後４時②５時まで。
①秋まつり
　博多織や博多人形、小石原焼、八女
漆、柳川まりなどの「ものづくり」体験（日
替わりで８種類、先着順）の他、販売も行
います。朝倉郡筑前町の特産品など飲
食物の販売もあり。d11月９日㈯、10日
㈰y入場無料（体験は有料）e不要。体
験の整理券は午前10時から配布。
②肥後の民工芸品展〜ねこ〜
　肥後象がんや陶器、革工芸など約50
点を展示・販売。d11月14日㈭〜19日㈫
y入場無料

１月公演 ミュージカル「キレイ 神様
と待ち合わせした女」
　出演は、生田絵梨花、神木隆之介、阿
部サダヲ、麻生久美子ほか。時間など詳
細はホームページで確認を。d来年１月
13日（月・祝）〜19日㈰i博多座電話予約
センター a263-5555hhttps://hakata
za.e-tix.jp/pc/hakat
aza.htmlt小学生以
上yＡ席１万3,000円、
Ｂ席 9,000円 e 電話
で11月９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11
月10日午前10時から
販売。

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）
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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

11月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。②は床に敷くタオル等と上履きを持参、会場は西体育館

（西区拾六町一丁目）。c①②なし③20組（先着。１組１個）④20組(先着)y①②無料
③１組100円④１組200円e①②不要③④電話かファクス、来所で、11月③１日④６日
以降に同会館へ。

内容 日時 対象
①みんなであそぼう（ドッヂビー） 11／10㈰13:30〜14:30 小中高生
②あかちゃんといっしょ（乳幼児の
親子あそび） 11／13㈬10:30〜11:30 まだ一人で歩けない乳幼児

③おもちゃ病院 11／17㈰10:00〜14:00 幼児〜高校生
④木育おもちゃの広場 11／27㈬10:00〜12:00 乳幼児
　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。
来年１月から始まる幼児体育クラブの参加者を募集
　詳細はホームページで確認を。d水曜日午後３時〜４時（連続講座）y1,000円e

締め切りは12月17日（必着）

12月の講座
y①②③⑤⑦⑧無料④500円⑥300円e電話かファクス、メール（m f_kaigon@fuku
wel.or.jp）、来所で、11月１日以降に同センターへ。

内容・日時 定員（先着）
①急病の時に慌てない　12／４㈬13:30〜15:30 35人
②家庭でできる簡単リンパケア　12／５㈭14:00〜16:00 40人

③介護ベッドを正しく使おう　12／７㈯11:00〜13:00、12㈭10:00〜12:00 ７日＝15人
12日＝20人

④テーマ別料理教室「食べやすいおせち料理」　12／10㈫10:00〜13:00 30人
⑤基本の防災対策と要配慮者の防災対策　12／11㈬13:30〜15:30 35人
⑥自助具製作教室（「伸縮靴べら」を作ります）　12／14㈯14:00〜16:00 10人
⑦身近なものでできる災害対策　12／18㈬13:30〜15:30 35人

⑧ベッドの上でらくらく移動　12／21㈯11:00〜13:00、26㈭10:00〜12:00 21日＝15人
26日＝20人

過
去
の
親
子
ヨ
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作品例

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

l①②③⑤同センター④大濠公園（中央区）e①②③⑤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。④不要

内容 日時 対象・定員 費用
①30歳代のヘルシース
クール（個別健康相談） 12／８㈰、22㈰14:00〜16:00 各10人（先着） 無料

②１日糖尿病教室（食事
療法、運動療法） 12／14㈯10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円

（食事付き）
③楽しくおいしく健康料
理教室 12／21㈯10:00〜13:30 24人（先着） 1,000円

（食事付き）

④ニコニコペース健康教
室（ウォーキング）

12／21㈯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）

⑤やせナイト塾（生活習
慣改善教室）

来年１／９〜30の木曜日と３カ
月後のフォロー教室の計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

介護実習普及センター
〒810-0062 中央区荒戸三丁目３-39 ふくふくプラザ３階
a731-8100 f731-5361　o午前10時〜午後６時 x第３火曜

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）

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。

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）

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

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）

海づり公園
〒819-0203 西区小田池ノ浦地先
a809-2666 f809-2669
o午前７時〜午後６時（11月）
x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）

同公演のポスター


