福岡市政だより
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令和元
（2019）
年12月１日

〒 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。

講座

催し 教室 講演

情報 BOX

応 募 事 項

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

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）
● 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

※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。

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。
12/
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●
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12/

Ｒ60倶楽部 オトナ塾①老後2,000万円問題ってホント？
気になるお金の話②あなたの街に眠る民話を掘り起こし

10

①は保険のプロが教えます。d12月①３日㈫②10日㈫午後１時〜２時
火
l六本松 蔦屋（つたや）書店
（いずれも受け付けは午後０時半から）
他

火
●
他

（中央区六本松四丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務局a4013456m info@r60festa.jpc各50人
（先着）y無料e不要

12/

7

土
●

3 桧原運動公園

クラフト教室

12

木
●
他

老人福祉センター東香園
3
サンデー モーニング ヨガ教室
8
●

スリランカ出身の講師がセルフハンドマッサージも教えます。紅茶
のサービスあり。d12月８日㈰、22日㈰午前10時〜正午li同園（東
区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳以上c
各30人
（先着）y無料e電話かファクスに応募事項と希望日を書いて、
12月１日以降に同園へ。来所でも受け付けます。

国連講演会

12/

14
土
●

エスディージーズ

関西学院大学学長直属SGU招へい客員教授の久木田純氏が話しま
す。d午後２時〜３時半lクラーク記念国際高校（中央区平尾一丁目）
i日本国際連合協会福岡県本部a713-8115f761-6762c100人（先
着）y無料e電話かファクス、メール（m unaj-fukuoka@nifty.com）で、
12月２日以降に同本部へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

500円

節分豆まき＆恵方巻き作り

40人

500円

来年１／26㈰11:00～13:30

夜間・休日急患診療
●救急車を呼ぶべきか
迷ったときは

a＃7119

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）

日 内科、小児科

小児科
土 曜 日
内科

▼▼

平

▼

☎847-1099

午後7時半〜翌朝6時半

午後5時〜翌朝7時半
午後7時〜翌朝7時半

2 ウインタースポーツフェスタ
フィギュアスケートなどの教室やエキシビジョン、雪合戦など。詳細
はホームページで確認するか問い合わせを。d午前９時〜午後６時l
パピオアイスアリーナ（博多区千代一丁目）i同フェスタ実行委員会
事務局a645-1233f645-1220t不問（一部の教室・ゲームは年齢制限
あり）y入場無料。滑走料100円、スケート靴貸し出し料400円e不要
（一部当日整理券を配布）

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
3
防災について考えよう〜地震・大雨発生 あなたはどうする？〜
14
●
土

高校生以下は保護者同伴。li同ホーム（博多区西月隈五丁目）a586-1360
f586-1397e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、12月１日〜実施日の各10日前（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） 費用
七草粥(がゆ)作り＆山菜の天
来年１／５㈰10:30～13:30
20人
300円
ぷら試食会と琴の演奏会
40人

戦国時代に活躍した博多の豪商・嶋井宗室、神屋宗湛、大賀宗伯ら
のゆかりの地や墓所を巡ります。コーヒー付き。d12月12日㈭、13日
㈮、14日㈯午後１時半〜４時l集合は東長寺（博多区御供所町）i博
多区企画振興課a419-1012f434-0053t高校生以上c各20人（先着）
y1,000円e電話で12月２日午前９時以降に同課へ。

12/

博多障がい者フレンドホーム

新春餅つき大会(餅つきとお
来年１／19㈰11:00～14:00
正月遊びを行います）

2 博多ガイドの会 博多の豪商 足跡巡り

12/

9 4「21世紀の地球と国連SDGs：私たちにできること」
●
月

受講者は自家用車で集合してください。d12月10日㈫、17日㈫午前
10時半、11時15分、午後１時、
１時45分、
２時半から ※各回の内容は同じ
l市総合体育館北側臨時駐車場（東区香椎照葉六丁目）i生活安全
課a711-4061f711-4059tおおむね65歳以上の運転者c各回２人（先
着）y無料e電話かファクス、メール
（m seikatsuanzen.CAB@city.fuku
oka.lg.jp）
に応募事項と希望日時を書いて、
12月２日以降に同課へ。

12/

松ぼっくりなどを使ってクリスマスツリーを作ります。d午前10時〜
正午li同公園（南区桧原五丁目）a566-8208f566-8920t３歳〜小
学３年生
（保護者同伴）c10人
（先着）y無料e電話かファクスで、12月
１日以降に同公園へ。

12/

日
他

3 高齢運転者講習会〜スキルアップかんたん駐車教室〜

①１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。②同センター職員と一緒に考えます。d①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、
12月２日以降に同センターへ。

12/

市ヨットハーバー
2
14
●
土
他

桟橋に浮かぶヨットにイルミネーションが点灯します。荒天中止。詳
細はホームページで確認を。d12月14日㈯〜22日㈰午後５時〜７時半
li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）a882-2151f881-2344y無
料e不要

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。
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。

●急患診療所（各区保健福祉センター）
電

区

話

東

651-3835

南

541-3299

博多

441-0020

城南

831-7979

西

882-3145

診療科

診療日時

内科・小児科

内科

日・祝休日の
午前９時
〜午後４時半

※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。

※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。

●外科当番医（12月前半の日曜日）

▼

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

●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。

イルミネーション点灯

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
12月８日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）

a681-3115
a721-5252
a565-3531
a831- 6911
a841-0835
a891-2511

12月15日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）
原三信病院（博多区大博町１-８）
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）
昭和病院（西区徳永大町911-１）

a651-0022
a291-3434
a771-6361
a821-4731
a891-1234
a807-8811

12月１日㈰

福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）

a641-1100
a608-0001
a641-2761
a781- 6381

※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。

情報 BOX
応募事項

講座

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。

12/

楽水園
15 3
●
日

12/

15
日
●

●催し名など
（コースも）
●郵便番号・住所

●氏名
（ふりがな）
●年齢

和と洋を取り入れたしめ飾りを作ります。抹茶サービス付き。d午後
１時半〜３時li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c10人（先
着）y3,000円e電話かファクスで、
12月１日以降に同園へ。

手作りハーバリウムボールペン

d午後１時半〜２時半li同公園（西区今津）a807-6625f807-6627
t小学生以上c20人
（先着）y800円e電話か来所で、12月１日以降に
同公園へ。ホームページでも受け付けます。

金

12/

20
金
●

老人福祉センター舞鶴園 シニア世代のアンチエイジ
3
ング リラックス・ヨガ講座
「冷え性改善編」
16
●

d午後１時〜２時li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f7160046t市内に住む60歳以上c30人（先着）y100円e電話かファクス、
来所で、12月１日以降に同園へ。

12/

ホームヘルパースキルアップ研修
3
精神疾患の理解と対応について
16
●
月

d午後２時〜３時半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、12月２日以降
に同センターへ。

12/

18 3
●
水

12/

19
木
●

12/

19
木
●

12/

街歩き勉強会
だざいのそつ た び と
あやすぎのかざし
し か の あ ま の が く
がたさんしゅ
大宰帥・旅人と綾杉挿頭と志賀白水郎楽と潟三首

「令和」の出典である「梅花の宴」の主人・大伴旅人の足跡を巡って
香椎宮や香椎浜
（いずれも東区）
など６kmほど歩いた後、香椎潟三首に
ついて学びます。d午前10時〜午後３時l集合はJR香椎神宮駅i志
賀島航路とＪＲ海中線DENCHA満員計画クラブ・清田a090-2512-4299
m tahi_qz@ybb.ne.jpt市営渡船博多・志賀島航路、
ＪＲ香椎（海ノ中
道）線を利用して参加する人c30人（先着）y1,000円e電話かメール
で、
12月１日以降に同クラブへ。

3 舞鶴公園

お正月飾りを作ろう

乾燥したハスなどを使って作ります。d午前10時半〜午後０時半
li同 公 園（ 中 央 区 城 内 ）a781-2153f715-7590c18人（ 抽 選 ）y
1,500円eはがき（〒810-0043中央区城内１-４）かファクス、メール（m
maiduru@midorimachi.jp）
で、12月１日〜５日
（必着）
に同公園へ。

2

外国人学生が語るふるさとの街と福岡

ミャンマー・ヤンゴン出身のキン・キン・ミョー・キョーさんがふるさ
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）a262-1744f
262-2700c50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、12月２日以降に同財団へ。
かわい

南障がい者フレンドホーム ①可愛いねずみのお正月飾りを
2
作ろう②年忘れ忘年会〜みどりさんの女形日本舞踊鑑賞〜
19
●
木
他

●電話番号
●小中高生は学年

14

※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。

緑のコーディネーターによる体験講座
3
クリスマスリースのギフト
20
●

12/

月

令和元
（2019）
年12月１日

12/

モダンしめ縄教室

3 今津運動公園

福岡市政だより

10 月１日から応募等のはがきの料金は 63 円です。

催し 教室

d12月①19日㈭午前10時〜正午②21日㈯午前11時〜午後２時li同
ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856t市内に住む障がい
のある人など
（家族・介助者の同伴も可）c①10人②30人
（いずれも抽
選）y①400円②600円e電話かファクスに応募事項と障がいのある
人は障がいの名称を書いて、12月①13日②16日までに同ホームへ。来
所でも受け付けます。

12/

20
金
●
他

ヒバでリースを作り、リボンで飾り付けます。d午後２時〜４時l市
植物園（中央区小笹五丁目）i市緑のまちづくり協会みどり課a8225832f822-5848c20人（抽選）y2,000円（入園料別）eはがき（〒8140001早良区百道浜２-３-26）
かファクス、
メール
（m mms@midorimachi.jp）
で、12月10日
（必着）
までに同課へ。ホームページでも受け付けます。

2 ファミリークリスマス
赤ちゃんハイハイレースやおもちゃなどが当たる抽選会などを実
施。詳細はホームぺージで確認するか問い合わせを。d午前11時〜午
後３時半lみらいホール（中央区渡辺通二丁目 電気ビル共創館４階）
i「子づれ DE CHA・CHA・CHA！」編集部a751-8830f751-8831t福岡都
市圏に住む子育て中の家族y１家族1,000円eホームページで受け付
けます。

2 福岡モーターショー
「人とクルマが つながる未来」をテーマに、国内外の自動車・二輪車
を展示します。
自動車産業フォーラムや試乗会なども開催。詳細はホー
ムページで確認を。d12月20日㈮〜23日㈪午前９時半〜午後６時
（最終
日は午後５時まで）lマリンメッセ福岡（博多区沖浜町）
、福岡国際セン
ター（博多区築港本町）他i同事務局a711-5583f731-5210y1,500
円、大学生・専門学校生1,200円
（前売りは各200円引き）
、高校生以下無
料e前売り券はファミリーマート、
チケットぴあなどで販売。

12/

西部運動公園
2
21
●
土

12/

21
土
●

12/

21
土
●

12/

21
土
●

ベースボールフェスタ

福岡ソフトバンクホークスの選手と一緒に野球の楽しさを体験する
イベント。写真撮影や野球教室など。d午前10時〜午後１時li同公
園（西区飯盛）a811-5625f811-0549t小学生（小学３年生以下は保
護者同伴）c100人（先着。
１組５人まで）y１人1,000円e電話か来所
で、12月５日午前10時以降に同公園へ。

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
y1,000円e電話かファクス、
着）
来所で、
12月１日以降に同ゴルフ場へ。

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
やバックヤードツアー、果物等が当たる抽選会などもあり。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

2

市博物館

ふうでい

冬休みこども博物館（封泥体験）

約2,000年前、国宝の金印はどのように使われていたのか、複製品を
使って体験します。d午前10時〜正午、午後１時半〜３時（随時受け付
け）li市博物館（早良区百道浜三丁目）a845-5011f845-5019t６
歳以上c100人
（先着）y無料e不要

催 し

え

と

はかた伝統工芸館 ①博多人形干支人形展
②2019から2020へ、工芸は最高のギフト展

①来年の干支・ネズミにちなんだ作品を展示・販売。②博多織・博多人形など
を展示・販売。d12月①５日㈭〜10日㈫②12日㈭〜17日㈫いずれも午前10時〜
午後6時（入館は５時半まで。最終日の展示は５時まで）li同館（博多区上川端
町）a409-5450f409-5460y入場無料

13

福岡市政だより

令和元
（2019）
年12月１日

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。

講座

催し 教室

情報 BOX

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

12/

ふくおか森づくり交流会〜身近な森を守り楽しむ〜
21 2
●
土

12/

よこはま里山研究所の松村正治氏、吉武美保子氏と一緒に、市民に
よる森づくり活動について考えます。d午後１時半〜４時lアクロス
福岡セミナー室２
（中央区天神一丁目）i環境調整課a733-5389m kchosei.EB@city.fukuoka.lg.jpc40人
（先着）y無料e電話かメールで、
12月２日以降に同課へ。

21

2 みんなで遊ぼう こどもクリスマス会

12/

2 かなたけの里公園

けん玉などの昔遊びをしながら進んでいく
「巨大すごろく」やお手
土
●
玉遊び、どんぐり等を使った工作、おはなし会など。d午前10時〜午後
３時li中央市民センター（中央区赤坂二丁目）a714-5521f7145502t５歳〜小学３年生
（未就学児は保護者同伴）y無料e不要

22
日
●

12/

22
日
●

12/

22
日
●

d午前10時半〜正午li同公園（西区金武）af811-5118c15組（先
着。1組５人まで）y１組500円e電話か来所で、12月１日以降に同公園
へ。

2 立花寺緑地リフレッシュ農園

豚汁の無料提供
（午前11時から、先着200人）
や果物・野菜の販売、餅
つき実演販売、じゃんけん大会（菓子などの景品あり）
、エイサーの演
舞など。九州北部豪雨災害復興支援のための野菜販売もあります。d
午前10時〜午後３時li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881
f587-0883y入場無料e不要

3 今津リフレッシュ農園

しめ縄・門松作り教室

d午後１時〜４時li同農園
a806-2565f806-2570c15組
（西区今津）
（抽選）y１組1,500円e電話か来所で、12月７日午前８時45分〜午後１
時に同農園へ。

ときめきっず教室

①クリスマスデコカレー作り②豚汁作り③チョコデザート作り―を行
います。d①12月22日㈰②来年１月12日㈰③２月９日㈰午前10時〜午後
２時li同ホーム
（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市
内に住む障がいのある小学生c各５人（抽選）y各500円e電話かファ
クス、メール（m y.ooba01@fc-jigyoudan.org）
に応募事項と希望日を書
いて、
12月１日〜９日に同ホームへ。来所でも受け付けます。

城南障がい者フレンドホーム
2
ハッピーフレンドもちつき大会
26
●

4

土
●

餅をついて、ぜんざいに入れたり、きな粉・大根おろしをかけたりし
て食べます。d午前11時〜午後１時半li同ホーム（城南区南片江二
a861-1180f861-1123t市内に住む障がい児・者と家族c200人
丁目）
（先着）y200円e電話か来所で、
12月１日以降に同ホームへ。

2 海づり公園

年中行事や催事についても学びます。d来年１月８日〜６月11日の
第２水曜日または第２木曜日午後１時〜４時（連続講座）li同公園
（城南区友泉亭）af711-0415t20歳以上の女性c各６人程度（先着）
y１万2,000円
（入園料別）e電話か来所で、
12月１日以降に同公園へ。

1/

福岡ファミリー・サポート・センター
3
提供・両方会員養成講習会
10
●
金
他

1/

11

土
●

1/

11

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。d来年１月10日㈮、20日㈪、28日㈫午前10時
〜午後３時（20日は２時半まで。連続講座）lふくふくプラザ（中央区荒
戸三丁目）i同センター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c100人（先着）
y無料n６カ月〜就学前（無料。12月27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、
12月２日以降に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

2 アイランドシティ中央公園

巨大かるた大会

植物や昆虫などが描かれた85cm×60cmの巨大かるたを使います。
d午前11時〜正午、午後２時〜３時li同公園
（東区香椎照葉四丁目）
a661-5980f661-8020t５歳〜小学生（小学３年生以下は保護者同
伴）c各30人（先着）y無料e電話かファクス、来所で、12月11日以降
に同公園へ。

3 初心者スケート教室

滑り方の基礎習得や技術向上のための教室です。d来年１月11日〜
３月14日の土曜日午前10時〜11時半
（連続講座）lパピオアイスア
他
リー ナ（ 博 多 区 千 代 一 丁 目 ）i市 スケ ート連 盟・青 木a080-64190243f845-1960t５歳以上c60人
（先着）y高校生以上１万3,800円、
５
歳〜中学生１万800円e往復はがき（〒814-0006早良区百道２-１-717）
に応募事項と性別、高校生以下は保護者氏名を書いて12月１日以降
に同連盟へ。

土
●

12/

2020
1/

水
他

年末感謝祭

早良障がい者フレンドホーム
22 3
●

木

友泉亭公園 着物と和の心〜着物を通して日本の伝統
3
と和の作法を学びます〜
8
●

ダイダイ収穫・ポン酢づくり体験

12/

日
他

1/

初釣り大会

釣果を競います。上位のグループには釣り具や唐泊恵比須（からと
まりえびす）かきを進呈。d午前７時〜11時li同公園（西区小田）
a809-2666f809-2669t小学生以上で構成された２〜５人のグループ
（小中学生のみの参加不可。小学生は保護者同伴）c100人（抽選）y
無料（釣り台利用料別）e往復はがき（〒819-0203西区小田池ノ浦地
先）かファクスで、12月１日〜23日（必着）に同公園へ。ホームページで
も受け付けます。

1/

15
水
●

2 映画「めぐみ〜引き裂かれた家族の30年〜」上映会
拉致問題がテーマの映画を上映します。d午後２時〜４時（開場は１
時半）lアミカス（南区高宮三丁目）i人権推進課a711-4338f7335863c300人
（先着）y無料eはがき
（〒810-8620住所不要）
かファクス
に、代表者の応募事項と希望人数（１通４人まで）
、参加者全員の氏名
を書いて、12月１日以降に同課へ。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。

講座・教室 ももち体育館

スポーツ教室

来年４月から９月までの火〜土曜日に開催する、エアロビクスや健康体操、ヨ
ガなど、全27教室の参加者を募集。日程など詳細はホームページで確認するか
問い合わせを。li同体育館（早良区百道二丁目）a851-4550f851-5551c先
着順y5,600円〜１万5,300円e電話か来所で、12月１日午前10時以降に同体育
館へ。

講座・教室 市民体育館

①エアロビクス②冬のげんきっずスクール

①初心者向け。②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。d来年①１月９日〜２月27日の木曜日午後１時〜２時半②１月10日〜２月28日
の金曜日午後５時半〜６時半
（いずれも連続講座）li同体育館
（博多区東公園）
a641-9135f641-9139t①18歳以上②小学１・２年生c①20人②15人（いずれも
抽選）y①5,600円②4,000円eはがき
（〒812-0045博多区東公園８-２）
かファクス、
来所で、12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。

情報 BOX
応募事項

令和元
（2019）
年12月１日

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。

1/

博多伝統芸能館
18 2
●
土

福岡市政だより

講座

催し 教室

●催し名など
（コースも）
●郵便番号・住所

公演

博多芸妓（げいぎ）による唄や舞、お座敷遊びの体験など。d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a4411118（当日は080-2705-5462）f441-1149c20人（先着）y3,000円e電
話かファクス、メール
（m fkkdentou@fukunet.or.jp）
に代表者の応募事
項とメールアドレス、参加人数（中高生と小学生以下がいる場合はそ
れぞれの人数も）
、希望日を書いて同会へ。ホームページでも受け付
けます。

1/

アクロス・ランチタイムコンサート
2
ベルリン・フィルハーモニー ピアノ四重奏団
22
●
水

1/

22
水
●

1/

23
木
●

シューマンの「ピアノ四重奏曲op.47」などを演奏します。d正午から
lアクロス福岡シンフォニーホール
（１時間程度）
（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。

ボランティア活動の始め方などを学びます。認知症サポーター養
成講座もあり。d午後１時半〜３時半l県立図書館（東区箱崎一丁目）
i県70歳現役応援センターa432-2512f432-2513tおおむね60歳以
上c20人
（先着）y無料e電話か来所
（博多区博多駅東一丁目）
で、12
月16日以降に同センターへ。

3 建物の維持保全セミナー「電気設備の改修について」
県設備設計事務所協会に所属する専門家から学びます。d午後２
時〜４時lアクロス福岡608会議室（中央区天神一丁目）i市施設整
備公社総務課a738-7221f738-7230t市内に住むか通勤・通学する
18歳以上c40人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m seibic
op@circus.ocn.ne.jp）に応募事項と参加人数を書いて、12月２日以降
に同課へ。

ほかんけん
（保健環境研究所）
研究者体験
3
〜DNA分析にチャレンジ〜
26
●

2/

4

火
●
他

食物アレルギーによる事故を防ぐためのDNA分析を体験します。菓
子に小麦が含まれていないかを調べます。d午後１時半〜４時半l同
研究所
（中央区地行浜二丁目）i保健科学課a831-0690f831-0726t
y無料eファクスかメール
市内に住むか通学する高校生c16人
（先着）
（m hokenkagaku.EB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と高校名を書い
て、12月２日〜来年１月17日に同課へ。ホームページでも受け付けま
す。

2 博多座

スーパー歌舞伎セカンド
「新版オグリ」

出演は市川猿之助、中村隼人ほか。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。d来年２月４日㈫〜25日㈫午前11時、午後４時半から
※午前のみ、午後のみの日あり。13日は休演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１万8,000円、特Ｂ席１万4,000
円、
Ｂ席１万円、
Ｃ席6,000円e電話で12月14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12月15日午前10時から販売。

催 し

着付け後、年賀状用の写真をプロのカメラマンが約30カット撮影します。ペッ
ト同伴可。写真データは後日CD-Rで渡します。乗馬して撮影できる日もあり
（別
途料金が必要）
。詳細は問い合わせを。d12月３日㈫〜28日㈯午前９時〜午後３
時 ※月曜休みli同館
（中央区城内 三の丸スクエア内）a707-3191f707-3193
c各日４組（先着。1組２〜５人）y1人5,000円e電話かファクスで、12月１日以降
に同館へ。ホームページでも受け付けます。

※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。

さん・さんプラザ
（障がい者スポーツセンター）
2
ボッチャフェスタ（レクボッチャ）
8
●
土
他

「ボッチャ」は障がい者向けに考案された球技です。
３対３の団体戦
を行います。d来年２月８日㈯、
９日㈰午前９時〜午後５時li同プラザ
（南区清水一丁目）a511-1132f552-3447t障がい児・者で構成され
たチーム（１チーム３〜６人。県内に住むか通勤・通学する、健常者の
チームまたは障がい児・者と健常者の混成チームも可）c各48チーム
（先着）y１チーム1,200円eはがき（〒815-0031南区清水１-17-15）か
ファクスに参加者全員の応募事項を書いて、12月１日以降に同プラザ
へ。来所でも受け付けます。

2/

22
土
●

3

しつらい

松風園 ①季節の室礼とおもてなし 春編〜厄落としの
ひな
雛祭りで春の訪れを祝う〜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。d①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12月22日以降に同園へ。

催 し

油山市民の森
く

ら

ぶ

①おとな倶楽部 たき火遊び②新春油山登山

①キャンプ場のかまどに火を起こします。②油山山頂
（597
ｍ）を目指します=写真。d来年１月①８日㈬午後１時〜３時②
12日㈰午前10時半〜午後２時li油山市民の森
（南区桧原）
a871-6969f801-1463t①18歳以上②不問（中学生以下は
保護者同伴）c①30人②40人（いずれも抽選）y①500円②
200円e往復はがき（〒811-1355南区桧原855-４）で12月20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

博多座
「市民半額観劇会」

スーパー歌舞伎セカンド「新版オグリ」を半額で鑑賞できます。d来年２月４日
㈫午後４時半、
５日㈬午前11時、午後４時半、
６日㈭午後４時半、10日㈪午前11時、
12日㈬午後４時半からl博多座（博多区下川端町）i市民半額会事務局a7518258（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9,000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日時（１公演のみ）
、参加人数（２
人まで）
を書いて12月13日
（消印有効）
までに同事務局へ。当選者のみ通知
（12月
18日ごろ発送）
。

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
（①②③大人に対する方法
i救急課
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。
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12月①③１日②④⑤10日。
ホームページでも受け付けます。
定員
種類
実施日
会場
申込先
（先着）
①入門

来年１／17㈮ 南消防署
（南区塩原二丁目） a541-0219

30人

②入門
（夜間）来年１／21㈫ 消防本部
（中央区舞鶴三丁目）a791-7151

30人

来年１／19㈰ 東消防署
（東区千早四丁目) a683-0119

40人

中央消防署（中央区那の津
a762-0119
二丁目）

40人

③普通１

まいゆう

福岡城 舞遊の館 〜年賀の準備に〜着物 de 家族写真会

●電話番号
●小中高生は学年

2/

3 定年からはじめるボランティアセミナー

1/

日

●氏名
（ふりがな）
●年齢

12

来年１／24㈮

④普通３

来年１／27㈪

⑤上級

来年１／16㈭

消防本部

a791-7151

30人
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
救急課に問い合わせを。
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福岡市政だより

講座
教室 しごと

令和元
（2019）
年12月１日

情報 BOX

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

▽▽

▽

▽▽

各区（南・城南区を除く）福祉・介護
保険課で、障がい児・者の福祉に関す
る相談、申請受け付け、交付事務など
に従事。
【 資格】 介護支援専門員
相談支援専門員 看護師 保健師
社会福祉士 精神保健福祉士―のい
ずれかの有資格者。行政機関で３年以
上相談業務に従事した人も可
【任用期
間】
来年４月１日〜令和３年３月31日
（再
任用あり）
【 募集案内・申込書の配布】
障がい企画課（市役所12階）
、情報プ
ラザ（同１階）
、各区福祉・介護保険課、
各区情報コーナー、各出張所で。市
ホームページにも掲載【申込期間】12
月２日〜25日
（消印有効）i中央区福

【資格】司書資格を持つ人（①②今
年度取得見込みも含む。③は公共図
書館での勤務実績も必要）
【 勤務場
所】①市立小中学校の図書館②③市
総合図書館（早良区百道浜三丁目）･
各分館（東図書館を除く）
【 任用期間】
原則、来年４月１日〜令和３年３月31日
（再任用あり）
【 募集案内・申込書の配
布】12月11日から市総合図書館・各分
館、情報プラザ（市役所１階）
、各区情
報コーナー、各出張所、アミカス
（南区

講座・研修の企画運営、関係団体と
の連絡調整、情報収集・整理などの業
務に従事。
【 資格】男女共同参画につ
いての学識がある人。他要件あり
【任
用期間】
来年４月１日〜令和３年３月31日
（再任用あり）
【 募集案内・申込書の配
布】11月25日から男女共同参画課（市
役所７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】12月９日
〜25日
（必着）i同課a711-4107f73
3-5785

障がい福祉指導・調査員を募集
障がい福祉サービス事業所の指
導、情報の公表に係る業務に従事。
【資格】
福祉関係事業所で個別支援計
画作成業務の実務経験が１年以上あ
る人。他要件あり
【任用期間】来年４月
１日〜令和３年３月31日（再任用あり）
【募集案内・申込書の配布】障がい福
祉課（市役所12階）
、情報プラザ（同１
階）
、各区福祉・介護保険課、各出張所
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】12月２日〜25日（消印有効）i障
がい福祉課a711-4249f711-4818

アクティブシニア創業支援講座
テーマは
「お金について考える 創
業の資金」d12月26日㈭午後３時〜４
時半li老人福祉センター長生園
（博
多 区 千 代 一 丁 目 ）a641-0903f6410907t市内に住むおおむね60歳以上
c10人
（先着）y無料e電話かファク
ス、
来所で、
12月１日以降に同園へ。

障がい者自立支援職員を募集
各区福祉・介護保険課で、障がい者
がいる世帯への訪問調査、各種相談
や障がい者介護給付費等認定審査会
の補助業務に従事。
【 資格】介護支援
専門員、相談支援専門員、看護師、保
健師、社会福祉士、精神保健福祉士の
いずれかの有資格者（来年４月１日時
点）
。他要件あり
【任用期間】来年４月１

家庭相談員を募集
各区子育て支援課で、児童の養育
などの相談、
一人親家庭などの自立支
援、女性に関する相談などの業務に従
事。
【資格】次のいずれかに該当する人
医師免許を持つ 社会福祉主事と
して２年以上児童福祉事業に従事
専門の相談機関で児童・婦人・一人親
家庭等相談業務のいずれかに２年以
上従事 ４年制大学で、児童福祉、社
会福祉、児童学、心理学、教育学もしく
は社会学を専修する学科
（相当する課
程も可）
を修めて卒業
【任用期間】
来年
４月１日〜令和３年３月31日
（再任用あ
り）
【募集案内・申込書の配布】12月９日
から情報プラザ
（市役所１階）
、各区情
報コーナー、
各出張所で
【申込期間】
来
年１月８日
（消印有効）
までiこども家
庭課a711-4238f733-5534

▽

男女共同参画推進員を募集

▽

▽

①学校司書②読書相談員③副分
館長を募集

在住外国人支援・国際交流事業の
企画・実施などの業務や庶務・経理等
に従事。
【 資格】語学能力等に関する
要件あり
【任用期間】来年４月1日〜令
和３年３月31日
（再任用あり）
【 募集案
内・申込書の配布】同財団（博多区店
屋町 市国際会館）
、各 区 情 報コー
ナー、各出張所で。
ホームページにも
掲載【申込期間】12月12日〜26日
（必
着）i同財団a262-1724f262-2700

「生き活
（い）
き講座」
職員を募集
各区地域保健福祉課で、公民館な
どで開催する高齢者を対象とした健
康づくり・介護予防講座の運営・実施
などに従事。
【資格】
保健師または健康
運動指導士の有資格者。他要件あり
【任用期間】来年４月１日〜令和３年３
月31日
（再任用あり）
【 募集案内・申込
書の配布】12月２日から地域包括ケア
推進課（市役所12階）
、情報プラザ（同
１階）
、各区地域保健福祉課で。市ホー
ムページにも掲載【申込期間】12月24
日
（必着）
までi地域包括ケア推進課
a711-4373f733-5587

福岡地区職業訓練協会の講習
「建築JW_CAD」講習 ガス溶接技
能講習 社会保険労務士講習 「仕
事に必要なワード＆エクセル」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
▽

障がい者相談専門員を募集

介護サービスの窓口受け付けや給
付関係事務などに従事。
【 資格】介護
保険の知識や事務経験を有する人
【任用期間】来年４月１日〜令和３年３
月31日
（再任用あり）
【 募集案内・申込
書の配布】
12月２日から同課
（西区役所
２階）で。市ホームページにも掲載【申
込期間】12月27日
（消印有効）までi
同課a895-7066f881-5874

▽

家賃滞納者の納付督促、収納・整理
などに従事。
【 資格】普通自動車運転
免許（ＡＴ車限定免許を含む）を持ち、
自己名義（同一住所の親族を含む）の
車両を業務用に使用できる人。他要
件あり
【任用期間】来年４月１日〜令和
３年３月31日
（再任用あり）
【 募集案内
の配布】11月29日から市住宅供給公
社業務課
（博多区店屋町）
、
ハローワー
ク
（公共職業安定所）
で。
ホームページ
にも掲載【申込期間】12月２日〜13日
i同課a271-2564f291-7540

各区地域保健福祉課で、高齢者の
相談・支援および地域包括支援セン
ターの支援などの業務に従事。
【資
格】次のいずれかに該当する人 社
会福祉士の有資格者 保健師または
地域ケア・地域保健などの実務経験
がある看護師の有資格者で、かつ介
護支援専門員の資格を持つ 介護支
援専門員の有資格者で、実務経験が３
年以上ある
【任用期間】来年４月１日〜
令和３年３月31日
（再任用あり）
【 募集
案内・申込書の配布】地域包括ケア推
進課（市役所12階）
、情報プラザ（同１
階）
、各区地域保健福祉課で。市ホー
ムページにも掲載【申込期間】12月２
日〜17日
（消印有効）i地域包括ケア
推進課a711-4373f733-5587
▽

市営住宅使用料収納事務嘱託員
（外勤者）
を募集

地域保健福祉課相談・支援業務等
職員を募集

▽

各区の介護認定調査員室で、介護
保険の訪問調査や各種相談、介護認
定審査会の補助業務に従事。
【 資格】
介護支援専門員の有資格者（来年４月
１日時点）
【任用期間】来年４月１日〜令
和３年３月31日
（再任用あり）
【 募集案
内・申込書の配布】11月26日から介護
保険課（市役所12階）
、情報プラザ（同
１階）
、各区福祉・介護保険課、各出張
所で。市ホームページにも掲載【申込
期間】12月２日〜25日
（消印有効）i介
護保険課a733-5452f726-3328

▽

介護保険職員を募集

▽

▽

▽

※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。

各区（東・城南区を除く）地域保健福
祉課で、医療、介護、保健などの関係
機関と連携し、高齢者の在宅支援に関
する業務に従事。
【資格】
次の全てを満
たす人。他要件あり 看護師か保健
師の有資格者 介護支援専門員の資
格を有し、高齢者の在宅支援や介護
の現場で実務経験がある 普通自動
車運転免許
（ＡＴ車限定免許を含む）
を
有する【任用期間】来年４月１日〜令和
３年３月31日
（再任用あり）
【 募集案内
の配布】11月25日から地域包括ケア
推進課（市役所12階）
、情報プラザ（同
１階）
、各区地域保健福祉課、各出張所
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】12月２日〜24日
（必着）i地域包括
ケア推進課a711-4373f733-5587

福岡よかトピア国際交流財団嘱託
職員
（英語・中国語・韓国語）
を募集

▽

しごと

地域ネット支援員を募集

西区福祉・介護保険課介護保険
サービス職員を募集

▽

祉・介護保険課a718-1100f715-5010

日〜令和３年３月31日
（再任用あり）
【募
集案内・申込書の配布】障がい福祉課
（市役所12階）
、
情報プラザ
（同１階）
、
各
区福祉・介護保険課、各出張所で。市
ホームページにも掲載【申込期間】12
月２日〜25日
（消印有効）i障がい福
祉課a711-4249f711-4818

▽

いずれも全２日。初心者向け。d①第１回＝12月24日㈫・25日㈬、第２回＝12月
26日㈭・27日㈮いずれも午前９時〜10時②12月24日㈫・25日㈬午前９時〜11時l
パピオ
（博多区千代一丁目）i①パピオアイスアリーナa633-2468f633-2499②
パピオボウルa633-2500f633-2498t①５歳〜小学生②小中学生c①各150人
（抽選）
②50人
（先着）y①3,000円②1,500円e①はがき
（〒812-0044博多区千代１
-15-30）に応募事項と性別、希望日（両方も可）を書いて、12月10日（必着）までに
問い合わせ先へ。②電話かファクスで、12月１日以降に問い合わせ先へ。いずれ
も来所でも受け付けます。

高宮三丁目）で。郵送での請求は、140
円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイ
ズが入るもの）
を同封して教育支援課
（〒810-8621住所不要）へ【申込期間】
12月25日
（消印有効）までi①教育支
援課a711-4636f733-5780②③市総
合図書館a852-0618f852-0609

▽

講座・教室 ①おはようスケート教室②おはようボーリング教室

市内小学校の給食の管理事務など
に従事。
【資格】管理栄養士の有資格
者。
他要件あり
【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】給食運営課
（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】
12月13日
（必着）
までi同課a711-4642f733-5865

市臨時的任用職員を追加募集
来年１月１日から３月31日までの間
を任用期間とする一般事務補助職員
を募集。詳細は市ホームページで確
認を。
【 対象】今年度の同募集に初め
て申し込む人、既に申し込んでいるが
希望勤務所属を変更したい人【募集
案内・申込書の配布】11月25日から市
総務事務センター（市役所３階）
、情報
プラザ（同１階）
、各区総務担当課、各
区情報コーナー、各出張所で【申込期
間】12月１日〜15日
（消印有効）i同セ
ンターa711-4923f733-5885

障がいのある人を対象に下記の
職種を募集
【募集職種】①文書整理等補助②
データ入力等補助③庁内古紙回収等
補助④シュレッダー業務等補助⑤図
書整理等補助⑥学校事務等補助【対
象】知的・精神障がい者（職種により対
象が異なる）
【 任用期間】来年４月１日
〜令和３年３月31日
（再任用あり）
【募
集案内・申込書の配布】12月２日から
各問い合わせ先（市役所①〜④８階⑤
⑥11階）
、情報プラザ（同１階）
、各区情
報コーナー、各出張所、障がい者就労
支援センター（中央区長浜三丁目）な
どで。市ホームページにも掲載【申込
期間】12月20日
（消印有効）までi①
〜④人事課a711-4187f733-5559⑤
⑥ 教 育 委 員 会 職 員 課a711-4609f
711-4936

市立急患診療センター看護師を募集
詳細はホームページに掲載。
【資
格】土日祝日などに月３回以上出勤で
きる看護師または准看護師。
ゴールデ

シニア活躍応援 初心者のための
コールセンターのお仕事セミナー
仕事内容や求められる技能につい
ての説明、電話対応の業務体験など。
d12月11日㈬午後１時〜４時l博多近
代ビル（博多区博多駅東一丁目）iシ
ニア活躍応援セミナー事務局（パーソ
ルテンプ スタッフ内 ）a433-7780f
287-9330t市内に住む60歳以上c30
人（先着）y無料e電話かファクスで、
12月２日以降に問い合わせ先へ。

さわら起業塾
創業計画書の作成支援を行いま
す。受講後も個別に相談できます。d
来年１月８日、22日、
２月５日、19日の水
曜日午後６時半〜９時半（連続講座）
l早良商工会館（早良区東入部二丁
目 ）i早 良 商 工 会a804-2219f8044455t起業を予定している人、
起業後
５年未満の人（法人も可）c20人（先
着）y無料e電話かファクスで、12月
２日以降に同会へ。ホームページでも
受け付けます。

お知らせ
来年４月１日から宿泊税の課税を
開始します
宿泊税の新設について、11月15日
に総務大臣の同意を得ました。課税
開始に伴い、宿泊事業を営む人や新
たに始める人は、事前に経営申告書
の提出等の手続きが必要です。書類
は12月上旬に市から送付します。i課
税企画課a711-4541f733-5598
宿泊料金
（1人１泊）

税率

2万円未満

200円
（うち県税50円）

2万円以上

500円
（うち県税50円）

海っ子山っ子スクールの入学希望
者を募集
同スクールは自然に恵まれた環境
にある小規模校に通学できる制度で
す。勝馬小学校（東区勝馬）で、来年４
月からの入学希望者を募集します。
i教育支援課a711-4636f733-5780
t市内に住み、公共交通機関を利用
して原則60分以内で通え、
１年以上通
学できる来年度新1年生になる児童。
他要件ありc２人（選考）e市ホーム
ページに掲載、または同課（市役所11
階）で配布する申込書を12月10日（消

●電話番号
●小中高生は学年

印有効）までに同課へ。12月24日㈫に
面談あり。

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２月①25日㈫②21
日㈮③④28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a
711-4326f733-5593
名称
（所在地）

内容 届出日

① 第３グリーンプラ
ザビル（西区拾六町 変更 ９月５日
一丁目）

②長尾センタープラ
ザ（城南区神松寺二 新設 ９月13日
丁目）
③
（仮称）
カイタック ス
クエア ガーデン
（中 新設 10月２日
央区警固一丁目）
④パルコビル他３ビ
ル（中央区天神二丁 変更 10月８日
目）

小中学校に入学予定で経済的に
困っている人へ就学援助（入学準
備金の支給）
を行います
経済的な理由で給食費や学用品費
など、学校での学習に必要な費用の
支払いが困難な保護者に、就学援助
（入学準備金の支給）を行います。詳
細 は 問 い 合 わ せ を。i教 育 支 援 課
a711-4693f733-5780、各 学 校t市
内に住み、来年４月に国・県・市立の小
中学校に入学予定の子どもがいる世
帯で 生活保護の廃止、停止を受け
たが、なお経済的に困窮している
市民税が非課税または減免の適用を
受けている 国民年金または国民健
康保険の保険料の全額減免を受けて
いる 一人親家庭等で児童扶養手当
法に基づく児童扶養手当を受けてい
る 市民税所得割額と県民税所得割
額の合算が本市で定める基準額以下
である―などe来年１月６日〜31日に
必要書類を持参で同課、または各学
校へ。

▽

育休代替管理栄養

ンウイーク、年末年始は出勤が必須。
他要件あり
【勤務場所】同センター
（早
良区百道浜一丁目）
【申込期間】来年１
月18日までi同センターa847-1099
（平日午前９時〜午後５時）f847-1096

●氏名
（ふりがな）
●年齢

▽

①機械CAD技術科②企業実習付き
機械CAD技術科③住宅システムCAD科
④金属加工技術科⑤ものづくりCAD
科CAMコース⑥住環境コーディネー
ター科―の受講生を募集。託児あり。
日程や料金など詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。li①
〜④福岡職業能力開発促進センター
（北九州市八幡西区穴生三丁目）
a093-641-6909f093-631-6516 ⑤⑥
福岡職業能力開発促進センター飯塚
訓練センター（飯塚市柏の森）a09
48-22-4988f0948-22-4912

●催し名など
（コースも）
●郵便番号・住所

▽

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。

職業訓練来年２月生を募集

教育委員会
士を募集

令和元
（2019）
年12月１日

▽

応募事項

福岡市政だより

お知

しごと らせ

▽

情報 BOX

市障がい者等地域生活支援協議
会が傍聴できます
市の障がい者生活支援に関する課
題について検討する協議会を公開し
ます。傍聴を希望する人は当日開始
10分前までに会場へ。手話通訳者、要
約筆記者の派遣を希望する人は12月
12日までに障がい者支援課へ。d12
月26日㈭午後３時〜５時半lあいれ
ふ10階講堂
（中央区舞鶴二丁目）i同
課 a711-4985f711-4818 c10人（抽
選）e不要

ＦＦＡＣステップアップ助成プログ
ラム申請者を募集
市内で文化芸術活動を行う個人・団

10

※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。

体がステップアップを図る活動や、市
民に文化芸術の鑑賞の機会を提供す
る活動、またはそれを支援する活動を
対象に助成します。活動対象期間は来
年４月１日〜令和３年２月28日。詳細は
問い合わせを。※説明会を12月17日
㈫に実施、参加希望者は12月13日ま
でに電話かメール
（m ffac-02@ffac.or.
jp）で申し込みが必要。
【 募集案内・申
込書の配布】12月２日から市文化芸術
振興財団（博多区下川端町 リバレイ
ンセンタービル８階）
、情報プラザ（市
役所１階）
などで。
ホームページにも掲
載
【申込期間】12月９日〜来年１月14日
i同 財 団 事 業 課a263-6265f263-6
259

市民芸術祭参加行事を募集
来年10月１日㈭〜12月31日㈭に市
内の会場で公開される文化芸術行事
を募集。
【募集案内・申込書の配布】市
文化芸術振興財団（博多区下川端町
リバレインセンタービル８階）
、情報プ
ラザ（市役所１階）などで。ホームペー
ジにも掲載【申込期間】12月２日〜来
年１月31日（ 必 着 ）i同 財 団a2636265f263-6259

受動喫煙対策説明会を開催します
昨年度公布された健康増進法の一
部を改正する法律が来年４月に全面
施行となり、事業所、飲食店等多数の
利用者がいる施設は原則屋内が禁煙
となります。市内の事業者や施設管
理者等を対象に新制度の内容や事業
者が行うべき対策などについて、専
門家による説明会を開催します。d①
12月17日㈫午前10時〜11時半②来年
１月15日㈬、22日㈬午後２時半〜４時
l①福岡商工会議所（博多区博多駅
前二丁目）②アクロス福岡６階会議室
（中央区天神一丁目）i市受動喫煙対
策事務局a0120-270-210（平日午前９
時 〜 午 後６時 ）f716-7359c①80人
②各63人
（いずれも先着）y無料e電
話かファクスに応募事項と希望日を
書いて、同事務局へ。ホームぺージで
も受け付けます。

不用品の処分に無許可の業者を
利用しないでください
「不用品を安く回収します」と市内
を巡回したり、チラシやインターネッ
トなどで宣伝している業者は市の許
可なく違法に回収している業者です。
無許可の業者に依頼すると、不法投
棄など不適正な処理をされたり高額
な料金を請求されたりするなどのト
ラブルにつながりますので利用しな
いでください。市が許可した業者や家
庭から出る不用品などのごみの出し
方については市ホームページで確認
を。許可した業者は市事業用環境協会
（a432-0123）でも確認できます。i
収集管理課a711-4346f733-5907
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相談
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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

eLTAX（エルタックス）を利用して
地方税に関する手続きができま
す
法人市民税、固定資産税（償却資
産）
、事業所税、個人住民税の給与支
払報告書や特別徴収に係る手続きに
ついて、インターネットを通じた電子
申告、電子申請・届け出を受け付けて
います。法人市民税、事業所税、個人
住民税（特別徴収）については電子納
税もできます。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。ieLTAX
ヘルプデスクa0570-081459

市介護予防教室実施業務の受託
事業者を募集
65歳以上の市民が自宅で気軽にで
きる運動とロコモティブシンドローム
（運動器症候群）予防・認知症予防の
講話を合わせて行う教室を実施する
事業者を募集。詳細は募集要項で確
認を。
【 募集要項の配布】12月２日か
ら地 域 包 括 ケア推 進 課（ 市 役 所12
階）
、情報プラザ
（同１階）
、各区地域保
健福祉課で。市ホームページにも掲
載【申込期間】12月13日〜来年１月14
日（ 必 着 ）i地 域 包 括 ケ ア 推 進 課
a711-4373f733-5587

市健康運動指導士派遣業務の受
託事業者を募集
健康運動指導士を、
介護予防に取り
組む高齢者団体に派遣する事業者を
募集。詳細は募集要項で確認を。
【募
集要項の配布】12月13日から地域包
括ケア推進課
（市役所12階）
、情報プラ
ザ（同１階）で。市ホームページにも掲
載【申込期間】来年１月６日〜31日
（必
着）i同課a711-4373f733-5587

12月発行・５年満期の市債の個人
向け販売を中止します
昨今の市場金利の著しい低下に伴
い、個人投資家向けの商品性の維持
が困難となったため、本年12月発行・
５年満期の市債の個人向け販売を中
止します。i総 務 資 金 課a711-4592
f733-5586

市一時預かり事業（一般型）の補
助金交付対象事業者を募集
児童福祉法の規定に基づく同事業
を実施または実施予定で、補助金の

の場合は直前の開庁日）
の午前９時か
ら市役所２階市民相談室で電話か来
所で受け付け、チケットを受け取り、
同センターへ予約を。

有償ボランティアの説明会を実施
します

d12月14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

ごみ出しや買い物の手伝いなど、
主に地域のシニアを対象とした有償
ボランティアについて説明します。
d12月12日㈭午後１時〜２時li老
人福祉センター東香園（東区香住ケ
丘 一 丁 目 ）a671-2213f671-2214t
市内に住む60歳以上c30人
（先着）y
無料e電話かファクス、来所で、12月
１日以降に同園へ。

放送大学 来年４月入学生を募集
同大学は、テレビ・ラジオ・インター
ネットを利用して授業を行う、国がつ
くった通信制の大学です。所定の単
位を修得すると大学卒業資格を取得
できます。教養学部（15歳以上）
・大学
院（18歳以上）の学生を募集。詳細は
問い合わせを。i同大学福岡学習セ
ンターa585-3033f585-3039e電 話
かホームページで募集要項を請求の
上、郵送で11月26日〜来年３月17日
（必着）に同大学へ。ホームページで
も受け付けます。

航空自衛隊春日基地モニターを
募集
同基地（春日市原町三丁目）の研修
や行事に参加して意見や要望を述べ
ます。詳細はホームページで確認を。
d来年４月〜令和３年３月i同基地
a581-4031f574-4686t日本国籍を
有する20歳以上で福岡市内に住む人
（議員、公務員、自衛隊OB、自衛隊協力
団体役員、空自モニター経験者を除
く）c10人（選考）e往復はがき（〒
816-0804春日市原町３-１-１）に応募事
項と生年月日、性別、職業、モニター
を希 望 する理 由を書 い て12月23日
（消印有効）
までに同基地へ。

人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

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。d来年１月８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。

市障がい者110番 ピア相談
障がいの当事者（今回は聴覚障が
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。d12月
18日㈬午前９時〜正午lふくふくプ
ラザ４階（中央区荒戸三丁目）i市身
体障害者福祉協会a738-0010f7917687t市内に住む障がい者やその家
族などy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。d12月18日㈬午後１時〜４時（１人
30分）li県土地家屋調査士会（中
央区舞鶴三丁目）a741-5780f7315202c６人（ 先 着 ）y無 料e電 話 か
ファクスで、
12月２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。d12月21日㈯午前10
時〜午後４時l西市民センター３階
（西区内浜一丁目）i県行政書士会
a641-2501f641-2503y無料e不要

ひきこもり相談

相 談
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a711-4019f7335580t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

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。

全国一斉労働トラブル110番
賃金未払いや解雇などの労働相談
に司法書士が電話で応じます。
【 相談
専用電話】0120-033-544d12月８日㈰

午前10時〜午後５時i県青年司法書
士協議会・梶原a093-383-7096f093383-7097y無料e不要

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

▽

各区保健福祉センターで実施して
いるよかドック、各種がん検診（大腸
がん、乳がん等）
、胃がんリスク検査
などの健診が12月２日㈪正午からイ
ンターネットでも申し込めるようにな
ります。予約可能な日程は来年１月７
日以降分。詳細はホームページ「けん
しんナビ」で確認を。i健康増進課
a711-4269f733-5535

交付を希望する事業者を募集。公募
説明会などの詳細は市ホームページ
で確認するか問い合わせを。
【募集要
項の配布】12月２日から事業企画課
（市役所13階）で。市ホームページに
も掲載【申込期間】12月25日までi同
課a711-4114f733-5718

▽

健診のインターネット予約を開始
します

高齢者・障がい者のための無料相
談会
成年後見制度や相続・遺言などの
相談に応じます。i高齢者・障害者安
心 サ ポ ートネットa737-2345f7370500y無料e電話かファクスで、希望
日の前日までに問い合わせ先へ。空き
があれば当日参加可。
日時
12／17㈫
12／19㈭
12／25㈬

会場

なみきスクエア１階（東区
千早四丁目）

あいあいセンター７階（中
央区長浜一丁目）
早良市民センター３階（早
良区百道二丁目）

※時間は午前10時〜午後３時。

行政書士による無料相談会
成年後見制度の利用、財産管理や
生活・療養看護等の契約、
遺言・相続な
どの相談に応じます。i成年後見セン
ターあい愛サポートa673-6696f67
4-3358y無料e不要
日時

場所

12／８㈰
なみきスクエア２階
9：30～11：30 （東区千早四丁目）
12／８㈰
ふくふくプラザ４階
9：30～12：00 （中央区荒戸三丁目）
12／11㈬
ももちパレス３階
9：30～12：00 （早良区百道二丁目）

生活保護電話相談会
生活保護を受給または検討してい
る人を対象に経済的問題や仕事など、
司法書士が相談に応じます。
【 相談専
用電話 】722-4131d12月14日㈯午前
10時〜午後３時i県司法書士会事務
局a722-4131f714-4234

福岡マラソン 2019 への
ご協力について

11月10日に福岡マラソンが行
われました。交通規制へのご協
力および沿道でのご声援ありが
とうございました。iスポーツ事
業課a711-4494f733-5595

情報 BOX
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

健康づくりサポートセンター

●氏名
（ふりがな）
●年齢

令和元
（2019）
年12月１日
●電話番号
●小中高生は学年

8

※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。

介護実習普及センター

〒810-0073 中央区舞鶴二丁目５-１ あいれふ内
o午前９時～午後５時

a7５1-２８０６ f７５１-２５７２

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
①30歳 代 の ヘ ルシー ス
来年１／12㈰、26㈰14:00～16:00 各10人
（先着）
クール
（個別健康相談）
②１日糖尿病教室（食事
来年１／18㈯10:00～15:00
療法、運動療法）

来年１／25㈯10:00～11:30

⑤食事チェックから始め
来年１／30㈭13:30～15:30
よう
「気軽に糖尿病教室」

費用

無料

20人
（先着）

1,000円
（食事付き）

―

年会費2,000円
（参加体験は
無料）

20人
（先着）

1,000円

12人(先着)

500円

③ニコニコペース健康教 来年１／18㈯14:00～16:00（毎月
室
（ウォーキング）
第３土曜日開催）
④禁煙教室

福岡市政だより

年末年始の施設休館日は、12月15日号７面に掲載します

施設の情報

来年２／６～27の木曜日と３カ月後 18歳以上で運動
⑥やせナイト塾（生活習
のフォロー教室の計５回(連続講 に 支 障 の な い
慣改善教室）
座）
。いずれも19:00から２時間程度 人・15人
（先着）

〒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
来年１月の講座
y①②③⑤〜⑨無料④150円e電話か
ファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.
or.jp）
、来所で、12月１日以降に同セン
ターへ。
内容・日時

定員（先着）

①お互いの負担を軽くするリフ
１／４＝15人、
ト移 乗 来 年１／４㈯11:00～
1／16＝20人
13:00、
16㈭10:00～12:00
②認知症を理解しよう
来年１／８㈬13:30～15:30
③心と体をほぐす気功
来年１／９㈭14:00～16:00

50人
40人

1,000円

④自助具製作教室（スプーンや
ペンなど、柄が細くて握りにく
10人
いものを、ゴムホースを利用し
て持ちやすくします）
来年１／11㈯14:00～16:00
⑤こんな時はどうするの 認知
症の人への関わり
50人
来年１／15㈬13:30～15:30
⑥安全な入浴の工夫
１／18＝15人、
来年１／18㈯11:00～13:00、
1／30＝20人
30㈭10:00～12:00
⑦おいしく楽しく食事の介助
来年１／20㈪13:30～15:30
⑧認知症の人の生活を支える
来年１／22㈬13:30～15:30
⑨心のバリアフリーで誰もが過
ごしやすい福岡へ
来年１／29㈬13:30～15:30

30人
50人
50人

中央児童会館「あいくる」

総合図書館

〒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）

〒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。12月３日㈫は休館。

12月の事業
（一部抜粋）
①③未就学児④小学生以下は保護者同伴。③は上履きを持参、会場は博多体育
館（博多区山王一丁目）
。c①②③なし④15組（抽選）y①②③無料④凧1枚1,000
円e①②③不要④往復はがきかメール
（m info@jidoukaikan-aikuru.or.jp）
で、
12月
８日
（必着）
までに同会館へ。来所でも受け付けます
（返信用はがきの持参が必要）
。
①お手玉あそび

内容

日時
12／７㈯14:00～15:30

② み ん な で あ そ ぼう
（12／８＝ドッヂ 12／８㈰13:30～14:30、
ビー、12／15＝積み木）
15㈰14:00～16:00
③あいくるがやってくる
（親子あそび） 12／11㈬10:00～12:00

対象
幼児～高校生

小中高生
２歳以上の幼児

④親子凧
（たこ）
作り
12／27㈮13:30～15:30
年長児～高校生
※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。

中高生LIVE青春祭 出演者・運営スタッフを募集
音楽やダンスなどのイベント。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。
d来年３月20日(金・祝)午後４時〜６時e締め切りは来年１月19日(必着)

本の福袋
いろいろなテーマ（大人向け、子ども
向け）で選んだ本を福袋にして貸し出し
ます。詳細はホームページで確認を。
d12月４日㈬〜来年1月30日㈭ ※なく
なり次第終了i同図書館図書サービス
課a852-0632f852-0631y無料e不要
手作りミニ門松でお正月を飾ろう
松・竹・梅で作ります。持ち帰り可。未
就学児は保護者同伴。d12月15日㈰午
前10時半、午後1時から（受け付けは各
30分前から）c各30人
（先着）y500円e
不要

12月のおはなし会
読 み 聞かせや 紙 芝 居 など。詳 細は
ホームページで確認するか問い合わせ
を。c各40人
（先着）y無料e不要
対象
開催日
０～２歳と保
12／７㈯、14㈯
護者
12／７㈯、14㈯
幼児
日曜日
小学生
日曜日
小学生以上 12／21㈯

時間

14：10～14：25
14：30～14：50
14:30～15：00
15：15～15：45
14:30～15：00

※12月22日㈰は「クリスマス特別おは
なし会」を午後２時〜３時10分に開催（幼
児〜小学生向け）
。

科学館

まもるーむ福岡（保健環境学習室）

〒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。
12月24日㈫は開館〉

〒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）

６時半〜７時20分②25日㈯午後４時〜５
時、５時半〜６時半c各回220人(先着)
y①中学生以上510円、小学生310円②
中学生以上1,020円、小学生510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が必要）e12
月①11日②25日午後４時以降に同館３
階チケットカウンターで販売（１人５枚ま
で）
。ホームページでも購入可。

星兄

※いずれも無料。小学３年生以下は
保護者同伴。申し込みは①③当日午後１
時から電話か来所で受け付け②④電話
かメール（m mamoroom@fch.chuo.fukuo
ka.jp）
、来所で、12月１日午前10時以降
に同施設へ。
①映像シアター クロツラヘラサギ福く
んの冒険
絶滅危惧種となっているクロツラヘ
ラサギについて映像とクイズで学びま
す。d12月７日㈯午後３時〜３時半c25人
（先着）
②ミラクルラボ体験教室 バランストン
ボを作ろう
頭部の１点で体を支えることのできる
「バランストンボ」を作ります。d12月８
日㈰午後３時〜３時半c25人
（先着）

③カブトガニ観察会
d12月14日㈯午後３時〜３時半c25人
（先着）
④ 特 別 講 座 身 近な嫌われものたち 〜
ゴキブリからアライグマまで〜
なぜ嫌われるのか、人にとってどんな
悪影響を及ぼしているのかを標本を見
ながら学びます。d来年１月11日㈯午前
10時半〜正午t小学生以上c40人（先
着）
②バランストンボ

「いたるところでマンモス展」関連講演
会 ①生きもの・私・自然〜生命誌の世
界観〜②最後のマンモスはオーロラを
見たか〜絶滅の謎〜
①JT生命誌研究館・館長の中村桂子
氏が話します。②北海道大学名誉教授
の福田正己氏が話します。d①12月16
日㈪午後７時〜８時②来年１月６日㈪午
後１時〜２時10分c①50人②200人（い
ずれも先着）y①1,000円（飲み物、茶菓
子付き）②無料eホームページで12月１
日以降に受け付けます。
プラネタリウムイベント ①星語り新春
スペシャル 冬の星空散歩＆天文トピッ
ク②星兄（ほしにぃ）の爆笑プラネタリ
ウムショー
d来年１月①４日㈯午後５時〜５時50分、

アミカス（男女共同参画推進センター）

美術館

花畑園芸公園

もーもーらんど油山牧場

〒815-0083 南区高宮三丁目３-１

〒810-0051 中央区大濠公園１-６

〒811-1353 南区柏原七丁目571-１

〒811-1353 南区柏原710-2

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。※図書
整理・点検のため、来年１月15日㈬〜
23日㈭は図書室を休室します。

o午前９時半～午後５時半（入館は
x月曜（祝休日のと
閉館30分前まで）
きは翌平日）

a526-3755 f526-3766

女性起業家のための はじめてのお店づ
くりセミナー
起業の準備や物件選びの基礎知識、
店
舗デザインなどを専門家から学びます。
d来年１月18日㈯午後１時半〜４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・月齢を
書いて１月８日までに申し込み。
先着順）e
電話かファクス、
メール
（m amikas@city.
fukuoka.lg.jp）
、
来所で、
12月１日以降に同
施設へ。
ホームページでも受け付けます。

a7１４-6051 f７14-6071

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。

※以下の日程は12月３日㈫〜来年２月
※申し込みは電話かファクスで同公
２日㈰。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。 園へ。各開催日の1週間前から受け付け
古美術企画展示室 ①使う器／見る器 開始。
園芸ワークショップ「プリザーブドフ
②青と白の華やぎ〜染付〜
①器のさまざまな役割を紹介します。 ラワーで作るX'masアレンジメント」
②同館所蔵の中国やベトナム、伊万里 d12月８日㈰午後１時半〜３時半c20人
（先着）y1,200円
等の作品を紹介します。
園芸講座 ①冬の野菜と花の管理②お
松永記念館室 線のチカラ
筆墨による線描の作品を中心に紹介 正月のハンギング教室
①は白菜やシクラメンなどの防寒対
します。
策を学びます。d12月①14日㈯②15日
㈰午後１時半〜３時半c①50人②10人
（いずれも先着）y①無料②2,500円

a865-7020 f865-7040

o午前９時～午後５時（テイクアウト・
売店は午前10時から）x水曜
（祝日の
ときは翌平日）
※申し込みは往復はがきに参加者全
員の応募事項と代表者名を書いて、
12月
①８日②11日
（いずれも必着）
までに同牧
場へ。
ホームページでも受け付けます。
①油山のクリスマス
バーベキューやゲームをします。d12
月22日㈰正午〜午後２時半c20組（抽
選。
１組４人まで）y中学生以上2,500円、
小学生1,300円、
３歳〜就学前600円、
３歳
未満無料
②ミニ門松作り教室
１組で一つ作ります。d12月28日㈯午
前10時半〜午後０時半t小学生以上c
15組
（抽選。
１組２人）y１組500円

