
〒 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。

1/

12
●日

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

1/

16
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　マレーシア・クアラルンプール出身のシャムスル・アバディ・ビン・ラ
ムリさんがふるさとの街などについて日本語で話します。d午後６時
半〜８時li福岡よかトピア国際交流財団（博多区店屋町 市国際会
館）a262-1744f262-2700c50人（先着）y500円（外国人学生は無料）
e電話かファクス、メール（m attaka@fcif.or.jp）、来所で、１月６日以降
に同財団へ。

1/

17
●金
他

2城南・西障がい者フレンドホーム合同
①ふれあい作品展②体験教室

　両ホーム利用者の作品を展示。②は缶バッジやブレスレットを作り
ます。d①１月17日㈮〜23日㈭午前10時〜午後７時②１月19日㈰ ▽缶
バッジ＝午前10時半〜午後０時半 ▽ブレスレット＝午後１時半〜３時半
l木の葉モール橋本（西区橋本二丁目）i城南障がい者フレンドホー
ムa861-1180f861-1123c①なし②缶バッジ＝50人、ブレスレット＝30
人（いずれも先着）y①無料②各100円e不要

1/

18
●土

3市美術館　つきなみ講座 「灯明ウオッチングに見る技
術とその展開〜最近の事例を制作者の立場から〜」

　灯明作品のさまざまな作例を紹介します。d午後３時〜４時（受け付
けは２時半から）l市美術館レクチャールーム（中央区大濠公園）i市
美術館a714-6051f714-6071c54人（先着）y無料e不要

1/

18
●土

3立花寺緑地リフレッシュ農園　お家
うち

で作る簡単スイーツ

　カステラやオレンジきんとん、スイートポテトケーキを作ります。d

午前10時〜午後１時li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f 

587-0883c20人（先着）y1,000円e電話かファクスで、1月４日午前10
時以降に同農園へ。

1/

19
●日

3今津リフレッシュ農園　漬物教室

　農園で採れた野菜などを漬けます。d午前10時〜午後１時li同農
園（西区今津）a806-2565f806-2570c20組（抽選）y１組500円e電話
か来所で、１月12日午前８時45分〜午後１時に同農園へ。

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・耳鼻咽喉科は、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。
　※12月31日㈫〜１月３日㈮は、日・祝休日と同じ体制で診療
を行います。

●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。
　※12月31日㈫〜１月３日㈮も同様。

●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。
　※12月31日㈫〜１月３日㈮は、東区・南区・西区のみ（午前９
時〜午後11時半）。

●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。
　※12月29日㈰〜１月３日㈮は、日・祝休日と同様。

●外科当番医（１月５日以降の日・祝日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
　※年末年始の当番医は12月15日号14面に掲載しています

（「福岡市の救急医療」ホームページでも閲覧可能）。
１月５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

１月12日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
１月13日（月・祝）
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
１月19日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
１月26日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525

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

ベジフルスタジアム ①ベジフル感謝祭②ベジフルクッキ
ング（親子食育料理教室）

　①旬の青果物の試食・販売や関連事業者による食品等の販売。子ども向けク
イズラリーや旬の果物などが当たる抽選会もあり。②リンゴを使った料理を作り
ます。d１月18日㈯①午前８時〜11時②午前９時半〜11時li同スタジアム（東
区みなと香椎三丁目）a683-5323f683-5328t①不問②小学生と保護者のペア
c①なし②12組（抽選）y①入場無料②1組1,000円e①不要②はがき（〒813-
0019東区みなと香椎３-１-１-201）かメール（m seika.AFFB＠city.fukuoka.lg.jp）で、
１月８日（必着）までに問い合わせ先へ（１組１通）。12月25日以降にホームページ
でも受け付けます。当選者のみ１月９日に通知。 

催 し

学校給食センター見学・試食会 
〜懐かしの味、食べに来ませんか？〜

d午前10時〜午後１時i学校給食センター第２給食センターa682-7084f682-
7085t市内に住む人c①②40人③④20人（いずれも先着。２人以上で申し込み
を）y1人289円e電話かファクスで、１月８日午前８時〜14日午後４時に各セン
ターへ。

開催日 センター名 住所 申込先

①１／27㈪ 第２給食センター 東区香椎浜ふ頭二丁目 a682-7084
f682-7085

②１／28㈫ 第１給食センター 博多区東平尾一丁目 a611-6851
f611-6852

③１／29㈬ 学校給食センター有田支所 早良区有田五丁目 a801-6477
f801-6274

④１／30㈭ 学校給食センター箱崎支所 東区松田二丁目 a611-8451
f611-8464

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２（2020）年１月１日 情報BOX15 催し 講座

教室

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報



1/

21
●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（スマートフォン）

　①アンドロイド②アイフォーン。d①１月21日〜２月４日②２月18日〜
３月３日のいずれも火曜日午前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c各３人（抽選）y無料e電話かファクス、
メール（m y.ooba01＠fc-jigyoudan.org）に応募事項と希望の日程を書
いて、１月４日〜11日に同ホームへ。来所でも受け付けます。

1/

22
●水
他

2フリーアート展 in 福岡空港国際線旅客ターミナル

　障がいがある人が制作した絵画や書などを展示します。d１月22日
㈬〜２月18日㈫午前５時〜午後９時40分（最終日は４時まで）l福岡空
港国際線旅客ターミナルビル４階（博多区下臼井）i博多障がい者フ
レンドホームa586-1360f586-1397y無料

1/

23
●木

2博多伝統芸能館　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４
時〜４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）f441-1149c20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/

23
●木
他

3高齢運転者講習会〜認知症予防講座と実技講習〜

　加齢に伴う認知機能・身体能力の低下を予防するための講座と、実
際に運転する体験型の講習。受講者は自家用車で集合。d１月23日
㈭、29日㈬午前10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生活安全課a711-4061f711-4059tおおむね65歳以上の
運転者と家族（運転者のみでも可）c各20人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m seikatsuanzen.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事
項と希望日を書いて、１月６日以降に同課へ。

1/

25
●土

4ココロンセミナー「みんなが自分の性で生きるために
〜学校におけるLGBT/SOGIと人権〜」

　佐賀大学教育学部教授の吉岡剛彦氏が話します。d午後２時〜４時
liココロンセンター（中央区舞鶴二丁目）a717-1237f724-5162 
c70人（先着）y無料eはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）かファク
ス、メール（m jinkenkeihatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp）、来所（中央区
舞鶴二丁目 あいれふ８階）で同センターへ。定員を超えた場合のみ通
知。

1/

25
●土
他

2博多ガイドの会　切符１枚 博多駅迷宮案内

　博多駅の構内に入場券で入り、隠れた名所を散策します。d１月25
日㈯、26日㈰、２月１日㈯、２日㈰午後２時〜４時l集合はＪＲ博多駅博多
口i博多区企画振興課a419-1012f434-0053t小学生以上（小学生
は保護者同伴）c各20人（先着）y700円e電話で１月６日午前９時以
降に同課へ。

1/

26
●日

2東障がい者フレンドホーム　もちつき大会

　餅をついて丸めて食べます。d午前11時〜午後１時li同ホーム
（東区松島三丁目）a621-8840f621-8863t障がいのある人（家族ま
たは介助者の同伴可）c150人（先着）y無料e電話かファクス、来所
で、１月４日以降に同ホームへ。

1/

26
●日

2リメンバー福岡 自死遺族の集い

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

精神保健福祉センターa737-1275f737-8827y500円n４歳〜小学生
（無料。１月10日までに要申し込み。先着順）e不要

1/

26
●日
他

3中央図書館
①はじめての俳句教室②専門医に聞く 胃がんのはなし

d①１月26日㈰午前10時〜11時45分②２月５日㈬午後２時〜３時半l

中央市民センター（中央区赤坂二丁目）i同図書館a751-9534f751-
9535c①20人②50人（いずれも先着）y無料e電話かファクス、メール

（m event_chuo@toshokan.city.fukuoka.lg.jp）で、１月５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。

1/

28
●火

4国連講演会
「米中貿易摩擦による今後の東アジア経済への影響」

　元駐ジュネーブ国際機関日本政府代表部特命全権大使の小田部
陽一氏が話します。d午後４時〜５時半lソラリア西鉄ホテル（中央区
天神二丁目）i日本国際連合協会福岡県本部a713-8115f761-6762 
c200人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m unaj-fukuoka@nif
ty.com）で、１月６日以降に同本部へ。ホームページでも受け付けます。

1/

28
●火
他

3老人福祉センター早寿園　高齢者体験陶芸教室

d１月28日㈫、２月４日㈫午後１時半〜３時（連続講座）l同園陶芸場
（早良区百道一丁目）i同園a804-7750f804-7751t市内に住む60歳
以上の初心者c15人（抽選）y500円e電話か来所で、１月４日〜20日
に同園（早良区重留七丁目）へ。当選者のみ通知。

1/

29
●水

3南障がい者フレンドホーム
簡単便利な市販の災害食について

　実演もあり。d午後１時〜３時li同ホーム（南区清水一丁目）a 

541-5858f541-5856t市内に住む人c20人（抽選）y無料e電話か
ファクスで、１月18日までに同ホームへ。来所でも受け付けます。

1/

30
●木

4南区ため蔵 食ゼミ講演会
「なっとく 輸入食品の安全性」

　総合商社の取り組みや国の安全対策について話します。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南区衛生課
a559-5162f559-5149t市内に住むか通勤・通学する人c70人（抽
選）y無料n６カ月〜就学前（無料。１月22日までに要申し込み。抽選）
e電話かはがき（〒815-0032南区塩原３-25-３）、ファクスに応募事項と
託児の有無、輸入食品についての意見や質問を書いて、１月22日（必
着）までに同課へ。来所、市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。

アミカス　①女性の起業「集客のためのＳＮＳマーケティングセミナー」
②スイーツ男子募集「けんちゃん先生と作る初めてのスイーツ教室」

　①ビジネスに適したSNS（会員制交流サイト）の使い方を学びます。②講師は
管理栄養士・嘉村健志氏。d２月①15日㈯午前10時半〜正午②24日（月・休）午後1
時〜４時liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766t①女性②男性

（女性１人の同伴可）c①30人（先着）②24人（抽選）n６カ月〜小学３年生（無料。
子どもの名前、年齢・月齢を書いて、各10日前までに申し込みを。先着順）y①無
料②１人1,000円e電話かファクス、メール（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）、来所
で、①１月６日以降②２月10日までに問い合わせ先へ。ホームページでも受け付
けます。②は当選者のみ通知。

講座・教室

月隈パークゴルフ場 
①バラの育て方講座②パークゴルフ初心者教室

　いずれも講義と実習で学びます。中学生以下は保護者同伴。d①１月18日㈯
午前10時〜正午、午後１時〜３時②２月１日㈯午前９時〜正午li同ゴルフ場（博
多区月隈三丁目）a504-5333f586-5388c①各15人②８人（いずれも先着）y各
1,000円e電話かファクス、来所で、１月４日以降に同ゴルフ場へ。

講座・教室

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年１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 講演 応募等のはがきの料金は 63 円です。



1/

31
●金
他

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

　発達障がいの特性と関わり方の工夫を学ぶ講座。テーマは①自己
理解を支える②「うちの子、こんな子」を伝えよう。 ※希望回のみの参
加可。d①１月31日㈮②２月20日㈭午前10時〜正午（受け付けは９時半
から）lあいあいセンター７階（中央区長浜一丁目）iゆうゆうセン
ターa845-0040f845-0045y無料e不要

2/

1
●土

3楽水園　初心者茶道教室

d午前10時半〜午後0時半、午後１時半〜３時半li同園（博多区住
吉二丁目）af262-6665c各５人（先着）y2,000円e電話かファクス
で、１月２日以降に同園へ。

2/

1
●土
他

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　野菜に合った畝の立て方と土づくりを学びます。①温床（芋床）づく
りとニンジン、下仁田ネギの種まき②バレイショの植え付け、夏野菜
の土づくり―も行います。d２月①１日㈯午後１時半〜３時②20日㈭午
前10時〜11時40分lクリーンパーク・東部敷地内（東区蒲田一丁目）
i循環生活研究所a405-5217f405-5951t市内に住む人c各30人

（抽選）y無料e電話かはがき（〒811-0201東区三苫４-４-27）、ファクス
に応募事項と希望日を書いて、各開催日の８日前（必着）までに同研究
所へ。

2/

1
●土
他

2ふくおか花の祭典

　花のオブジェの展示の他、花のフォトフレームでの撮影会、フラワー
デザインコンテスト、フラワーアレンジメント教室、フローリストによる

「花いけバトル」なども実施。詳細は問い合わせを。d２月１日㈯午前
11時半〜午後５時半、２日㈰午前10時〜午後５時lソラリアプラザイ
ベントスペースゼファ、レソラＮＴＴ夢天神ホール（いずれも中央区天
神二丁目）他i九州生花商団体連合会福岡大会実行委員会a621-
8713f621-8729y入場無料e不要（一部催しは当日受け付け）

2/

2
●日

2市民総合スポーツ大会　ウォークラリー大会

　記号で描かれた地図（コマ図）を見て、問題を解きながら歩いて得
点を競います。小学生以下は保護者同伴。d午前９時〜午後１時l集
合はなみきスクエア（東区千早四丁目）i市レクリエーション協会a 

641-1022f641-1023c30組（抽選。１組２〜５人）y１人500円、小学生
以下無料e電話かはがき（〒812-0045博多区東公園８-２）、ファクス、
メール（m info@rec-fukuokacity.jp）に参加者全員の応募事項を書い
て、１月６日〜24日（消印有効）に同協会へ。

2/

3
●月

2九大アトピー性皮膚炎相談会

　九州大学大学院皮膚科の医師・古江増隆氏による講話と質疑応答。
d午後２時半〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i保健予防課
a711-4270f733-5535c30人（先着）y無料n６カ月以上（無料。先着
順）e電話かファクス、メール（m hokenyobo.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）
に応募事項と託児希望者は子どもの人数・名前・年齢（月齢）・性別を
書いて、１月６日〜24日に同課へ。

2/

3
●月
他

2福岡・博多"深"発見まち歩き「博多旧市街のまち歩き」
①博多寺社巡りコース②博多伝統文化コース

　①龍宮寺や東長寺など②櫛田神社や「博多町家」ふるさと館など
（いずれも博多区）―をガイドが案内します。小学生以下は保護者同
伴。d２月①３日㈪②９日㈰午後２時〜４時半l集合は①呉服町ビジネ
スセンタービル前（博多区上呉服町）②アジア美術館前（博多区下川
端町）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）y大人800円、小学生以下300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希望
日、代表者名を書いて、１月７日午前10時以降に問い合わせ先へ。

2/

4
●火
他

3こころの健康づくりセミナー
〜ストレスとうまく付き合おう〜

　うつ病について、精神科医らが話します。d２月４日㈫、18日㈫午後１
時半〜３時半 ※各日のみの参加可lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）
i中央区健康課a761-7339f734-1690c50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、１月６日以降に同課へ。

2/

8
●土

2かなたけの里公園　冬の里山観察会〜カエルの卵編〜

　長靴などを履いて水辺に入り、ニホンアカガエルの卵などを観察し
ます。小学生以下は保護者同伴。d午前10時〜正午li同公園（西区
金武）af811-5118c30人（抽選）y無料e往復はがき（〒819-0035西
区金武1367）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢を書い
て、1月４日〜22日（消印有効）に同公園へ（１通５人まで）。

2/

8
●土

3元気 長生き いきいき健康セミナー 「体のサビを防いで
アンチエイジング〜酸化ストレスと生活習慣病〜」

　市健康づくりサポートセンターの井口登與志センター長が話しま
す。d午後２時〜３時lあいれふホール（中央区舞鶴二丁目）i同セン
ターa751-7778f751-2572c250人（先着）y無料e電話かファクス、
メール（m soum@kenkou-support.jp）に応募事項と講師への質問を書
いて、１月４日以降に同センターへ。来所（あいれふ４階）でも受け付け
ます。定員を超えた場合のみ通知。

2/

8
●土

2アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
冬の虫かんさつ会

　樹木や石の下にいる昆虫を観察します。d午前10時〜11時半li

同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020t小学生以下
（小学３年生以下は保護者同伴）c20人（先着）y無料（入館料別）e

電話かファクス、来所で、１月８日以降に同公園へ。

老人福祉センター東香園　①プラス１０分運動しよう 「よか
トレ」で健康増進②高齢者パソコン教室（初心者向け）

　①介護予防の体操です。②ワードを使って、案内状やカレンダーなどを作りま
す。d①１月16日㈭午後３時〜４時②２月２日〜３月１日の日曜日午前９時半〜正午

（２月23日を除く連続講座）l同園（東区香住ケ丘一丁目）i①同園a671-2213 
f671-2214②アドバンa0120-957-255f481-3061c①30人②15人（いずれも先
着）t市内に住む60歳以上（②は過去受講者を除く）y①無料②1,430円e電話
かファクスで１月①４日②６日以降に各問い合わせ先へ。①は来所でも受け付け
ます。①は定員を超えた場合のみ通知。

講座・教室

介護実習普及センター　２月の講座

li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y①②③⑤⑥無料
④200円e電話かファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、来所で、１月４日
以降に同センターへ。

内容 日時 定員（先着）

①入浴用具の活用と足浴 
２／１㈯11:00〜13:00 15人

２／13㈭10:00〜12:00 20人

②今日から使える介護１日講座 ２／４㈫10:00〜16:00 30人

③心が明るくなるヘアアレンジ＆メイク ２／６㈭14:00〜16:00 40人

④自助具製作教室（車いす利用の際に
便利なバッグを作ります） ２／８㈯13:00〜16:00 10人

⑤現役新聞記者･遠距離介護体験記 ２／10㈪14:00〜16:00 35人

⑥心地よい排泄（はいせつ）のために
２／15㈯11:00〜13:00 15人

２／27㈭10:00〜12:00 20人

講座・教室

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

福岡市政だより
令和２（2020）年１月１日 情報BOX13 催し 講座

教室広告枠の広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨等をするものではありません。



2/

9
●日

3松風園　煎茶 藤蔭流 初級

d午後３時半〜５時半li同園（中央区平尾三丁目）af524-8264 
c10人（先着）y2,000円e電話かファクスで同園へ。

2/

9
●日

2もーもーらんど油山牧場　しいたけのコマ打ち体験

　木に穴を開けてシイタケの菌が付いたコマを打ち込み、シイタケを
作ります。打ち込んだ木は持ち帰り可。d午前10時半〜11時半li同
牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040t小学生以上のペア（小学生
は中学生以上の同伴が必要）c10組（抽選）y１組500円e往復はがき

（〒811-1353南区柏原710-２）に参加者全員の応募事項と代表者の氏
名を書いて、１月24日（必着）までに同牧場へ。ホームページでも受け
付けます。

2/

14
●金

2アクロス・ランチタイムコンサート　大人のためのバレ
ンタイン・コンサート〜ブラザートム＆菅野大地〜

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a725-9112f725-9102 
y全席指定1,500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。

2/

16
●日

2 FUKUOKAおさかなレンジャーセミナー
〜海底ごみから博多湾を守れ〜

　海底ごみの現状や水産業の未来について考えます。海洋ごみ研究
者、漁業者、環境団体等によるトークセッションもあり。d午後１時半〜
４時l西鉄イン福岡（中央区天神一丁目）iFUKUOKAおさかなレン
ジャー実行委員会af407-6970c80人（先着）y無料e電話かファク
ス、メール（m fukuokafun@outlook.jp）で、1月６日以降に同実行委員
会へ。定員を超えた場合のみ通知。

2/

22
●土
他

2市民総合スポーツ大会　テニス大会団体戦
①一般の部②ベテランの部

　①一般の部（上級・中級クラス）②ベテランの部（50歳以上、60歳以
上）で試合を行います。定員など詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d２月①22日㈯②23日（日・祝）いずれも午前９時からl博多
の森テニス競技場（博多区東平尾公園一丁目）i市テニス協会a735-
7615（月・水・金曜日の午前10時〜午後４時）f735-7616t市内または
近郊に住むか通勤する人。市内のテニスクラブに所属する社会人y１
チーム１万5,000円eホームページで詳細を確認するか問い合わせの
上、１月22日までに同協会へ。

3/

12
●木
他

3ジュニア層指導者養成事業「コーチングクリニック」

d３月12日㈭、19日㈭午後６時半〜８時半 ※各回のみの参加も可l市
民体育館（博多区東公園）i市スポーツ協会事業課a645-1231f645-
1220c各50人（先着）y１回500円eファクスか来所で、１月６日以降に
同協会（博多区東公園）へ。ホームページでも受け付けます。

3/

14
●土

2 FUKUOKA i
イ ン ド ア

ndoor ３ ×
バイ

 ３

　小学生男女、中学生男女、オープン（高校生以上）男女、シニア（男子
のみ。40歳以上）、男女混合（高校生以上）の部に分かれた３対３のバス
ケットボール大会。d午前９時45分〜午後６時l市民体育館（博多区
東公園）i市スポーツ協会a645-1231f645-1220c各24チーム（抽
選。１チーム３〜４人） ※シニアの部のみ12チームy１チーム当たり小
中学生＝4,200円、オープン・シニア・男女混合＝6,000円e１月６日から
ホームページに掲載、または各体育館、各区市民センター、情報プラザ

（市役所１階）などで配布する申込書を１月24日（必着）までに同協会
へ。ホームページでも受け付けます。

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１月①②１日③14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 ２／13㈭ 市民防災センター（早良区百道浜一
丁目） a821-0245 30人

２／17㈪ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） a863-8119 30人

②普通１

２／２㈰ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目）a475-0119 40人
２／６㈭ 中央消防署（中央区那の津二丁目） a762-0119 40人
２／13㈭ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人
２／15㈯ さいとぴあ（西区西都二丁目） a806-0642 30人
２／21㈮ 博多消防署 a475-0119 40人

③上級 ２／４㈫ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） a791-7151 各40人２／22㈯
　※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

市総合図書館　おはなし会

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

催 し

正しい保存方法でおいしく長く食べよう 食品の保存術セミ
ナー〜もったいない食品ロスを減らそう〜

d２月１日㈯午前11時〜、午後２時〜（各60分）li六本松 蔦屋（つたや）書店（中
央区六本松四丁目）a731-7760c各15人（先着）y無料e電話か来所で、１月６日
以降に同書店へ。

講座・教室 住まいの見学会 
〜暮らしを守る適応策「住宅窓の改修」の効果を知る〜

　住宅窓を複層ガラス等に改修した家やショールームを見学し、省エネ、健康リス
クの低下、快適性の向上などの効果について聞きます。d２月１日㈯午後１時〜５
時半l集合・解散は市役所i環境・エネルギー対策課a711-4282f733-5592c20
人（先着）y無料eファクスかメール（m kankyoenergy.EB@city.fukuoka.lg.jp）に
応募事項と申し込みの理由を書いて、１月６日以降に同課へ。

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室

花畑園芸公園　園芸講座・ワークショップ

li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-3754y①②③⑤無料④1,200円
e電話かファクスに応募事項と②⑤は希望日も書いて同公園へ。各開催日の1
週間前から受け付け開始。

内容 開催日 定員（先着）
①柿のせん定講習と冬期管理 １／９㈭ 60人
②ミカンのせん定講習 １／17㈮、18㈯ 各50人
③春バラの管理（せん定と施肥実習） １／23㈭ 50人
④ドライフラワーで作るアロマワックスサシェ ２／２㈰ 20人
⑤果樹の接ぎ木の方法と実習 ２／７㈮、８㈯ 各50人
　※時間は午後１時半〜３時半。②⑤は各日内容は同じ。

講座・教室

市科学館　プラネタリウムイベント スペシャルトーク 
アラスカの夜空とオーロラを満喫しよう

d２月８日㈯午後４時〜５時、５時半〜６時半li同館（中央区六本松四丁目）
a731-2525f731-2530c各220人（先着）y中学生以上1,020円、小学生510円、未
就学児無料（座席を使用する場合は小学生料金が必要）e1月８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。

催 し



１日現在）全員と前年中に退職し給与
の支払額が30万円を超える人の前年
１月１日〜12月31日の給与支払報告
書を作成し、１月31日までに受給者の
住所地の市町村（令和２年１月１日現
在。退職した人は退職時の市町村）へ
提出を。本市分は法人税務課（市役所
北別館３階）へ。i同課a711-4211f 

733-5556

「シニア教室」の教える人を募集
　老人福祉センターや老人いこいの
家で４月から１年間特技・知識を教える
人を募集。t市内に住む60歳以上(令
和３年３月末時点)e１月４日〜17日（６
日、13日、14日は休園。６日の舞鶴園、
14日の早寿園は開園）の午前９時〜午
後５時に希望する区の各園へ来所を。
問い合わせ・申込先は以下の通り。

施設名（住所） 申込先
東香園

（東区香住ケ丘一丁目）
a671-2213
f671-2214

長生園
（博多区千代一丁目）

a641-0903
f641-0907

舞鶴園
（中央区長浜一丁目）

a771-7677
f716-0046

若久園
（南区若久六丁目）

a511-7255
f511-7558

寿楽園
（城南区南片江二丁目）af861-1123

早寿園
（早良区重留七丁目）

a804-7750
f804-7751

福寿園
（西区今宿青木） af891-2727

「地域の森・花づくり活動支援事
業」助成対象団体を募集

　緑化活動を行う市民団体の植物や
資材の購入に対して助成します。【助
成対象】①市内の樹林地等の保全管
理・再生を行う活動で、認定区域面積
が300平方㍍以上②市街地に植樹を
行うことにより緑の名所をつくる活動
で、校区単位以上の広範囲にわたる
活動規模である③市内の公共用地や
空き地等において花壇作りなどを行
う活動で、面積が10平方㍍以上【申請
書の配布】電話で市緑のまちづくり
協会みどり課へ請求を。ホームペー
ジにも掲載【申込期間】１月６日〜31
日i同課a822-5832f822-5848

市国民健康保険運営協議会を開催
　市国民健康保険事業の運営を審議
する同協議会を傍聴できます。d１月
21日㈫午後５時〜６時半（受け付けは
４時45分〜４時55分）l西鉄イン福岡
２階（中央区天神一丁目）i保険年金
課a711-4242f733-5441c20人（抽
選）y無料e不要

健康とくらしの調査にご協力を
　高齢者の健康づくりや介護予防に
役立てるためのアンケート調査を実
施。1月20日から一部対象者に調査票

お知らせ
猫のマイクロチップ装着と不妊・
去勢手術にかかる費用の一部を
助成

　迷い猫の飼い主特定に有効なマイ
クロチップ装着と不妊・去勢手術を同
時に実施するときの費用の一部を助
成します（マイクロチップ装着済みの
場合は不妊・去勢手術のみでも可）。手
術は２月１日〜28日に市獣医師会の病
院で実施。【対象】市内で飼育されて
いる生後６カ月以上の猫【募集数】50匹

（抽選。１人１匹）【助成額】7,500円【申し
込み】はがき（〒819-0005西区内浜１-４
-22）かメール（m dobutsukanri.PHWB@
city.fukuoka.lg.jp）に飼い主の応募事
項と猫の種類・性別・年齢（月齢）、マイ
クロチップ装着の有無（有りの場合は
マイクロチップ番号も）を書いて、１月１
日〜20日（消印有効）にふくおかどうぶ
つ相談室へ。i同相談室a891-1231f 

891-1259
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、都市高速の香椎東から名島間
および市道の片男佐橋交差点から香
椎浜入口交差点間の道路が、１月14日
㈫〜３月31日㈫のうち、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a631-0136f631-6830

各図書館を休館します
　図書整理のため、東・博多南・南・早
良・西部図書館を２月３日㈪から11日

（火・祝）まで休館します。 ※東は９日㈰ま
で。i市総合図書館a852-0600f852- 
0609

クリーン・エネ・パーク南部（春日市
下白水）のごみの受け入れを休止

　１月13日（月・祝）〜25日㈯は定期点検
のため、ごみの受け入れを休みます。
i同施設a589-8585f589-8586

農林業センサスにご協力を
　２月中旬まで、調査員証を携行した
調査員が市内で農林業を営む人を訪
問し、調査の対象となった人には調査
票を配布します。i統計調査課a71 
1-4081f711-4934
市政に関する意識調査 パンフレット

「ふくおかボイス」と報告書が完成
　「福岡市の住みやすさ」「福岡市の商
店街」「一人一花運動」についての市民
の意識調査の結果をまとめた「ふくお

を郵送しますので、２月10日までに返
送を。詳細はホームページで確認を。
i同調査コールセンターa0120-900-
678t市内に住む65歳以上
未婚の児童扶養手当受給者に対
する臨時・特別給付金の申請は１
月31日が締め切りです

　市で令和元年11月分の児童扶養手
当を受給する人で、これまで法律婚を
したことがないなどの要件を満たす
人に臨時・特別給付金を支給します。
住所地の区子育て支援課で必要書類
を確認の上、申請を。i各区同課
市立障がい者施設の指定管理者
を指定しました

i障がい企画課a711-4248f711-4818
指定管理者 施設名

福 岡 障 害 者
支援センター

つくし学園（城南区鳥
飼五丁目）

野の花学園

▷ふよう学園（東区松
島三丁目）▷障がい者
スポーツセンター（南
区清水一丁目）▷早良
障がい者フレンドホー
ム（早良区百道浜一
丁目）▷西障がい者フ
レンドホーム（西区内
浜一丁目）

市 社 会 福 祉
事業団

▷心身障がい福祉セ
ンター（中央区長浜一
丁目）▷ももち福祉プ
ラザ（早良区百道浜
一丁目）

市立入部幼稚園跡地を売却公募
　詳細は問い合わせを。【所在地】早
良区東入部二丁目363番１、364番【実
測面積】2,232.79平方㍍（宅地＝1,974. 
15平方㍍、山林＝258.64平方㍍）【最
低土地価格】3,473万円【公募要綱の
配布】用地計画課（市役所11階）で。市
ホームページにも掲載【受付期間】１
月27日〜31日【入札保証金】入札金額
の100分の５以上【入札日】２月28日㈮
i同課a711-4618f733-5539
ふくおか応援寄付（福岡市へのふ
るさと納税）の返礼品を募集

　詳細は市ホームページで確認を。
【対象】市内に事業所がある法人、団
体または個人事業主で1事業者３品

（品物・サービス）まで【募集要項】市
ホームページに掲載【申込期間】２月７
日（消印有効）までi財産活用課a 

711-4532f711-4833
市美術館 ギャラリー利用の申し
込み受け付けについて

　６月29日㈪〜12月27日㈰の利用を
受け付けます。【申請書の配布】１月５
日から市美術館（中央区大濠公園）、情
報プラザ（市役所１階）で。ホームペー
ジにも掲載【申込期間】１月31日まで
i市美術館a714-6051f714-6071

かボイス」を情報プラザ（市役所１階）、
各区情報コーナー、各出張所などで１
月20日から配布。結果を分析した報告
書は市総合図書館（早良区百道浜三
丁目）、情報プラザなどで１月20日以降
閲覧可。市ホームページにも掲載。i

広聴課a711-4067f733-5580
油山一帯（城南区内）で銃による
イノシシの駆除を行います

　安全のため、次のご協力をお願い
します。 ▽ 駆除期間中はむやみに山
へ入らない ▽飼い犬を散歩させる場
合は常にリードを付ける。d１月６日㈪
〜２月29日㈯午前９時〜午後４時 ※
日・祝休日を除くi城南区総務課a 

833-4055f822-2142
酸素濃縮器の使用者に電気料金
の一部を助成します

　【助成額】月額2,000円【対象】令和
元年12月28日現在市内に住み住民基
本台帳に登録されていて、在宅で酸
素濃縮器を使用し、身体障害者手帳
を持っている人（所得制限あり）【申請
期間】１月６日〜31日（助成対象期間
は平成31年１月〜令和元年12月分）

【申請方法】酸素濃縮器使用証明書
（機器レンタル会社の証明が必要）、
身体障害者手帳、本人名義の銀行預
金通帳を持参の上、各区福祉・介護保
険課へ。i各区同課
都市計画案の縦覧と都市計画審
議会の傍聴

　【同案の内容】地区計画の決定(博
多区那珂六丁目地区)【縦覧・意見書
の提出】１月６日㈪〜20日㈪に都市計
画課（市役所４階）で。市ホームページ
でも閲覧できます【都市計画審議会
の傍聴】２月７日㈮予定。傍聴を希望
する人は縦覧期間中に同課へ申し込
みを。i同課a711-4388f733-5590

住宅用地申告書の提出を
　住宅の敷地に利用している土地
は、固定資産税・都市計画税が軽減さ
れます。前年中に ▽ 住宅の新築・増
築・取り壊し・建て替えをした ▽ 事務
所・店舗などを住宅に用途変更した ▽

住宅を事務所・店舗などに用途変更し
た―場合は１月31日までに各区課税
課へ住宅用地申告書の提出を。i各
区課税課

償却資産申告書の提出を
　工場・商店などの経営や駐車場・ア
パートなどの貸し付け業務を行い、償
却資産（構築物、機械、工具、器具、備
品など）を所有する人は、１月31日ま
でに資産課税課（市役所10階）へ償却
資産申告書の提出を。i同課a711-
4438f733-5902

給与支払報告書の提出を
　給与支払者は、受給者（令和２年１月

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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市障がい者更生相談所の看護師
を募集

　身体障害者手帳、更生医療、補装具
等の判定に係る補助および意見、医
師診察補助に従事。【資格】看護師（今
年度中に取得見込みの人も可）【任用
期間】４月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【募集案内・申込書の配布】情報
プラザ（市役所１階）、各区情報コー
ナー、各出張所などで。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】１月17日（必
着）までi同相談所a713-8900f71 
5-3587

保健環境研究所職員を募集
　環境検査員、検査員、微生物検査
員、病原微生物検査員を募集。【資
格】 ▽理化学や微生物検査の実務経
験を有する ▽大学の理系学部を卒業
―などの要件あり【任用期間】４月１日
〜来年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】同研究所（中央区
地行浜二丁目）、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】
１月17日(必着)までi環境科学課a 

831-0660f831-0726

市子育て支援コンシェルジュを募集
　区の子育て支援課で保育サービス
等についての情報提供や助言を行い
ます。【任用期間】４月１日〜来年３月
31日（再任用あり）【募集案内の配布】
事業企画課（市役所13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】１月23日（必着）までi事
業企画課a711-4114f733-5718
市こども総合相談センター職員
を募集

　資格要件あり。【募集職種】里親対
応専門員、心理相談員、総合相談員、
夜間電話相談員、児童指導員（昼間・
夜間・深夜）、保健指導員、スクール
ソーシャルワーカー、スクールカウン
セラー、教育相談員、適応指導教室指
導員、適応指導教室心理指導員【任
用期間】４月１日〜来年３月31日（再任
用あり）【募集案内・申込書の配布】12
月27日から同センター（中央区地行
浜二丁目）、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】１
月６日〜16日（必着）iこども支援課
a832-7100f832-7830
スポーツ推進部職員（事務・通訳
等）を募集

　世界水泳選手権福岡大会に関する
事務、資料作成・整理や、英語での通
訳・翻訳業務などに従事。【資格】実用
英語技能検定１級またはTOEIC900点
以上（同等の資格も可）【任用期間】４
月１日〜来年３月31日（再任用あり）

【募集案内・申込書の配布】世界水泳

市科学館の貸室利用抽選会の受
付期間を変更します

　科学館が使用していない期間・時
間帯に企画展示室・サイエンスホー
ル・ドームシアターの貸し出しを行っ
ています。令和２年10月利用分から９
カ月前の１日に受け付けを開始しま
す。この変更に伴い、令和２年７月〜
10月利用分は１月１日〜10日に抽選会
参加の受け付けを行います。詳細は
ホームページで確認するか問い合わ
せを。i同館a731-2525f731-2530
かなたけの里公園「里の教室」講
師を募集

　「里の教室」は、市民が自主的に企
画運営し、講師になって里山の文化や
伝統などを教える教室です。講師料
の支払いはありません（公園施設利
用料等が発生する場合あり。教室参
加者への材料費等の徴収は可能）。詳
細は問い合わせを。d４月から１年間
li同公園（西区金武）af811-5118 
c５人（選考）e電話連絡の上、応募
用紙を１月４日〜29日に同公園へ。応
募用紙は１月４日からホームページに
掲載。ファクスでも請求可。

人権擁護委員が委嘱されました
　同委員は、地域住民からの人権相
談の対応や、人権についての啓発活
動を行います。昨年10月1日付で大原
弥壽男氏、大森一馬氏、尾花康広氏、
成瀬穫美氏、綿貫英彦氏が委嘱され
ました。相談方法など詳細は問い合
わせを。i福岡法務局人権擁護部
a739-4151f722-6183

しごと

市立こども病院有期職員を募集
　看護師、病棟看護助手、病棟クラー
クを募集。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】４月１日〜来年３月31日

（再任用あり）【申込期間】１月10日(必
着)までi同病院総務課a692-3722 
f682-7300

市職員（海技）を募集
　【資格】昭和59年４月２日から平成
14年４月１日までに生まれた人で５級
以上の海技士（機関）の免許を有する
人（取得見込みは不可。４年制大学在
学者と卒業者は受験できません）【採
用予定日】原則４月１日【募集案内・申
込書の配布】人事委員会事務局任用課

（市役所５階）、情報プラザ（同１階）、各

　※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。

準備担当（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】１月31日（消印有効）までi世界
水泳準備担当a711-4938f733-5595
国際部職員（アジア文化情報発信
推進員）を募集

　福岡アジア文化賞の広報や受賞者
の選考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 ▽

ウェブサイトの管理・運用に関する業
務経験を１年以上有する ▽SNS（会員
制交流サイト）を活用した情報発信、
広報物の制作に関する業務経験を１
年以上有する ▽アクセスデータベー
ス構築および運用ができる ▽ 英文
メールの読解等に支障のない英語力
を有する【任用期間】４月１日〜来年３
月31日（再任用あり）【募集案内・申込
書の配布】アジア連携課（市役所８
階）、情報プラザ（同1階）、各区情報
コーナー、各出張所で。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】１月27日（必
着）までi同課a711-4930f735-4130

農地有効利用推進員を募集
　遊休農地の利用状況調査および情
報整理、有効利用の指導相談などの
業務に従事。【資格】普通自動車運転
免許（AT車限定免許を含む）を有し運
転が可能で、農業に関する基本的な
知識を有する人【任用期間】４月１日
〜来年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】農業委員会事務局

（市役所５階・西部出張所２階）、情報プ
ラザ（市役所１階）で。市ホームページ
にも掲載【申込期間】１月６日〜20日

（消印有効）i同事務局a733-5777f 

714-4034
開発・建築調整課①建築調整担当
員②開発指導担当員を募集

　①建築紛争の予防と調整に関する
書類審査、受け付け、現場完了検査お
よび建築協定の窓口での案内②都市
計画法等に基づく書類受け付け、窓
口での案内―に従事。【資格】建築基
準適合判定資格者、一級または二級
建築士、一級または二級建築施工管
理技士。３年以上の実務経験も必要

【任用期間】４月１日〜来年３月31日
（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】１月６日から同課（市役所４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】１月20日（必着）ま
でi同課a711-4777f733-5584

区情報コーナー、各出張所、福岡市東
京事務所、県民情報センター（県庁１
階）で。郵送請求も可能。市ホーム
ページにも掲載【申込期間】 ▽電子申
請＝１月６日午後５時（受信有効）まで

▽郵送＝１月７日（消印有効）まで ※
重複申し込みは不可。i同課a711-
4687f733-5866
福岡北九州高速道路公社正職員

（土木）を募集
　【資格】昭和59年４月２日以降に生
まれた人【採用予定日】４月１日【募集
案内・申込書の配布】同公社本社（東
区東浜二丁目）などで。ホームページ
にも掲載【申込期間】１月15日（必着）
までi同公社総務課a631-1991f63 
1-3287

市教育振興会嘱託員を募集
　高校生への奨学金貸与・返還に関
する業務に従事。【任用期間】４月１日
〜来年３月31日(再任用あり)【募集案
内】ホームページに掲載【申込期間】１
月24日(必着)までi同会a721-1709 
f721-1739
スポーツ推進委員協議会事務局
職員を募集

　事務などに従事。資格要件あり。
【任用期間】４月１日〜来年３月31日
(再任用あり)【募集案内・申込書の配
布】スポーツ推進課（市役所７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】１月６日〜22日
(必着)i同課a711-4657f733-5595

区衛生連合会の職員を募集
　各区（中央・南区を除く）健康課内
の同会事務局で、地域の健康づくり
活動の推進・普及に関する業務に従
事。資格要件あり。【任用期間】４月１
日〜来年３月31日(再任用あり)【募集
案内・申込書の配布】１月14日から健
康増進課（市役所12階）、情報プラザ

（同１階）、各区健康課、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】１月27日（消印有
効）までi区衛生連合会 ▽ 東a645-
1076f651-3844 ▽博 多a419-1089f 

441-0057 ▽城南a831-4207f822-58 
44 ▽ 早良a851-6659f822-5733 ▽ 西
a895-7071f891-9894

地域食育コーディネ―ターを募集
　地域食育の推進に関する業務に従
事。【資格】 ▽管理栄養士の資格を有
する ▽管理栄養士または栄養士の実
務経験を３年以上有する—などの要
件あり【任用期間】４月１日〜来年３月
31日（再任用あり）【募集案内・申込書
の配布】健康増進課（市役所12階）、情
報プラザ（同１階）、各区健康課で。市
ホームページにも掲載【申込期間】１
月６日〜21日（必着）i健康増進課
a711-4374f733-5535
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建築物安全推進課 建設リサイク
ル推進員を募集

　建設リサイクル法の届出書等の精
査・受理業務等、解体工事に関する各
種相談等の業務に従事。【資格】建築
基準適合判定資格者、一級または二
級建築士、一級または二級建築施工
管理技士【任用期間】４月１日〜来年３
月31日（再任用あり）【募集案内・申込
書の配布】１月６日から同課（市役所４
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】１月20日（消印
有 効 ）までi同 課a711-4574f733- 
5584
認知症初期集中支援員（①医療職
②介護職）を募集

　各区地域保健福祉課で、認知症の
人とその家族を訪問し、認知症に関す
る相談・支援等を行う業務に従事。

【資格】 ▽ ①保健師、看護師、理学療
法士など②社会福祉士、介護福祉士、
精神保健福祉士など ▽介護における
専門的知識および実務・相談支援等
の３年以上の経験を有する―などの
要件あり【任用期間】４月１日〜来年３
月31日（再任用あり）【募集案内・申込
書の配布】認知症支援課（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。郵送請求も可能。詳細は問い合わ
せを【申込期間】１月20日（必着）まで
i認知症支援課a711-4891f733-55 
87

各区維持管理業務職員を募集
　道路・水路・公園の各維持管理業務
に従事。【任用期間】４月１日〜来年３
月31日（再任用あり）【募集案内・申込
書の配布】１月６日から情報プラザ（市
役所１階）、各区情報コーナー、各出張
所、各区維持管理課（西区は管理調整
課）で。市ホームページにも掲載【申
込期間】１月23日（消印有効）までi博
多 区 維 持 管 理 課a419-1063f441- 
5603
①特定保健指導員②特定健診指
導員を募集

　①各区（中央区を除く）健康課で特
定健診・特定保健指導など②健康増
進課で特定健診・特定保健指導に関
する事務処理（データ分析）など―に
従事。【資格】保健師で、特定保健指
導の実務経験が1年以上ある人【任用
期間】４月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【募集案内・申込書の配布】健康
増進課（市役所12階）、情報プラザ（同
１階）、各区健康課、各出張所で。市
ホームページにも掲載【申込期間】１
月６日〜21日（消印有効）i健康増進
課a711-4269f733-5535

市立学校看護師を募集
　小中学校、特別支援学校で児童生
徒の医療的ケアなどに従事。【資格】
看護師【任用期間】４月１日〜来年３月
31日（再任用あり）【募集案内・申込書
の配布】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】１月20日（消印有
効）までi同センターa845-0015f 

845-0025

精神保健福祉職員を募集
　各区健康課などで自立支援医療、
精神障害者保健福祉手帳等の事務処
理、精神保健福祉に関する相談業務
などに従事。【資格】精神保健福祉士
または保健師の資格を有するか、精

神保健福祉に関する業務に３年以上
従事した人。他要件あり【任用期間】４
月１日〜来年３月31日（再任用あり）

【募集案内・申込書の配布】１月６日か
ら各区健康課、情報プラザ（市役所１
階）で。市ホームページにも掲載【申
込期間】1月20日（必着）までi保健予
防課a711-4377f733-5535
国民健康保険料等納付相談員を
募集

　各区保険年金課および西部出張所
で未納保険料の相談や催告、窓口業
務などに従事。【任用期間】４月１日〜
来年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】１月６日から保険年
金課（市役所12階）、情報プラザ（同１
階）、各区保険年金課、西部出張所で。
市ホームページにも掲載【申込期間】
１月23日（必着）までi各区保険年金
課、西部出張所
東区福祉・介護保険課 障がい者
計画相談支援職員を募集

　障がい福祉サービスの利用に関す
る相談業務などに従事。【資格】４月１
日時点で、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。他要件あり【任用期間】４月１日〜
来年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】同課（東区役所１
階）、情報プラザ（市役所１階）で。市
ホームページにも掲載【申込期間】１
月６日〜24日（消印有効）i同課a 

645-1067f631-2191
博多区福祉・介護保険課 介護
サービス職員を募集

　介護サービスの窓口受け付け業務
や給付関係事務などに従事。【任用期
間】４月１日〜来年３月31日（再任用あ
り）【募集案内・申込書の配布】１月６日
から同課（博多区保健福祉センター３
階）、情報プラザ（市役所１階）などで。
市ホームページにも掲載【申込期間】
１月22日（消印有効）までi同課a 

419-1081f441-1455

南区地域保健福祉課 保健師を募集
　各種健診の問診、健康教育、健康相
談、地域保健福祉活動の補助などに
従事【資格】保健師。他要件あり【任用
期間】４月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【募集案内・申込書の配布】１月６
日から各区同課、情報プラザ（市役所
１階）で。市ホームページにも掲載【申
込期間】１月20日（必着）までi南区地
域保健福祉課a559-5133f512-8811

旅費事務員を募集
　職員の出張等にかかる旅費の計算
などの業務等に従事。【資格】 ▽国内
旅行業務取扱管理者の資格を有する

▽旅行代理店等で旅行業務の実務経
験がある―などの要件あり【任用期
間】４月１日〜来年３月31日（再任用あ
り）【募集案内・申込書の配布】１月15
日から労務課（市役所８階）、情報プラ
ザ（同１階）、各区情報コーナー、各出
張所で。市ホームページにも掲載【申
込期間】１月31日（必着）までi同課
a711-4131f733-5559
市文化芸術振興財団の嘱託職員

（事業コーディネーター）を募集
　【資格】文化芸術分野での事業企
画・渉外・実施の実務経験が２年以上
ある人。他要件あり。【任用期間】４月
１日〜来年３月31日（再任用あり）【募
集案内・申込書の配布】12月25日から
情報プラザ（市役所１階）、各区情報
コーナー、各出張所、各演劇練習場
で。ホームページにも掲載【申込期

間】２月３日（必着）までi同財団総務
課a263-6264f263-6259
県高齢者能力活用センター「シニ
ア就業希望者セミナー」

　働いている高齢者による体験談
や、元RKBアナウンサーの森美奈子氏
による講演など。d１月27日㈪午後１
時半〜３時半l福岡商工会議所ビル

（博多区博多駅前二丁目）i同セン
ターa451-8621f451-8623tおおむ
ね60歳以上c200人（先着）y無料e

電話かファクス、来所で、１月６日以降
に同センター（福岡商工会議所ビル１
階）へ。ホームページでも受け付けま
す。

働きたいシニアへの就業セミナー
　履歴書の書き方や面接の基本など
を学びます。d１月30日㈭午後１時半
〜３時半lふくふくプラザ（中央区荒
戸三丁目）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 ）a433-7780f287-9330t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、１月７日以降に
同事務局へ。
老人福祉センター長生園　アク
ティブシニア①就業合同企業説
明会②創業支援講座

　①高齢者を積極的に雇用している
企業による就業説明会。②テーマは

「シニア創業の形 会社のつくり方を
学ぶ」d１月①18日㈯午後１時半〜３
時半②23日㈭午後３時〜４時半li

同園（博多区千代一丁目）a641-0903 
f641-0907t市内に住むおおむね60
歳以上c①30人②10人（いずれも先
着）y無料e電話かファクス、来所で、
１月①４日②７日以降に同園へ。

いきいきシニア就業相談会
　体力や処理能力などの測定会（午
後１時〜４時。先着60人。要事前申し
込み）や仕事に関する相談会など。d

１月29日㈬午前10時〜午後４時l老
人福祉センター舞鶴園（中央区長浜
一丁目）i県新雇用開発課a643-
3593f643-3619tおおむね60歳以上
y無料e不要。測定会は、電話かファ
クスで、１月６日以降に同課へ。

アクティブシニア起業セミナー
　市スタートアップカフェの相談員へ
の起業相談や「カスリ クラフト」代表
の斎藤八穂子氏によるトークセッショ
ンなど。d１月30日㈭午後３時〜５時

（受け付けは２時半から）l老人福祉
センター舞鶴園（中央区長浜一丁目）
i高齢福祉課a711-4881f733-5587 
tおおむね55歳以上c50人（先着）y

無料e不要

合同会社説明会
　約20社が参加。午後０時半から就活
セミナーもあり。詳細はホームページ
で確認を。d１月24日㈮午後1時半〜
４時（受け付けは１時〜３時半）lエル
ガーラホール７階 （中央区天神一丁
目）i県若者しごとサポートセンター
a720-8832f725-1776t今年３月大
学等卒業予定者、45歳未満の求職者
y無料e不要

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽パソコン「イラストレーター」講習

▽「エクセル中級データベースと実務
関数」講習 ▽ガス溶接技能講習―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

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は知的障
がい者の家族）が相談に応じます。 ※
変更の可能性あり。当日問い合わせ
を。d１月15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

d１月18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
行政書士による無料相談会①暮
らしと事業②交通事故

　①会社設立・建設業許可、相続等②
交通事故解決までの流れ、後遺症（後
遺障害）認定申請手続きなど―の相
談に応じます。②は事故証明書等相
談内容に関する資料が必要。dいず
れも１月18日㈯午前10時〜午後４時

（受け付けは３時半まで）l①コミセ
ンわじろ２階（東区和白丘一丁目）②
県行政書士会館４階相談室（博多区
東公園）i県行政書士会a641-2501 
f641-2503y無料e不要

無料調停相談会
　民事・家事調停委員が金銭問題、交
通事故、家庭内の問題などの相談に応
じます。詳細は福岡民事調停協会に電
話（a781-3141・内線3892）か来所（中
央区六本松四丁目 福岡簡易裁判所
内）で問い合わせを。d１月22日㈬午
前10時〜午後３時l中央市民センター

（中央区赤坂二丁目）y無料e不要

市防犯のまちづくり推進プラン
（案）について
　【案の閲覧・配布】１月６日から生活
安全課（市役所７階）、情報公開室（同
２階）、情報プラザ（同１階）、各区情報
コーナー、各出張所で。市ホームペー
ジにも掲載【募集期間】２月５日（必着）
までi同課a711-4054f711-4059

第２次市消費者教育推進計画
（案）について
　【案の閲覧・配布】１月６日から市消費
生活センター（中央区舞鶴二丁目 あ
いれふ７階）、情報公開室（市役所２階）、
情報プラザ（同１階）、各区情報コー
ナー、各出張所で。市ホームページに
も掲載【募集期間】２月５日（必着）まで
i同センターa712-2929f712-2765

市中央卸売市場の業務規程の改
正案（骨子）について

　【案の閲覧・配布】市場課（中央区長
浜三丁目 市場会館12階）、情報公開室

（市役所２階）、情報プラザ（同１階）、各
区情報コーナー、各出張所で。市ホー
ムページにも掲載【募集期間】１月17日

（必着）までi同課a711-6404f711- 
6418

相 談

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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　※申し込みは電話かファクスに参加者
全員の応募事項と①は希望時間も書い
て、１月６日以降に同センターへ。
①新米パパママ応急手当て講習会
　１歳前後の子どもに対する心肺蘇生
法や異物除去法などを学びます。d１月
26日㈰午前10時〜11時半、午後２時〜３
時半t１歳前後の子どもや孫がいる人、
子どもが生まれる予定の人c各10組

（先着）y無料
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？〜
　同センター職員と一緒に考えます。d

１月26日㈰午前11時半〜午後０時半c６
組（先着）y無料

市民感謝デー
　新鮮な魚介類を販売します。d２月８
日㈯午前９時〜正午y入場無料e不要
こどもおさかな料理教室
　「イカのシューマイ」を作ります。d２
月８日㈯午前10時〜午後１時t市内に
住む小学３年〜中学生と引率者c25人

（抽選）y１人500円e電話かメール（m 
sengyo.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）に引率
者の応募事項（日中の連絡が可能な電
話番号を明記）と参加者全員の氏名（子
どもの名前の横に学年）を書いて、１月
29日午後４時半までに同市場へ。当選者
のみ通知。

３月公演 ミュージカル「デスノート　
THE MUSICAL」
　映画にもなった漫画をミュージカル
化。出演は村井良大、甲斐翔真ら=写
真。時間など詳細はホームページで確
認を。d３月６日㈮〜８日㈰i博多座電
話予約センターa263-5555hhttps://
hakataza.e-tix.jp/pc/hakataza.html 
t小学生以上yＡ席１万4,000円、Ｂ席
9,000円、Ｃ席5,000円e電話で１月11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１
月12日 午 前10
時から販売。

２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y①1,000円②500
円e往復はがきかファクス、来所で①1
月29日②２月６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。

内容・日時 定員
①ティッシュケース付きがまぐちス
マホバッグ　２／８㈯、15㈯10:00〜
13:00(連続講座）

12人
（抽選）

②野菜まるごとクッキング
２／16㈰10:00〜13:00

10人
（抽選）

　※その他、傘の修理、まな板削り等の講
座も実施。詳細はホームページで確認を。

２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y各500円eはが
きかファクス、来所で１月４日〜22日（必
着）に同施設へ。当選者のみ通知。

内容・日時 定員
残り布で口金ワイヤー入り２ＷＡＹ
バッグ作り　２／６〜20の木曜日
13:00〜16:00（連続講座）

15人
（抽選）

古布でねずみのおひな様作り
２／15㈯、22㈯13:00〜16:00（連続
講座）

15人
（抽選）

　※その他、衣類のリフォーム教室等も実
施。詳細はホームページで確認を。

　※いずれも入場無料。最終日の展示・
販売は午後５時まで。
松本ハンズ工房「博多織おひなまつり展」
　ひな人形のデザインで織った掛け軸
や、ひな飾りを展示・販売。d１月16日㈭
〜21日㈫
茶盌（ちゃわん）「チャワン-コラボレー
ション｣　高取焼コラボ展
　高取焼宗家、高取焼本家味楽窯の作
品を展示・販売。d１月23日㈭〜28日㈫
博多人形青年部作品展
　動物をテーマにした作品を展示・販
売。d１月30日㈭〜２月４日㈫

節分の日釣り大会
　釣果を競います。入賞者には賞品あ
り。d２月２日㈰午前７時〜11時t小学
生以上の釣り台利用者（小学生は保護
者同伴）c100人（先着）y無料（釣り台
利用料別）e不要
バレンタイン海づり体験
　手ぶらで釣りを楽しめます。昼食に「鯛

（たい）めし」とワカメのみそ汁付き。d２
月８日㈯、９日㈰午前９時〜午後１時t中
学生以上を含むペアc各15組（先着）y

１組2,200円e往復はがきかファクスに応
募事項と希望日を書いて、１月１日以降
に同公園へ。ホームページでも受け付け
ます。

　※いずれも入園料別。
園芸講座〜冬の庭木の管理と梅の花後
のせん定〜
d２月７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e不要
植物観察会（温室植物）
d２月８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e不要
かずら工芸（籠作り）
d２月15日㈯午前10時〜正午、午後１時
半〜３時半c各10人（抽選）y1,500円e

往復はがきかファクスに応募事項と希
望時間、ファクスの場合はファクス番号
も書いて、１月１日〜２月１日（必着）に同
園へ。ホームページでも受け付けます。

「いたるところでマンモス展」イベント
　時間など詳細はホームページで確認
を。t①②③⑤不問④身長145㎝以上、
体重100㎏未満で、一人で階段の昇降が
できる人（妊婦、飲酒・けが等をしている
人は不可）c①各回90人（先着）②③⑤
なし④各回３人（先着）y①②③⑤無料
④300円（①③④⑤は基本展示室への入
場料別）e不要

内容 日にち
①サイエンスショー

「ゴシゴシ 火起こし 
体験ショー」

開催中〜１／26㈰の
土・日祝日

②マンモスの大きさ
を体験しよう

開催中〜２／23（日・祝）
（１／19を除く）

　※小学３年生以下は保護者同伴。
映 像シアタ ー ①おうちがなくなる？

（外来生物の問題）②辛子明太子（めん
たいこ）って何でできているの？
d１月①５日㈰②19日㈰午後３時〜３時
半c各25人（先着）y無料e電話か来所
で当日午後１時から受け付けます。
カブトガニ観察会
d１月11日㈯、26日㈰、２月１日㈯午後３
時〜３時半c各25人（先着）y無料e電
話か来所で
当日午後１時
から受 け 付
けます。

③絵本『マンモスの
しっぽ』の世界を体験
しよう

開催中〜２／23（日・祝）

④未来の乗り物UNI-CUB 
(ユニカブ）に乗ろう 開催中〜２／23（日・祝）

⑤テーブルサイエン
ス「キバを持つ生き
ものたち」

１／２㈭〜２／29㈯

講 演 会「 マンモスゾウとナウマンゾウ
〜ゾウの進化と氷河時代〜」
　野尻湖ナウマンゾウ博物館・館長の
近藤洋一氏が分かりやすく話します。d

１月19日㈰午後１時〜３時c100人（先
着）y無料eホームページで受け付け
ます。

　※以下の申し込みは電話かメール（m 
mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所
で、１月５日午前10時以降に同施設へ。
理科応援教室 電流イライラ棒をみんな
で作って電気回路の仕組みを知ろう
d２月１日㈯午前10時半〜正午t小学４
〜６年生c25人（先着）y無料
まもるーむ大学 ①なぜ食べ物でアレル
ギーが起こるのか②身のまわりの空気
汚染〜本当のＰＭ２．５〜
　講師は①福岡病院小児科医の柴田瑠
美子氏②九州大学客員教授の下原孝章
氏。d２月①８日㈯②９日㈰午前10時半
〜正午t中学生以上c各30人（先着）
y無料

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 ※基本展示室は午後６時まで（入場は５時半まで） 
x火曜（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

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）

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）

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）

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5時（12月〜２月）
x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）

年末年始の施設休館日は、12月15日号７面に掲載しています

カブトガニ▶︎
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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

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

１・２月の事業（一部抜粋） 
　未就学児は保護者同伴。②は上履きを持参、会場はコミセンわじろ（東区和白丘
一丁目）。c①②④⑤なし③20組（先着）y①②④⑤無料③1組200円e①②④⑤不
要③電話かファクス、来所で、１月７日以降に同会館へ。

内容 日時 対象
①みんなであそぼう（１／12＝ドッヂ
ビー、１／19＝積み木）

１／12㈰13:30〜14:30、
19㈰14:00〜16:00 小中高生

②あいくるがやってくる（親子あそび） １／22㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児 
③木育おもちゃの広場（木でおもちゃを
作ります。おもちゃコンサルタントの話
もあり）

１／22㈬10:00〜12:00 乳幼児

④ふれあいひろば（読み聞かせ） １／26㈰14:00〜15:00 幼児〜高校生 
⑤節分祭（節分にちなんだ工作やゲー
ム、豆まきなど） ２／２㈰13:00〜16:00 幼児〜高校生 

　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。

あいくる （中央児童会館）

〒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）

まもるーむ福岡 （保健環境学習室）

〒810-0065 中央区地行浜二丁目１-34　a831-0669 f831-0670
o午前10時〜午後５時x月・火曜（祝休日のときは翌平日）

市民防災センター
〒814-0001 早良区百道浜一丁目３-３
a８４７-５９９０ f８４７-５９７０
o午前９時半〜午後５時（入館は閉館
30分前まで）x月曜、毎月最終火曜

休日健診（総合健診）
d①〜⑪２月１日㈯、２日㈰、９日㈰、16日
㈰、23日（日・祝）午前９時〜10時⑫２月１日
㈯午前９時〜10時⑬２月23日（日・祝）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
　※２月１日㈯、２日㈰、23日（日・祝）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。

鮮魚市場
〒810-0072 中央区長浜三丁目１１-３
a711-6414（午前８時〜午後４時半）
f711-6099　x日・祝休日 ※休
日は開場する場合あり。年末年始の
休みなど詳細は問い合わせを。


