
〒 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。

2/

3
●月
他

2雇用と労働のルール・パネル展

d２月３日㈪〜６日㈭午前９時〜午後５時15分（３日は午前10時から。６
日は午後４時まで）l市役所１階多目的スペースi福岡労働者支援事
務所a735-6149f712-0497y無料

2/

8
●土

2南障がい者フレンドホーム　楽しいイチゴ狩り

　筑紫野市の農園でイチゴ狩りをします。d午前９時半〜午後２時l

集合は同ホーム（南区清水一丁目）i同ホームa541-5858f541-5856 
t市内に住む障がいのある人（介助者の同伴可）c７人（抽選）y500円

（イチゴ代、食事代等別）e電話かファクスに応募事項と障がいの種
別を書いて、２月５日までに同ホームへ。来所でも受け付けます。

2/

10
●月
他

2「#がめ煮つくろう」展

　福岡の郷土料理「がめ煮」についての各取り組みを紹介します。d２
月10日㈪〜14日㈮午前10時〜午後５時（10日は午後１時から。14日は
午後３時まで） l市役所１階多目的スペースi健康増進課a711-4374 
f733-5535y無料

2/

11
●●火・祝

3市文学館定例講座ももちはま草紙 「我らの額に孤高の
旗を」〜詩誌「詩科」と時代の表現者たち〜

　1950年代に福岡で活動した詩誌「詩科」と前衛美術集団「九州派」につ
いて、「詩科」主宰者の長男・板橋旺爾氏が話します。d午後１時半〜３時
lアジア美術館アートカフェ（博多区下川端町 リバレインセンタービ
ル）i市総合図書館文学・文書課a852-0606f852-0609c50人（抽選）
y無料e電話かファクス、メール（m library-bungaku.BES@city.fukuoka.
lg.jp）で、２月５日までに同課へ。空きがあれば当日も受け付け可。

2/

11
●●火・祝
他

2市中学校美術展

　市立中学校および特別支援学校の生徒が制作した作品約5,000点
を展示します。d２月11日（火・祝）〜16日㈰午前10時〜午後６時（入館は５
時半まで）l県立美術館（中央区天神五丁目）i城西中学校a821-
0938f852-7145y無料

2/

12
●水
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。実際
に運転する体験型の講習もあり。受講者は自家用車で集合。d２月12
日㈬、28日㈮午後１時〜３時半l市消防学校（早良区西入部一丁目）
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、２月３日以降に同課へ。

2/

14
●金

4講演会 社会の課題に市民の創造力を
〜持続可能な地域のつくり方〜

　イシュープラスデザイン代表の筧裕介氏が行政・企業・住民一体で
地域を変えていく方法について話します。d午後７時〜９時liあす
みん（中央区今泉一丁目）a724-4801f724-4901c80人（先着）y無
料e電話かファクス、メール（m info@fnvc.jp）、来所で、２月１日以降に
同施設へ。

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。

●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（２月前半の日・祝日）
２月２日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	 a721-5252

那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
２月９日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	 a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
２月11日（火・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331

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

ひとり親家庭支援センター

li同センター（中央区大手門二丁目）a715-8805f725-7720t市内に住む一
人親家庭の①③親②親子（小中学生）y①③無料②大人500円、子ども100円n３
カ月〜①③小学生②就学前（無料。前日までに要申し込み）e電話か来所で、２月
１日以降に同センターへ。

内容 日時 定員（先着）
①養育費・面会交流セミナー ２／22㈯13:30〜15:30 15人
②生活支援講習会 親子クッキング ３／１㈰10:00〜13:00 15組
③生活支援講習会 家計管理 ３／７㈯13:30〜15:30 15人

講座・教室

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クローバープラザ
（春日市原町三丁目）④中央市民センター（中央区赤坂二丁目）他iアラカンフェ
スタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081y①③無料②2,000円④1,000円
e①不要②③④電話かファクスで、２月１日以降に同事務局へ。

内容 日時 定員（先着）
①オトナ塾 普段の運動で寿命を延ば
す努力を 心臓リハビリテーションとは

２／18㈫13:00〜14:00（受
け付けは12:30から） 50人

②長そばの会直伝 そば打ち教室（作っ
たそばの実食、持ち帰りあり）

２／24（ 月・休 ）、３／15㈰
10:30〜13:00 各20人

③オトナ塾 福岡よしもとプレゼンツ漫
才ワークショップ 君も舞台に上がろう

２／25㈫、３／３㈫13:00〜
14:00 各20人

④万葉集を学び現地を訪ねる文学・歴
史プチ旅（歌碑がある西区能古島も訪
ねます）

３／６〜５／15の第１・３金
曜日10:00〜12:00（５／１
を除く連続講座）

40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
※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２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



2/

15
●土

4ココロンセミナー
外国人の人権〜在住外国人の人権相談の現場から〜

　講師は「コムスタカー外国人と共に生きる会」代表の中島眞一郎氏。
d午後２時〜４時liココロンセンター（中央区舞鶴二丁目 あいれふ
８階）a717-1237f724-5162t70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.fu
kuoka.lg.jp）、来所で同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

2/

15
●土

2スポーツ体験塾 体力測定会・遊びの広場

　体力測定の他、ボッチャ（障がい者向けに考案された球技）などを行
います。d午前10時半〜正午（体力測定会の受け付けは11時半まで）
l市民体育館（博多区東公園）i市スポーツ協会事業課a645-1233 
f645-1220y無料e不要

2/

15
●土

2ベジフルスタジアム
ベジフル感謝祭〜４周年記念祭〜

　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

2/

15
●土

4夢ふくおかネットワーク保護者セミナー

　障がいのある人を雇用している企業等の担当者が、就労に関する
取り組みなどについて話します。d午前10時〜正午li発達教育セ
ンター（中央区地行浜二丁目）a845-0015f845-0025t障がい児・者
の保護者、障がい者雇用に関心のある企業・事業所担当者、支援機関
c100人（先着）y無料e電話かファクス、メール （m yume_network@
city.fukuoka.lg.jp）、来所で、２月１日以降に同センターへ。ホームペー
ジでも受け付けます。

2/

15
●土

4
歯科講演会 ①お口からはじめるカラダの病気予防
②素敵な口元のために 健

けんこう

口エクササイズ
　講師は①市歯科医師会の森谷圭介氏②県歯科衛生士会の古賀直
子氏。d午後２時半〜４時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i口腔

（こうくう）保健支援センターa711-4396f733-5535t市内に住むか通
勤・通学する人c100人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m 
koku.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）で、２月３日以降に同センターへ。

2/

15
●土

3楽水園　茶花の入れ方教室

　茶席に飾る花の入れ方を学びます。d午後１時半〜３時li同園
（博多区住吉二丁目）af262-6665c10人（先着）y2,500円e電話か
ファクスで、２月１日以降に同園へ。

2/

15
●土

3月隈パークゴルフ場　バラの育て方講座

　講義と実習で学びます。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）a504-5333 
f586-5388c各15人（先着）y1,000円e電話かファクス、来所で、２月
１日以降に同ゴルフ場へ。

2/

15
●土
他

2舞鶴公園　福岡城 梅まつり

　同公園内の梅園で梅の花が楽しめます。「梅カフェ」、コケ玉作り体験
などのイベントもあり。詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。d２月15日㈯、16日㈰午前10時〜午後４時li同公園（中央区城内）
a781-2153f715-7590y入場無料e不要

2/

15
●土
他

2福岡城 梅まつり・和装写真会

　着付け後にプロのカメラマンが50カットを撮影。写真データは後日
CD-Rで渡します。①和装花嫁体験②幼児〜小学生のはかま姿（卒業記
念など）。詳細は問い合わせを。d２月15日㈯〜24日（月・休）午前９時〜
午後３時li福岡城 舞遊の館（中央区城内 三の丸スクエア内）
a707-3191f707-3193c各４組（先着。１組５人まで）y１人当たり①２
万5,000円〜②１万円〜（着物レンタル代込み）e電話かファクスで、 ２
月１日以降に同施設へ。ホームページでも受け付けます。

2/

16
●日

2 KIDC×FFACプレゼンツ
プレミアム ダンスセレクション

　リオデジャネイロパラリンピック閉会式に出演した大前光市氏や国
内外で活躍する６組のダンサーがさまざまなジャンルのダンスを披露
します。未就学児は入場不可。詳細はホームページで確認するか問い
合わせを。d午後１時〜２時、５時〜６時lぽんプラザホール（博多区
祇園町）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-6259c各80人（先
着）y全席指定 2,500円eチケットはチケットぴあ、ローソンチケットで
販売。

2/

16
●日

2九響 ＠ アートカフェシリーズ 「冬のコンサート」

d午後３時〜３時50分（開場は２時半）lアジア美術館（博多区下川端
町 リバレインセンタービル７階）i市文化芸術振興財団a263-6265 
f263-6259y無料e不要

2/

16
●日

3今津リフレッシュ農園　園芸教室

　季節の花の寄せ植え、コケ玉作りを行います。d午前10時〜正午
li同農園（西区今津）a806-2565f806-2570c20人（抽選）y1,000円 
e電話か来所で、２月８日午前８時45分〜午後１時に同農園へ。

2/

17
●月

3老人福祉センター舞鶴園　シニア世代のアンチエイジ
ング リラックス・ヨガ講座「更年期障害改善編」

d午後１時〜２時li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-
0046t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、２月１日以降に同園へ。

市博物館　企画展示①筑紫でうたを詠んだ人②チベットの
マンダラ③電気紋織〜博多織から生まれた技術革新〜

　①菅原道真（すがわらのみちざね）や三十六歌仙（平安時代の和歌の名人36
人）などを彼らの歌と共に紹介します。②チベット寺院の本堂を飾る仏壇と多彩
なマンダラを紹介します。③型紙なしで書画や写真の柄などを織り出す織機に
ついて紹介します。d①開催中〜３月15日㈰②開催中〜４月19日㈰③１月28日㈫
〜４月12日㈰ いずれも午前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）li市博物館（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

催 し

「こころの病と共に生きる ハートメディア〜自分の歩幅で歩こう
よ〜」「こころの病理解のために〜みんなの集い〜」合同開催

　開催する催しは下表の通り。詳細は問い合わせを。d２月８日㈯lなみきスクエア
（東区千早四丁目）i市精神保健福祉センターa737-8825f737-8827 ※講演会、ゴ

スペルアンサンブルについては、地域活動支援センターI型 そよかぜのまち（a400-
5281f400-5284）へy入場無料e不要。移動等に介助が必要な人は事前連絡を。

内容 時間 定員
障がい者の絵画などの作品展示 9:00〜16:00 ―
障がい者による歌・楽器演奏のコンサート 11:30〜12:30 ―
障がい福祉事業所等によるバザー 12:00〜16:00 ―

講演会・映画
「母さんがどんなに僕
を嫌いでも」

原作者・歌川たいじ
氏による講演会

13:00〜14:30
（受け付けは12:00から）

各600人
（先着）上映会 16:00〜18:00

（受け付けは15:30から）
ゴスペルアンサンブルによる演奏会 14:45〜15:15

催 し

情報BOX 福岡市政だより
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演 応募等のはがきの料金は 63 円です。



2/

20
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　アメリカ・ワシントン州ヤコルト出身のラスト・アリシャ・スザンヌさん
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、２月３日以降に
同財団へ。

2/

21
●金
他

3ＮＰＯのためのファシリテーション講座

　団体内でのコミュニケーション方法などを学びます。d２月21日㈮、
28日㈮午後２時半〜４時半 ※希望回のみの参加可lあすみん（中央
区今泉一丁目）i市民公益活動推進課a711-4927f733-5768t市内
で活動するNPOやボランティア団体に所属する人c各30人（先着）y無
料e電話かファクス、メール（m koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募
事項と希望日、参加人数、団体名、団体内で会議等を行う際に困って
いることがあればその内容を書いて、２月１日以降に同課（市役所７
階）へ。来所、市ホームページでも受け付けます。

2/

22
●土

2スポーツフェスタ

　体力チェックの他、卓球やソフトバレーボール、バドミントンなどさ
まざまな種目を体験できます。屋内用運動靴を持参。d午後１時〜４
時l市民体育館（博多区東公園）i市スポーツ協会事業課a645-
1233f645-1220y無料e不要

2/

22
●土

3友泉亭公園　庭木の剪
せんてい

定教室

　松の木の剪定方法を学びます。園内で実技もあり。d午前10時〜
正午li同公園（城南区友泉亭）af711-0415c10人（先着）y無料

（入園料別）e電話か来所で、２月１日以降に同公園へ。

2/

26
●水

3便利で暮らしに役立つ キャッシュレスセミナー

　初心者向けキャッシュレスの使い方講座の他、キャッシュレスを活用
した便利なサービス（家計簿・シェア傘等）の紹介もあり。d午後１時半
〜３時半lフクオカグロースネクスト（中央区大名二丁目）i経営支
援課a441-2027f441-3211c80人（先着）y無料e電話かファクスで
同課へ。市ホームページでも受け付けます。

2/

27
●木

3さざんぴあ博多　コサージュ作り

　造花やリボンなどを使って２種類のコサージュを作ります。d午後１
時から（２時間程度）liさざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）
a502-8570f502-8571c15人（先着）y1,500円e電話か来所で、２月３
日以降に問い合わせ先へ。

2/

28
●金

4
城南区難病講演会
特発性大

だいたい

腿骨頭壊
え し

死症について
　講師は福岡大学病院整形外科の教授・山本卓明氏、県特発性大腿
骨頭壊死症友の会の大垣堅太郎氏。d午後２時〜４時l城南区保健
福祉センター（城南区鳥飼五丁目）i城南区健康課a831-4261f822-
5844c60人（先着）y無料e電話かファクスで、２月３日以降に同課へ。

2/

29
●土

2博多障がい者フレンドホーム
藍染め体験〜エコバッグとバンダナ染めに挑戦〜

　高校生以下は保護者同伴。d午後１時半〜３時li同ホーム（博多
区西月隈五丁目）a586-1360f586-1397c10人（抽選）y1,000円e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、２月１日〜15日（必着）に同ホームへ。来所、ホー
ムページでも受け付けます。

2/

29
●土

2路線バスにのって、ものづくり体験 in かなたけの里公
園

　路線バス（金武橋本線）で同公園へ移動し、ポン酢とマグネットを作
ります。d午前10時10分〜午後０時40分l集合・解散は地下鉄橋本駅
i交通計画課a711-4393f733-5590t小学生以上（小学生は保護者
同伴）c30人（抽選）y無料（交通費実費として中学生以上520円、小
学生260円が必要）eはがき（〒810-8620住所不要）かメール（m kot
su@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年
齢を書いて、２月20日（必着）までに同課へ。当選者のみ通知。

2/

29
●土

3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、２月３日以降に同センターへ。

2/

29
●土

3西障がい者フレンドホーム
つまみ細工で作るコサージュ

d午前10時〜正午li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-
7037t市内に住む障がいのある人（介助者等も参加可）c10人（抽選）
y500円e電話かはがき（〒819-0005西区内浜１-５-54）、ファクス、来所
で、２月１日〜15日（必着）に同ホームへ。

2/

29
●土

3アクロス・文化学び塾　海を渡った装身具

　２月28日㈮から佐賀県立名護屋城博物館（唐津市）で開催する「海を
渡った装身具」展の内容を同博物館の学芸員が紹介します。d午後２
時〜３時半lアクロス福岡セミナー室２（中央区天神一丁目）iアクロ
ス福岡文化観光情報ひろばa725-9100f725-9102c70人（先着）
y500円e電話か来所で問い合わせ先へ。ホームページでも受け付け
ます。

2/

29
●土

3雁の巣レクリエーションセンター
補助輪なしはこわくない 自転車乗り方安全教室

d午前９時半〜11時半li同センター（東区奈多）a606-3458f607-
9057t補助輪なしの自転車に乗るのが苦手な５歳〜小学３年生と保
護者のペアc30組（抽選）y１組500円e往復はがき（〒811-0204東区
奈多1302-53）かファクスに参加者全員の応募事項を書いて、２月18日

（必着）までに同センターへ。来所、ホームページでも受け付けます。

博多障がい者フレンドホーム　定期教室

　⑨⑩の「ボッチャ」は障がい者向けに考案された球技です。いずれも連続講
座。休講日・時間など詳細は問い合わせを。li同ホーム（博多区西月隈五丁目）
a586-1360f586-1397t市内に住む障がいのある人e電話かファクス、来所で
２月１日〜３月15日に同ホームへ。

内容 開講日 費用
①水彩画教室 ４／１〜来年３／17の第１・３水曜日 1,000円
②油絵教室 ４／１〜来年３／17の第１・３水曜日 1,000円
③健康体操教室 ４／３〜来年３／19の第１・３金曜日 無料
④陶芸教室 ４／４〜来年３／20の第１・３土曜日 1,000円
⑤美文字教室 ４／７〜来年３／16の第１・３火曜日 無料
⑥パークゴルフ教室 ４／８〜来年３／24の第２・４水曜日 １回500円
⑦フリーアート教室 ４／10〜来年３／26の第２・４金曜日 1,000円
⑧水中ウォーキング教室 ４／10〜来年３／26の第２・４金曜日 無料
⑨レクリエーションボッチャ教室 ４／11〜来年３／13の第２土曜日 無料
⑩博多ボッチャクラブ教室 ４／11〜来年３／27の第２・４土曜日 無料
⑪アロマヨガ教室 ４／12〜来年３／14の第２日曜日 無料

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２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。



3/

4
●水

2ファビオ・ビオンディ＆エウローパ・ガランテ

　ビバルディの「四季」全曲などを演奏します。未就学児は入場不可。
d午後７時から（２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-
9102yS席6,000円、A席4,000円（学生券2,000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。

3/

6
●金
他

3知的障がいや発達障がいのある人を支援するボランティ
ア入門講座

　知的障がい者・発達障がい者への接し方などを学びます。d３月６
日㈮、13日㈮午前10時〜午後３時（連続講座）lふくふくプラザ（中央
区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会ボランティアセンターa713-
0777f713-0778t講座修了後、ボランティアとして活動できるおおむ
ね50歳以上c30人（先着）y無料e電話かファクスで、２月１日以降に
同センターへ。

3/

7
●土

3元気 長生き いきいき健康セミナー
日常生活を軽快に 時短メニューで理想のカラダづくり

　市健康づくりサポートセンターの健康運動指導士が話します。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、
２月１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。

3/

7
●土
他

3公開講座「博多マイスター塾」
①貴金属・装身具加工講座②タイル張り講座

　講師は、市が「博多マイスター」として認定した①貴金属細工加工工
の丸山尊祿氏②タイル張工の坂本隆生氏・川上則安氏。①はシル
バーリングの型を、②はタイルを使った鍋敷きを作りながら、知識や
工程などを学びます。d３月①７日㈯②14日㈯午前10時〜午後１時
l①クラフトルーム HAKATA（博多区博多駅前四丁目）②福岡商工会
議所（博多区博多駅前二丁目）i地域産業支援課a441-3303f441-
3211t①貴金属加工②タイル張工に関連する ▽業務に従事している

▽専門学校等に通っている ▽将来職に就くことを希望している―の
いずれかに該当する中学生以上c①９人②10人（いずれも抽選）y①
5,000円②3,000円e郵送（〒812-0011博多区博多駅前２-９-28 福岡商
工会議所２階）かファクス、メール（m chiikisangyo.EPB@city.fukuoka.
lg.jp）に応募事項（学生・社会人を明記）と応募の動機を書いて、２月１
日〜16日（必着）に同課へ。市ホームページでも受け付けます。当選者
のみ通知。

3/

7
●土
他

2海づり公園　ファミリー・グループ五目釣り大会

d３月７日㈯、８日㈰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人以上のグループ（中
学生以下は保護者同伴）c各100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）かファクスに応募事項
と参加人数を書いて、１月25日〜２月28日（必着）に同公園へ。ホーム
ページでも受け付けます。

3/

8
●日

2障がい者駅伝大会 in 海の中道海浜公園

　１周1.5kmの周回コースで７周（７区間）を走ります。申込方法など詳
細は情報プラザ（市役所１階）、さん・さんプラザ（南区清水一丁目）で
配布する申込書で確認するか問い合わせを。申込書はホームページ
にも掲載。d午前９時半〜午後２時l同公園（東区西戸崎）i市障が
い者スポーツ協会a781-0561f781-0565t障がいのある小学５年生
以上c40チーム（抽選。１チーム７人、健常者は２人まで参加可）y１
チーム2,000円e申込書を１月29日〜２月12日（必着）に同協会へ。

3/

11
●水

3東図書館　がんについての情報講座
知ることからはじめよう 乳がんのこと

　医師が分かりやすく話します。相談も可。d午後２時〜３時半lなみ
きスクエア（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973c50
人（先着）y無料e電話か来所で、２月１日以降に東図書館（なみきス
クエア内）へ。済生会福岡総合病院がん相談支援センター（a771-
8151）でも受け付けます。

3/

14
●土

2 F
フ ク オ カ

UKUOKA A
ア ジ ア

SIA D
デ ザ イ ナ ー ズ

ESIGNERS S
シ ョ ー

HOW 2020 ①トークショー
②アフターパーティー

　デザイナーのARAKI SHIRO氏を迎え、トークショーを開催。午後６時か
らはファッションショーもあり。d①午後３時半〜５時②７時〜９時l市
美術館（中央区大濠公園）iQuantize（クォンタイズ）af791-2522c 

①170人②60人（いずれも先着）y①一般1,800円、高校・大学・専門学
校生1,200円（当日はそれぞれ2,000円、1,500円）、中学生以下無料②
3,500円eチケットはホームページで購入を。

3/

20
●●金・祝
他

2背振少年自然の家　せふりチャレンジクラブ

　自然の家周辺にあるダム巡りや、豆腐づくり体験をします。集合は市
役所。d３月20日（金・祝）午前10時〜21日㈯午後３時（１泊２日）li同施設

（早良区板屋）a804-6771f804-6772t小学４年〜中学生c30人（抽選）
y5,000円eはがき（〒811-1113早良区板屋530）かファクス、メール（m 
mail-inquiry@sefuri.fukuoka-shizennoie.jp）に応募事項と性別、保護者氏
名・携帯電話番号、同施設からの復路交通手段（市役所着の送迎バスま
たは自家用車）を書いて、２月24日（必着）までに同施設へ。ホームページ
でも受け付けます。

3/

29
●日

3親子バドミントン教室

　基本を学んだ後、親子対決や練習試合を行います。d午前９時半〜
午後４時l中央体育館（中央区赤坂二丁目）i市バドミントン協会・花
本a070-5540-3848f201-7111t市内に住む小学生と保護者c30組

（先着。１組２〜４人）y１組1,000円e往復はがき（〒810-0044中央区六
本松３-11-25-803）で２月１日以降に同協会へ。

2000年都市の歴史資源と地域共創シンポジウム 
①早良みなみ編②博多旧市街編

　各地域の歴史や文化財を題材に、専門家が歴史資源の活用について講演やパ
ネルディスカッションを行います。詳細は問い合わせを。d２月①20日㈭②25日㈫
午後２時〜５時（開場は１時半）l①西南コミュニティーセンターホール（早良区
西新六丁目 西南学院大学構内）②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文化財活用課a711-4982f733-5537c①200人②
100人(いずれも先着)y無料e①不要②ファクスかメール（m fukurekikyougikai 
@city.fukuoka.lg.jp）で、２月１日以降に同課へ。定員を超えた場合のみ通知。

催 し はかた伝統工芸館　博多人形 雛
ひな

人形展

　さまざまなサイズの雛人形＝写真＝約45点を展
示・販売。d２月６日㈭〜18日㈫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）x水
曜li同館（博多区上川端町）a409-5450f409-
5460y入場無料

催 し

青葉公園　子ども硬式車椅子テニス教室

　詳細は問い合わせを。d３月〜来年４月の月・木・金曜日午後５時〜６時（月12回
程度。連続講座）li同公園（東区青葉四丁目）a080-2733-2868f691-5725t

車いすを利用している小中高生c10人（先着）y月5,500円e電話かメール（m 
sp466ne9@road.ocn.ne.jp）で、２月１日以降に同公園へ。

講座・教室

情報BOX 福岡市政だより
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室



お知らせ
和白・博多・中央・城南・西図書館
を休館します

　図書整理のため、２月17日㈪〜25日
㈫は休館します。i市総合図書館a 

852-0600f852-0609
①東部工場②東部資源化セン
ター③東部埋立場のごみの受け
入れを休止

　点検等により、次の通り休みます。①
２月６日㈭〜25日㈫②火災後復旧作業
のため当面受け入れ停止③２月24日

（月・休）i①同工場a691-2999f691-29 
92②同センターa691-0831f691-02 
05③同埋立場a976-1851f976-1863
板付基地返還促進協議会が陳情
活動を行いました

　福岡空港内の米軍施設の早期全面
返還について、同協議会が11月18日、
19日に外務省、防衛省および国会議
員に陳情を行いました。詳細は市ホー
ムページに掲載。i総務企画局総務
課a711-4044f724-2098
競争入札参加資格審査の追加申
請を受け付けます

　福岡市（水道局、交通局を含む）が
発注する工事と製造の請負、委託、物
品の購入とリース、物品の売り払いの
令和２・３年度競争入札参加資格審査

（追加申請）を２月３日〜３月６日に市
ホームページで受け付けます。既に
登録済みの区分については申請でき
ません。詳細は市ホームページで確
認を。i財政局契約課、契約監理課

▽ 工事＝a711-4182か711-4184 ▽ 委
託＝a711-4181か711-4185 ▽ 物 品＝
a711-4186 いずれもf733-5442、水
道 局 契 約 課a483-3127f483-3251、
交通局経理課a732-4118f721-0754
どんたく参加者（パレード・演舞
台）説明会

　５月３日（日・祝）、４日（月・祝）開催の「博多
どんたく港まつり」参加希望者は必ず
出席してください。d２月22日㈯ ▽パ
レード＝午後１時半から ▽演舞台＝午
後３時から（各１時間程度）l市役所
15階講堂i福岡市民の祭り振興会
a441-1170f441-8557y無料e初参
加の団体は電話で２月14日午後５時
までに同振興会へ連絡を。
一人親家庭に①就学支度資金②
修学資金を貸し付けます

　一人親家庭の児童（寡婦が扶養す
る子を含む）が高校などに進学する
際、入学金や学費などの支払いが困
難な場合に貸し付けます（所得制限あ
り）。貸付限度額は高校・高専・大学な
ど学校の種類により異なります。詳細
は問い合わせを。【申込期間】①２月３
日〜３月31日②４月１日〜30日i各区
子育て支援課家庭児童相談室
かなたけの里公園「農業体験農
園」の利用者を募集

　指導員の下、苗の植え付けから収
穫までを実施。20種類以上の野菜を
作り、持ち帰ります。定期的な講習会
もあり。詳細はホームページで確認
するか問い合わせを。d４月１日㈬〜
来年３月31日㈬li同公園（西区金
武）af811-5118t市内に住む人c 

60区画（抽選）y４万2,000円e往復は
がき（〒819-0035西区金武1367）で２月
１日〜10日（消印有効）に同公園へ。

救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（①②③大人に対する方法
④子どもに対する方法⑤両方）を学びます。詳細は問い合わせを。i救急課
a791-7151f791-2994t市内に住むか通勤・通学する人y無料e電話で各申込
先へ。受け付け開始は２月①③１日②④⑤12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
３／６㈮ 中央消防署（中央区那の津二丁目）a762-0119 40人
３／17㈫ さいとぴあ（西区西都二丁目） a806-0642 30人
３／23㈪ 城南消防署（城南区神松寺二丁目）a863-8119 30人

②入門（夜間）３／12㈭ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） a791-7151 30人

③普通１
３／７㈯ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目）a475-0119 40人
３／10㈫ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人
３／15㈰ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人

④普通３ ３／19㈭ 消防本部 a791-7151 30人
⑤上級 ３／17㈫ 40人
　※時間は①午前10時〜11時半②午後７時〜８時半③④午前10時〜午後１時⑤午
前９時〜午後５時。応急手当普及員講習と応急手当普及員再講習については救急
課へ問い合わせを。

講座・教室

市美術館

x月曜（祝休日のときは翌平日）li市美術館（中央区大濠公園）a714-6051 
f714-6071t①〜⑤不問⑥60歳以上c①〜④なし⑤54人（先着）⑥20人（抽選）
y①〜④観覧料＝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⑤⑥無料（⑥はコレクション展観覧料が必要）e①〜⑤不要⑥往復はがき

（〒810-0051中央区大濠公園１-６）かメール（m workshop@fukuoka-art-museum.
jp）に代表者の応募事項（メールの場合はメールアドレスも）、参加者全員の氏
名・生年月日を書いて、３月１日（必着）までに市美術館へ。

内容 日時
①コレクション展 近現代美術 朝倉文夫・摂・響子（彫
刻家・朝倉文夫と娘二人の作品を展示します） 開催中〜４／19㈰9:30〜

17:30（入館は17:00まで）②コレクション展 近現代美術 渡辺千尋（銅版画の作
品約20点を展示します）
③コレクション展 松永記念館室 茶道具の「次第」（古
い茶道具とそれに付随するさまざまな物の総称であ
る次第を、名品と共に展示します） ２／４㈫〜４／12㈰9:30〜

17:30（入館は17:00まで）
④コレクション展 古美術 近世絵画名品展（開催中の
特別展 大浮世絵展に合わせて、名品を展示します）
⑤つきなみ講座 R1と美術館〜画期的に新しい一年〜

（市美術館の職員が自身の仕事、展示、研究等につ
いて話します）

２／15㈯15:00〜16:00
（14:30からレク チャー
ルームで受け付け）

⑥いきヨウヨウ講座 自分色をつくる（絵を鑑賞後、自
分の気分にぴったりな色の絵の具を作ります） ３／15㈰10:00〜13:00

催 し

まもるーむ福岡

　①②③⑤小学３年生以下④小学生⑥小学生以下は保護者同伴。⑥は南公園
（中央区南公園）へのバス移動あり。liまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）

a831-0669f831-0670t①③⑤⑥不問②小学１〜３年生④小学生以上y無料
e①③当日午後１時から電話か来所で受け付け。②④⑤⑥電話かメール（m mam
oroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、２月１日午前10時以降に同施設へ。

内容 日時 定員
（先着）

①映像シアター おなかを痛くする悪いやつのお
話（食中毒予防等について学びます） ２／８㈯15:00〜15:30 25人

②ラボで体験 カッテージチーズを作ろう
〜たんぱく質の不思議〜 ２／15㈯10:30〜11:00 20人

③映像シアター 野鳥の森へピクニック（福岡の
野鳥について学びます） ２／15㈯15:00〜15:30 25人

④特別講座 福岡で楽しむ 超身の周りの昆虫たち ２／22㈯10:30〜12:00 40人
⑤ミラクルラボ体験教室 ちりめんじゃこワールド２／22㈯15:00〜15:30 25人
⑥環境連絡交流会 （環境活動に取り組む人向
け。動物写真家と草花や小動物を撮影し、写真に
ついて語り合います）

３／８㈰13:30〜16:30 20人

講座・教室Ｓ
エスディージーズ

ＤＧｓ強化月間 in 市総合図書館

　SDGs（持続可能な開発目標）17項目を理解するための催しを開催。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせを。x月曜（祝休日のときは翌平日）li同図書
館（早良区百道浜三丁目）a852-0600f832-1588c①②なし③④40人（先着）y①
③④無料②入場無料e①②不要③④電話か来所で、２月１日以降に同図書館へ。

内容 日時
①JICA（国際協力機構）の活動展示、国連および
SDGs関連書籍展示

２／４㈫ 〜３／１㈰10:00〜
20:00（日・祝休日は19:00まで）

②SDGｓ関連物産展（自然農法野菜やバオバブ商
品などを販売）、世界各国の国旗の缶バッチ作り ２／11（火・祝）10:30〜15:00

③SDGsカードゲームワークショップ、JICA海外協
力隊員の体験談 ２／23（日・祝）13:00〜16:30

④参加型講演会「世代を超えてSDGsを語ろう」 ２／24（月・休）13:00〜16:00

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
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申込書の配布】１月27日から発達教育
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、各出張所などで。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】２月14日（消印
有効）までi同センターa845-0015 
f845-0025

保護課職員を募集
　【募集職種】①生活保護面接相談
員②生活保護の長期入院患者等支援
職員【勤務場所】各区保護課【資格】
次のいずれかを満たす人。他要件あ
り。 ▽社会福祉士か精神保健福祉士
の資格を有し、社会福祉に関する相
談業務の経験を３年以上有する ▽社
会福祉主事の任用資格を有し、生活
保護業務か社会福祉に関する相談業
務の経験を３年以上有する【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】保護課

（市役所12階）で。市ホームページに
も掲載。②は各区保護課にもあり【申
込期間】２月①12日②17日（いずれも
必着）までi保護課a711-4231f71 
1-4232
市立小中学校・特別支援学校の年
休代替等職員を募集

　職員の休暇時などに職務を代行し
ます。【募集職種】①特別支援学校介
助員②特別支援学校給食介助員③
小・中学校看護師【資格】①②不問③
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）、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】２月14日（消印有効）までi同セン
ターa845-0015f845-0025

アミカス相談専門員を募集
　電話、面接での相談業務等に従事。

【資格】次のいずれかを満たす人。 ▽

臨床心理士か精神保健福祉士の資格
を有し、実務経験を２年以上有する ▽

保健師か助産師の資格を有し、実務
経験を２年以上有する ▽児童、婦人、
母子相談機関において実務経験を２
年以上有する【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】アミカス（南区高
宮三丁目）、情報プラザ（市役所１階）、
各区情報コーナー、各出張所などで。
市ホームページにも掲載【申込期間】
２月７日（消印有効）までiアミカス
a526-3755f526-3766
市緑のまちづくり協会契約職員

（事務職）を募集
　公園の運営管理業務、都市緑化推
進の普及啓発業務（庶務・経理業務）
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】同協会総

ふくふくプラザ福祉図書･情報室
を休室します

　図書整理のため、２月18日㈫〜24日
（月・休）は休 室します。i同 室a731-
2946f731-2947
福岡都市圏飲酒運転撲滅キャン
ペーン「ミニ・生命（いのち）のメッ
セージ展」

　飲酒運転による交通事故などで命
を奪われた犠牲者一人一人の等身大
の人型パネルを展示。本人の写真や
家族がつづったメッセージなどで命
の大切さを訴えます。２月14日㈮から
３月27日㈮までの間に古賀市、久山
町、宗像市、粕屋町、大野城市、新宮町
で順次開催。詳細はホームページで
確認を。i総務企画局企画課a711-
4085f733-5582
４月１日㈬から青葉公園（東区）の
駐車場を有料化します

　駐車料金は１時間ごとに100円（12
時間ごと最大500円）、24時間利用可
能。iみどり活用課a711-4367f733- 
5590

あん摩・マッサージ・指圧等は保
健所に届け出をしている施術所
の利用を

　「あん摩、マッサージ若（も）しくは
指圧、はり又はきゅう」業を行うには国
が認定した学校・養成施設で３年以上
学んだ後、国の免許を取得すること
が必要であり、違反した場合は罰則も
定められています。マッサージ等は、
有資格者による施術を受けるように
しましょう。i地域医療課a711-4264 
f733-5535、各区健康課

しごと

各区維持管理業務 直営工事作業
員を募集

　道路や下水道、河川の維持補修業
務に従事。【資格】道路や下水道、河川
等の土木作業の経験を有する人【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】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】２月４日（必着）ま
でi河川課a711-4497f711-4466
埋蔵文化財資料整理補助職員を
募集

　【任用期間】４月〜来年３月の指定さ

　※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。

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】２月10日

（必着）までi同課a822-5831f822- 
5848

市民相談員を募集
　各区役所の市民相談室で電話や面
談による相談対応、相談記録等の作
成業務などに従事。【資格】自治体職
員としての勤務経験を３年以上、また
は行政機関等の相談員の経験を有す
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】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 】２月10日（必着）までi広聴課
a711-4067f733-5580
駐車場施設課「附置義務指導員」
を募集

　駐車場法、「福岡市建築物における
駐車施設の附置等に関する条例」「福
岡市自転車等駐車場の附置及び建設
奨励に関する条例」に基づく窓口対
応、書類審査、受け付け、現場完了検
査に従事。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27日か
ら同課（市役所６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】
２月10日（必着）までi同課a711-4443 
f733-5591

適正排出指導員を募集
　ごみ置き場設置届の受け付けやご
みの収集経路、出し方に関する電話・
窓口相談などに従事。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】収集管理課（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】２月12日（必着）まで
i同課a711-4346f733-5907

国際関係・広報啓発事務職員を募集
　通訳・翻訳、広報印刷物のチェック
や発送事務などに従事。【資格】実用
英語技能検定準１級またはTOEIC800
点以上（同等の資格も可）。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】環境政策課（市役所13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【申込期間】２月14日（必着）まで
i同課a733-5381f733-5592

森林の仕事ガイダンス in 九州
　九州各県の林業関係者が就業など
についての個別相談に応じます。d２
月９日㈰午前10時〜午後４時半l天
神ビル11階（中央区天神二丁目）i県
水源の森基金a732-5450f733-8872 
y無料e不要

れた期間【募集案内・申込書の配布】埋
蔵文化財課（市役所14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】２月11日（消印有効）までi同課a 

711-4667f733-5537

板付遺跡①指導員②管理人を募集
　板付遺跡（博多区板付三丁目）の運
営や維持管理に従事。【資格】①歴史・
考古学等の分野を大学などで履修
し、文化財または社会科等の教育に
関する実務経験を有する人②施設等
での受け付け業務の経験を１年以上
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】板付遺跡、文化財活用課

（市役所14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】２
月５日（必着）までi同課a711-4666 
f733-5537
①母子巡回健康相談車助産師（育
休代替）②母子保健助産師③母子
保健訪問職員等を募集

　【資格】①②助産師③保健師または
助産師。いずれも他要件あり【任用期
間】①４月１日〜11月14日（予定）②③
４月１日〜来年３月31日（②③は再任
用あり）【募集案内・申込書の配布】こ
ども発達支援課（市役所13階）、情報
プラザ（同１階）、各区保健福祉セン
ターで。市ホームページにも掲載【申
込期間】２月７日（必着）までi同課
a711-4178f733-5534
南・城南・早良・西区医薬務事務指
導員（薬剤師）を募集

　医薬務事務、医療機関・薬事施設の
立ち入り検査、医療安全相談等の業
務に従事。【資格】薬剤師【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】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】２
月３日〜14日（必着）i早良区健康課
a851-6567f822-5733

屋外広告物指導員を募集
　市屋外広告物条例に違反している
屋外広告物の是正指導などに従事。

【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31日から都市景観室（市役所４
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】２月14日

（必着）までi同室a711-4395f733- 
5590

市立小中学校の学校生活支援員
を募集

　配慮を要する児童生徒に対する学
校生活の支援や学習活動のサポート
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・
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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

お知
らせ しごと



一般任期付職員を募集

　世界水泳選手権福岡大会の準備・
開催に関する業務などに従事。【資
格】民間企業等において、関係業務の
職務経験を直近10年中７年以上有す
る人【任用期間】４月１日〜令和４年３
月31日【募集案内・申込書の配布】世
界水泳準備担当（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】２月７日（消印有効）まで
i同担当a711-4938f733-5595
国際部 国際渉外担当員（英語）を
募集

　通訳・翻訳業務、アジア太平洋都市
サミット等に関する業務に従事。【資
格】次の全てを有する人。他要件あ
り。 ▽通訳の実務経験３年以上 ▽実用
英語技能検定１級またはTOEIC900点
以上（同等の資格も可） ※日本語を
母国語としない場合は日本語能力検
定１級（同等の資格も可）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】２月１
日からアジア太平洋都市サミット担当

（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】２月21日

（消印有効）までi同担当a711-4028 
f733-5597
環境・エネルギー対策事務職員を
募集

　補助金交付事業の審査・交付業務
などに従事。【資格】家庭の省エネエ
キスパートなど環境・エネルギー対策
課が指定する資格または同種の業務
に関する実務経験を有する人。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】同課（市役所13階）、情報プラ
ザ（同１階）、ハローワーク福岡中央（中
央区赤坂一丁目）などで。市ホーム
ページにも掲載【申込期間】１月27日
〜２月７日（必着）i同課a711-4282 
f733-5592

診療放射線技師を募集
　各区保健福祉センター等で診療放
射線業務および事務処理等に従事。

【資格】診療放射線技師免許を有する
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】情報プラザ（市役
所１階）、各区健康課で。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】２月３日〜17日

（必着）i保健予防課a711-4270f 

733-5535
シゴトーーク（学生と地場企業の
交流イベント）

　「働く意義」や「福岡で働く魅力」な
どをテーマに、地場企業の社会人と語
り合います。d２月15日㈯午後１時〜

６時lFFBホール（博多区博多駅前二
丁目）i福岡中小企業経営者協会
a753-8877f753-8870t県内に住む
か通学する大学生・短大生c50人（抽
選）y無料e電話かファクスで、２月
12日までに同協会へ。ホームページ
でも受け付けます。
自分に合った仕事を探そう 適職
相談キャンペーン

　キャリアコンサルタントがチェック
シートを使って、仕事上の強みを分析
します。希望者は２月21日㈮に九電ビ
ジネスフロント（中央区天神二丁目）
で実施するキャリアデザインセミ
ナーにも参加可。時間など詳細は就
労相談窓口ホームページで確認を。
d２月20日㈭までの平日l各区就労
相談窓口i市就労相談窓口a733-
0717f711-1682t求職中の人（大学
生、専門学校生も可）、転職・キャリア
アップを考えている人y無料e電話
で問い合わせ先へ。ホームページで
も受け付けます。
老人福祉センター東香園　アク
ティブシニア就業企業合同説明会

　高齢者を積極的に雇用している企
業による説明会。個別面談もあり。d

２月６日㈭午後１時〜３時li同園（東
区 香 住ケ丘 一 丁 目 ）a671-2213f 

671-2214t市内に住むおおむね60歳
以上c30人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で、２月１日以降に同園
へ。定員を超えた場合のみ通知。
老人福祉センター長生園　アク
ティブシニア創業支援講座

　テーマは「シニアの創業 事業計画
の立て方と創業の準備」d２月27日㈭
午後３時〜４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60歳以上c10人
（先着）y無料e電話かファクス、来所
で、２月１日以降に同園へ。定員を超え
た場合のみ通知。
労働教育講座「労働条件は違って
いいの？〜正規・非正規雇用労働
者の待遇差を考える〜」

　講師は弁護士の西野裕貴氏。d２月
５日㈬午後７時〜８時半（開場は６時
半）l福岡商工会議所２階（博多区博
多駅前二丁目）i県労働政策課a 

643-3585f643-3588c50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.fukuoka.lg.jp）で
同課へ。定員を超えた場合のみ通知。
初心者のための「販売のお仕事」
セミナー

　販売・接客の仕事内容や求められ
る能力について学びます。コンビニの
レジ体験もあり。d２月20日㈭午後１
時半〜４時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
住むおおむね60歳以上c30人（先着）
y無料e電話かファクスで、２月３日
以降に同事務局へ。
①広報統計専門員②読書相談補
助員等を募集

　【資格】①雑誌等の広報、ウェブサイ
トの企画制作などの実務経験をおお
むね５年以上②なし【勤務場所】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】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】２月３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（南区高宮三丁目）
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】２月15日（消印有効）までi市総合
図書館運営課a852-0618f852-0609
令和２年度市立学校臨時教職員
の選考試験の申し込み受け付け

　随時受け付け。【募集区分】講師、養
護助教諭、学校栄養職員、実習助手、
事務職員【資格】講師、養護助教諭、学
校栄養職員は免許を有するか取得見
込みの人。実習助手、事務職員は資格
条件なし【実施要項・申込書の配布】
教職員第１課（市役所11階）で。市ホー
ムページにも掲載。i同課a711-4754 
f733-5536

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３
級講習 ▽「AutoCADによる建築と機械
部品図面作成」講習 ▽初心者から学
べる第二種電気工事士試験受験対策
講習 ▽商業簿記３級講座 ▽資格も取
れる 仕事で使える色彩検定（基礎か
ら２級）講座―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a671-6831 
f672-2133

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

相 談

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

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（祝休日を除
く）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）a716-3344f 

716-3394t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。

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。d３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）af 

738-0073t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（今回は内部障が
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。d２月
19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

d２月22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「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。d２月15日㈯午前10時
〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l博多市民センター５階（博多区山王
一丁目）i県行政書士会a641-2501 
f641-2503y無料e不要

働く人のライフサポート相談会
　仕事や子育て・介護、法律等、暮らし
に関わる悩みや不安についての相談
に弁護士などが応じます。d２月８日
㈯午前10時〜午後４時lイオンモー
ル香椎浜店１階（東区香椎浜三丁目）
i福岡地域労働者福祉推進協議会
a283-5280f283-5251y無料e不要

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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植物画コンクール入賞作品展
d①２月22日㈯〜３月８日㈰午前９時〜
午後５時②３月９日㈪〜15日㈰午前10時
〜午後６時（15日は４時まで）l①同園
②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）y無料（①は入園
料別）
園芸講座〜多肉植物を育ててみよう〜
　多肉植物で寄せ植えを作ります。d２
月26日㈬午後１時半〜３時半c20人（抽
選）y2,000円（入園料別）e往復はがき
かファクスに応募事項とファクスの場合
はファクス番号も書いて、２月12日（必
着）までに同園へ。ホームページでも受
け付けます。

プラネタリウムライブ コズミックダンス
　映像と音楽で構成するライブ。d３月
14日㈯午後６時半〜７時半c220人（先
着）y全席自由。中学生以上2,200円、小
学生1,000円、未就学児無料（座席を使う
場合は小学生料金が必要）e２月12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。

　※いずれも18歳未満は保護者同伴。
申し込みはホームページでも受け付け
ます。
今宿の四季をたのしむ〜野鳥編〜
　散策しながら、野鳥の観察をします。
d２月20日㈭午前10時半〜午後０時半
c20人（先着）y500円e電話かはがき
で、２月８日以降に同センターへ。
きのこのコマ打ち体験教室
　キノコの菌が付いた木材を原木に打
ち込む駒打ち体験をし、できたホダ木を
持ち帰ります。d３月８日㈰午前10時〜
午後２時c30組（抽選。１組４人まで）y１
組2,000円e往復はがきで２月１日〜21日

（必着）に同センターへ。

節分 ぜんざい販売
d２月３日㈪午前11時から（なくなり次
第終了）y300円（展示棟入館料別）e

不要
古文書はじめて講座 博多史料に挑戦
　古文書の読み方や郷土史について学
びます。初心者向け。d３月27日〜６月
26日の第４金曜日午後１時半〜３時半

（連続講座）l冷泉公民館（博多区上川
端町）c20人（抽選）y2,000円e電話か
ファクス、メール（m furusatokan＠haka
tamachiya.com）、来所で３月１日までに同
館へ。当選者のみ通知。

　※いずれも託児あり（６カ月〜小学３
年生。無料。子どもの名前、年齢・月齢を
書いて①申し込みと同時に②③各開催
日の10日前までに申し込みを。②③は
先着順）。申し込みは電話かファクス、
メ ー ル（ ①m amitosho@city.fukuoka.
lg.jp②m amikas.soudan@city.fukuoka.
lg.jp③m amikas@city.fukuoka.lg.jp）に
応募事項と①は希望日（第２希望まで
可）も書いて①アミカス図書室②③アミ
カスへ。来所、ホームぺージでも受け付
けます。申込期間は①２月９日まで②③
２月１日以降。①は当選者のみ通知。
①託児で安心　アミカスBOOKタイム
　託児付きで読書やDVD視聴ができま
す。d２月27日㈭〜29日㈯午前10時〜

11時50分i同図書室a534-7593f534-
7595t６カ月〜小学３年生の子どもの保
護者c各15人（抽選）y無料
②よりよい夫婦関係のためのアサーショ
ン講座
　自分も相手も大切にするコミュニケー
ション法を学びます。d３月１日㈰午前10
時〜午後０時半c30人（先着）y無料
③女性のエンパワーメント講座 「女性
の貧困〜その情報、真実ですか？〜」
　新聞記者の下崎千加氏から、正確で
必要な情報の選択の仕方を学びます。
d３月８日㈰午後２時〜４時t女性c30人

（先着）y無料

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）

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

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

アミカス（男女共同参画推進センター）

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

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）

今宿野外活動センター
〒819-0163 西区今宿上ノ原217-２
a806-3114 f806-3115
o午前９時〜午後4時半（10月〜3月）
x月曜（祝休日のときは翌平日）

「博多町家」ふるさと館
〒812-0039 博多区冷泉町６-１0
a281-7761 f281-7762
o午前10時〜午後６時 ※入館は閉
館30分前まで x第４月曜（祝休日の
ときは翌平日）

映像ホール・シネラ　上映スケジュール
オリンピック記録映画特集
２月

５日㈬ 民族の祭典(２)
６日㈭ 世界の若者たち　他(11)、美の祭典(２)

７日㈮
美と力の祭典　メルボルン・オリン
ピックの記録(11)、ロンドン・オリン
ピック(２)

８日㈯ 白い恋人たち／グルノーブルの13日
(11)、ローマ・オリンピック　1960(２)

９日㈰ 美の祭典(11)、民族の祭典(３)
11日
(火・祝)

世界の若者たち　他(11)、ロンドン・
オリンピック(２)

12日㈬ 時よとまれ、君は美しい／ミュンヘ
ンの17日(２)

13日㈭ 銀界征服(11)、憎しみなき闘い(２)

外国人のためのゲーム大会
　異なる言語を話す人同士でも楽しめ
るボードゲームの他、かるたやけん玉な
どの日本のゲームも体験できます。日
本人も参加可。d２月29日㈯午後１時半
〜３時半i同図書館a852-0632f852-
0631t小学生以上（小学生は保護者同
伴）y無料e不要
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

（入場無料）。d３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 yok
atai@tbknet.co.jp）、来所で、２月１日以
降に同図書館へ。

14日㈮ 白い恋人たち／グルノーブルの13日
(11)、ローマ・オリンピック　1960(２)

15日㈯ 銀界征服(11)、美と力の祭典　メル
ボルン・オリンピックの記録(２)

16日㈰
時よとまれ、君は美しい／ミュンヘ
ンの17日(11)、第21回オリンピック
大会(２)

19日㈬ 1998長野オリンピック　名誉と栄光
の物語(11)、札幌オリンピック(２)

20日㈭ ホワイトロック(11)、東京オリンピック(２)
21日㈮ ハンド・イン・ハンド(11)、太陽のオリ

ンピア―メキシコ1968―(２)
22日㈯ ハンド・イン・ハンド(11)、栄光の16日(２)
23日
(日・祝)

ホワイトロック(11)、スポーツよ、君
は平和だ！(２)

24日
(月・休)

マラソン(11)、太陽のオリンピア―
メキシコ1968―(２)

27日㈭ 第21回オリンピック大会(11)、
スポーツよ、君は平和だ！(２)

28日㈮ マラソン(11) 、栄光の16日(２)
29日㈯ 憎しみなき闘い(11) 、札幌オリン

ピック(２)
３月

１日㈰
1998長野オリンピック　名誉と栄光
の物語(11)、東京オリンピック(２)

　※（11）＝午前11時、（２）＝午後２時、（３）＝
午後３時。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。
　※２月９日は午後２時〜２時50分（開場は１
時半）に「オリンピック記録映画の歴史と復
元」をテーマとした講演もあり（料金は映画
とセット）。講師はオリンピック記録映画復
元担当者のエイドリアン・ウッド氏。

２月のおはなし会
　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。t０〜２歳児と保護者、幼児、
小学生c各40人（先着）y無料e不要

出演者 ALLI（アリ）
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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

２月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①は上履きを持参、会場は西体育館（西区拾六町一丁
目）。c①②③なし④20組（先着。１組１個）⑤20組（先着）y①②③無料④１組100円
⑤１個200円e①②③不要④⑤電話かファクス、来所で、２月④１日⑤４日以降に同
会館へ。

内容 日時 対象
①あいくるがやってくる（親子あそび） ２／５㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児 
②みんなであそぼう（２／９＝ドッヂビー、２／
16＝積み木）

２／９㈰13:30〜14:30、
16㈰14:00〜16:00 小中高生

③お手玉あそび ２／15㈯14:00〜15:30 幼児〜高校生 
④おもちゃ病院 ２／16㈰10:00〜14:00 幼児〜高校生 
⑤木育おもちゃのひろば ２／19㈬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。
４月から始まるクラブ（手作り、焼き物、将棋など）の参加者を募集
　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。締め切りは３月３日（必着）。

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）

l①〜④同センター⑤大濠公園（中央区）e①〜④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。⑤不要

内容 日時 対象・定員 費用
①１日糖尿病教室

（食事療法、運動療法） ３／７㈯10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円
（食事付き）

②30歳代のヘルシースクール
（個別健康相談） ３／８㈰、22㈰14:00〜16:00 各10人（先着） 無料

③禁煙教室 ３／14㈯10:00〜11:30 20人（先着） 1,000円
④食事チェックから始めよう

「気軽に糖尿病教室」 ３／16㈪13:30〜15:30 12人(先着) 500円

⑤ニコニコペース健康教室
（ウォーキング）

３／21㈯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）

３月の講座
y①〜④⑦〜⑪無料⑤500円⑥250円
e電話かファクス、メール（m f_kaigon 
@fukuwel.or.jp）、来所で、２月１日以降
に同センターへ。

内容・日時 定員（先着）
①とことんやさしい体の動かし
方　３／２㈪10:00〜12:00 20人

②もしもに備える遺言
３／４㈬13:30〜15:30 45人

③安心して出かけよう
３／５㈭14:00〜16:00 40人

④おむつを知って上手に当てよ
う　３／７㈯11:00〜13:00、
12㈭10:00〜12:00

３／７＝15人
３／12＝20人

⑤テーマ別料理教室「体にやさ
しい塩分制限食」
３／10㈫10:00〜13:00

30人

⑥自助具製作教室（革製バッグ
ハンドルカバーを作ります）
３／14㈯14:00〜16:00

10人

⑦とことんらくらく車いす移乗
３／16㈪10:00〜12:00 20人

⑧気になる老後のお金
３／18㈬13:30〜15:30 45人

⑨生活を助ける「自助具」
３／21㈯11:00〜13:00、
26㈭10:00〜12:00

３／21＝15人
３／26＝20人

⑩とことんベッドの上でらくら
く移動　３／23㈪10:00〜12:00 20人

⑪人生の最終段階をともに生
きる　３／24㈫14:00〜16:00 45人


