
福北連携コーナー
国際車いすテニストーナメントを観戦しよう

　試合日程・時間など詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d３月
６日㈮〜８日㈰午前９時からl北九州穴生ドーム（北九州市八幡西区鉄竜一丁
目）他i国際車いすテニストーナメント大会事務局・松本a090-8625-3773 
f093-481-3142y無料e不要

〒 810-8620 は市役所専用の郵便番号です。市役所の住所を書かなくても郵便物が届きます。

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

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

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
☎847-1099

平 日 内科、小児科 ▼  午後7時半〜翌朝6時半

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

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

　※内科・小児科・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。

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

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

内科・小児科
日・祝休日の
午前９時
〜午後４時半

南 541-3299
博多 441-0020

内科城南 831-7979
西 882-3145

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

●外科当番医（２月後半の日・祝休日）
２月16日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761

佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
２月23日（日・祝）
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目6-25）	 a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
２月24日（月・休）
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811

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

2/

21
●金

2多様な人との交流の場「共働カフェ」

　NPO、企業、行政などさまざまな人が集います。NPOなどが取り組む
事例の発表もあり。d午後７時〜９時l市役所15階講堂i市民公益活
動推進課a711-4283f733-5768c50人（先着）y無料e電話かファク
ス、メール（m koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と団体に所属
する人は団体名も書いて、同課へ。
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21
●金
他

2福岡大学建築展〜卒業計画・設計課題優秀作品展〜

　優秀設計作品（図面と模型）や論文などの研究成果を展示。展示物
の作者である学生から説明を聞くこともできます。d２月21日㈮〜23
日（日・祝）午前10時〜午後５時lアクロス福岡１階 アトリウム（中央区天
神一丁目）i同大学工学部建築学科・宮崎、田中a871-6631f865-
6031y無料
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22
●土
他

2博多伝統芸能館　公演

　博多芸妓（げいぎ）による唄や舞=写真、お座敷遊びの体験など。d

２月22日㈯午後１時〜１時50分、27日㈭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）f 

441-1149c各20人（先着）y3,000円e

電話かファクス、メール（m fkkdent
ou@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
の人数も記入）、希望日を書いて、同会
へ。ホームページでも受け付けます。
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●●日・祝

3災害時外国人支援セミナー
災害時通訳・翻訳ボランティアスキルアップ講座

　過去の災害の経験から、地域防災と多文化共生を考えます。講演後
に「わたしたちのまちの多文化防災を考える」ワークショップもあり。
d午後４時〜６時半l県国際交流センターこくさいひろば（中央区天
神一丁目 アクロス福岡）i同センターa725-9200f725-9206t通訳・
翻訳ボランティア、在住外国人、行政職員などc50人（先着）y無料e

電話かファクス、メール（m info@kokusaihiroba.or.jp）、来所で、２月15
日以降に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。
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●●日・祝

2市介助犬普及キャンペーン

　介助犬の役割や利用方法などを説明します。介助犬の仕事の実演
などもあり。d午前11時、午後１時、２時半からlエルガーラ・パサー
ジュ広場（中央区天神一丁目）i九州補助犬協会af327-0364y無料
e不要
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●火

2老人福祉センター長生園　長生園オレンジカフェ

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

2/

26
●水
他

3福岡共同公文書館
公開講座「はじめてのくずし字講座」

　テキストや辞書の選び方と使い方、仮名文字資料の解読実習など、
くずし字解読の基礎を学びます。d２月26日㈬、３月11日㈬午後２時〜
４時（連続講座）li同館（筑紫野市上古賀一丁目）a919-6166f919-
6168t18歳以上の初心者c40人（抽選）y無料e電話かはがき（〒 
818-0041筑紫野市上古賀１-３-１）、ファクス、メール（m kobunsyokan@
pref.fukuoka.lg.jp）で、２月20日（必着）までに同館へ。来所でも受け付
けます。

市福祉有償運送運転者講習会

　要介護者や障がい者などの移送サービスを行うボランティア運転手を養成。
d３月21日㈯午前９時〜午後６時、22日㈰午前９時〜午後１時（連続講座）lもも
ち文化センター会議室（早良区百道二丁目）i高齢福祉課a711-4881f733-
5587t市内の福祉有償運送実施団体登録者および登録予定者（定員に満たな
い場合は前記対象者以外も可）c10人（抽選）y1,000円（前記対象者以外は１万
6,000円）e２月14日から市ホームページに掲載、または情報プラザ（市役所１階）
などで配布する申込書を２月17日〜29日に同課へ。

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

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年２月15日 14催し 講座

教室
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3
●火

3初心者向け 健康ボウリング教室

d ▽ A・Bコース＝３月３日〜４月７日の火曜日。Aは午後３時〜５時、Bは
午後７時〜９時 ▽Cコース＝３月４日〜４月８日の水曜日午後２時〜４時

▽D・Eコース＝３月５日〜４月９日の木曜日。Dは午後２時〜４時、Eは午
後７時〜９時 ▽Fコース＝３月６日〜４月10日の金曜日午前10時半〜午
後０時半（いずれも連続講座）lフラワーボウル（博多区銀天町三丁
目）i県ボウリング連盟・秀嶋a090-9794-7113f573-8815c各コース
20人（抽選）y2,000円（保険料別）e電話かファクス、メール（m fro
nt@flowerbowl.net）に応募事項と希望するコースを書いて、３月３日ま
でに問い合わせ先へ。
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4
●水
他

2高齢運転者講習会〜シミュレーターによる実技体験〜

　交通安全について学べる体験型の講習。d３月４日㈬、12日㈭午前
10時〜11時半lふっけいコアセンター（南区花畑四丁目 運転免許試
験場内）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17日以降に同課へ。
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●土

3自転車安全利用推進員講習会

　自転車安全利用教育や啓発などを行う推進員を養成するための講
習。d午前10時〜正午l市役所15階講堂i生活安全課a711-4061 
f711-4059t市内に住むか通勤する人c250人（先着）y無料e電話
かファクス、メール（m seikatsuanzen.CAB@city.fukuoka.lg.jp）、来所

（市役所７階）で、２月17日以降に同課へ。
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●土

2海が好き いきものが好き
地行浜いきものプロジェクト大感謝祭

　海の専門家による地行浜探検ツアー、ダイバーや博士のなりきり体
験、貝殻フォトフレーム作り、ミニミニ水族館などのイベントを開催。
小学生以下は保護者同伴。詳細はホームページで確認を。d午前10
時半〜午後４時lまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）他i地行浜
いきものプロジェクト実行委員会af407-6970y無料e不要（一部は
当日配布する整理券が必要）
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●土

4市民公開講座「大人も子供も気をつけよう 家族みんな
で考える慢性腎臓病（CKD）」

　専門医による予防についての講演や、パネルディスカッションを行
います。相談コーナーもあり。d午後１時半〜３時l天神スカイホール

（中央区天神一丁目 西日本新聞会館）i市医師会地域医療課a852-
1501f852-1510c400人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m 
chiiki@city.fukuoka.med.or.jp）で、２月15日以降に同課へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

東障がい者フレンドホーム　定期教室

　いずれも連続講座。対象など詳細は問い合わせを。li同ホーム（東区松島
三丁目）a621-8840f621-8863y無料e電話かファクス、来所で、２月15日〜３月
15日に同ホームへ。

内容 開講日
はがき絵 ４／10〜来年３／26の第２・４金曜日10:30〜12:00
リズム遊び ４／11〜来年３／27の第２・４土曜日10:30〜11:30、11:30〜

12:30
リラックスヨガA ４／11〜来年３／13の第２土曜日14:00〜15:00
大人の絵画 ４／16〜来年３／18の第１・３木曜日10:30〜12:00
３B体操教室 ４／17〜来年３／19の第３金曜日16:15〜17:30

親子リトミック ４／21〜来年３／16の第１・３火曜日10:00〜10:45、11:00〜
11:45

幼児リトミック ４／21〜来年３／16の第１・３火曜日16:00〜16:45、16:45〜
17:30

講座・教室

応募等のはがきの料金は 63 円です。
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27
●木

3ボートレース福岡
ドライフラワーを使ったミニコサージュ作り

d午前11時〜午後０時半、１時半〜３時lボートレース福岡（中央区那
の津一丁目）iアノンセa771-3166f771-3344t20歳以上の女性c

各15人（抽選）y無料（入場料別）eはがき（〒810-0041中央区大名２-３
-３-903）かファクスに応募事項と希望時間、ファクスの場合はファクス
番号も書いて、２月20日（必着）までに問い合わせ先へ。当選者のみ２
月24日までに通知。
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●木

4ＵＲＣ（福岡アジア都市研究所）都市セミナー「福岡のスマートシティ
戦略と今後の展望〜世界に誇れるスマートシティを目指して〜」

　講師は福岡地域戦略推進協議会スマートシティ部会長の荒牧敬次
氏ら。d午後１時半〜４時lアジア美術館あじびホール（博多区下川
端町 リバレインセンタービル）i同研究所a733-5686f733-5680c 

100人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m event3@urc.or.jp）、
来所（市役所北別館６階）で、２月17日以降に同研究所へ。ホームペー
ジでも受け付けます。
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●土

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

d午前10時〜11時半li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-
0046t市内に住むおおむね60歳以上c20人（先着）y500円e電話か
ファクスで、２月15日以降に同園へ。
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●土

3もーもーらんど油山牧場　手作りアイスクリーム教室

d午前10時半〜11時半li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040 
t小学生以上（小学生は保護者同伴）c16組（先着。１組２人）y１組
700円e電話で２月15日以降に同牧場へ。ホームページでも受け付け
ます。
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1
●日

3中高生向けエンジニア座談会

　ITエンジニアを招き、プログラミングやエンジニアの仕事などにつ
いて話します。保護者の観覧も可。d午後１時〜２時半lフクオカグ
ロースネクスト（中央区大名二丁目）i創業支援課a711-4455f733-
5901c60人（先着）y無料e２月15日以降に市ホームページで受け付
けます。
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●日
他

2市障がい児・者美術展（福岡コアサイド・アート）

　①表彰式②入賞作品の展示を行います。d３月①１日㈰午後１時半
〜３時半②２日㈪〜８日㈰午前10時半〜午後７時半（最終日は５時ま
で）l①ふくふくプラザ１階（中央区荒戸三丁目）②ギャラリー風（中央
区天神二丁目 新天町北通り）i同展実行委員会事務局a713-1353 
f713-1393y無料e不要
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●日
他

2博多ガイドの会
中洲でまち歩き・初めてのバー体験コース

　中洲の人形小路、錦小路、中洲市場などのまち歩きの後、バーでカ
クテルのセミナーを行います。d３月１日㈰、２日㈪午後２時〜４時半l

集合は博多座前（博多区下川端町）i博多区企画振興課a419-1012 
f434-0053t20歳以上c各15人（先着）y1,800円e電話で２月17日
午前９時以降に同課へ。

3/

2
●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「倦

けんたい

怠感改善編」
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15日以降に同園へ。

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

福岡市政だより
令和２（2020）年２月15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/

7
●土

4ココロンセミナー
僕は目で音を聴く〜意外と知らない聴覚障害者の世界〜

　講師はデフ（聴覚障がい者）漫画家の平本龍之介氏。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-
1237f724-5162c70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）、来所で同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

3/

7
●土

2東図書館　初心者向け カードゲーム・ＴＲＰＧ（テー
ブルトーク・ロールプレイングゲーム）を楽しもう

　紙や鉛筆、サイコロなどの道具を使って、設定された世界観の中で
登場人物になりきり、参加者同士の会話で物語を進めていきます。
カードゲームもあり。d午後１時半〜４時lなみきスクエア（東区千早
四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973t中高生c10人（先着）y

無料e電話か来所で、２月15日以降に東図書館（なみきスクエア内）
へ。

3/

7
●土

3楽水園　炭盆栽教室

　空気の浄化や消臭に効果がある炭を使って盆栽を作ります。d午後
１時〜２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、３月１日以降に同園へ。

3/

7
●土

3月隈パークゴルフ場
パークゴルフ初心者教室

　講義と実技。中学生以下は保護者同伴。d午前９時〜正午li同ゴ
ルフ場（博多区月隈三丁目）a504-5333f586-5388c８人（先着）y 

1,000円e電話かファクス、来所で、２月15日以降に同ゴルフ場へ。

3/

7
●土

3一輪車乗り方教室

d午前９時〜正午l市民体育館（博多区東公園）i一輪車教室実行
委員会事務局・木村a090-7534-6343f566-4786t小学生c30人（先
着）y500円e電話かファクス、メール（m kimyura2006@yahoo.co.jp）
に応募事項と性別、保護者氏名、一輪車の有無を書いて、２月15日〜
29日に同事務局へ。

3/

7
●土
他

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　堆肥に使える材料と堆肥の作り方について話します。①野菜の植え
付け計画の立て方を学びます。カボチャ、ズッキーニ、トマトの種まき
もあり。②サツマイモ伏せ（温床）、ニンジンの間引きと追肥を行いま
す。d３月①７日㈯午後１時半〜３時②19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。

3/

8
●日

2西南杜
もり

の湖畔公園　花市場

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

3/

8
●日

2上秋月湖水源の森づくり

　市の水源地域・朝倉市で小石原川ダムの完成を記念した植樹や秋月
城跡の散策、地元の人との交流会など。d午前８時〜午後４時半l集
合・解散は市水道局（博多区博多駅前一丁目）i流域連携課a483-3194 
f483-3252t市内に住むか通勤・通学する小学５年生以上で、山中の傾
斜地で植樹作業ができる人（中学生以下は保護者同伴）c30人（抽選）
y1,000円eはがき（〒812-0011博多区博多駅前１-28-15）かファクス、メー
ル（m ryuiki.WB@city.fukuoka.lg.jp）で、２月25日（必着）までに同課へ。

3/

8
●日

2クリーン・エネ・パーク南部 住民開放デー

　工場見学（解説・特典付き）や菓子の販売など。詳細はホームページ
で確認を。d午前10時〜午後２時（工場見学は午前10時、10時半、11
時、11時半、正午から。各先着40人。９時45分から管理棟１階で整理券
を配布）lクリーン・エネ・パーク南部（春日市下白水）i創造の森a 

589-7800f589-7802t福岡都市圏に住む人y入場無料e不要

3/

8
●日
他

2
アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
①輪投げＴ

ツ リ ー

ＲＥＥ②寄せ植え教室
　①輪投げに成功すると観葉植物を持ち帰ることができます。②春か
ら夏まで楽しめる植物を使って寄せ植えを作ります。いずれも小学３
年生以下は保護者同伴。d３月①８日㈰午後１時半〜３時半②21日㈯
午前10時〜11時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980 
f661-8020c①30人②20人（いずれも先着）y①500円（２投）②1,000円

（入館料別）e①当日午後1時25分からぐりんぐりん前芝生広場で受
け付け②電話かファクス、来所で、２月21日以降に同公園へ。

3/

10
●火
他

3早良障がい者フレンドホーム
パソコン教室〜なんでも相談室〜

　パソコンの操作などについて質問できます。d３月10日〜31日の火
曜日午前10時〜正午（連続講座）li同ホーム（早良区百道浜一丁
目）a847-2761f847-2763t市内に住む肢体・内部障がいのある18歳
以上c６人（抽選）y無料e電話かファクス、メール（m y.ooba01＠fc-
jigyoudan.org）、来所で、２月16日〜23日に同ホームへ。

3/

11
●水

3さざんぴあ博多　初心者のためのフラダンス体験教室

d午前10時〜11時liさざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）a 

502-8570f502-8571t女性c15人（先着）y500円e電話か来所で、２
月18日以降に問い合わせ先へ。

3/

12
●木

2家族介護者の集い 〜心と体の健康講座〜

　リラックス効果のあるヨガと毎日の生活習慣を整えるための講座、
家族介護者同士の意見交換・懇談会を行います。d午後１時〜３時l

ふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会 地域福祉
課a791-6339f713-0778t市内に住み、在宅で家族を介護している
人c50人（抽選）y無料e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３
-39）、ファクス、メール（m chiiki@fukuoka-shakyo.or.jp）に応募事項と
誰を介護しているのか、介護している人の要介護（要支援）度を書い
て、３月２日（必着）までに同課へ。来所、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。

R60倶
く ら ぶ

楽部

l①六本松 蔦屋（つたや）書店（中央区六本松四丁目）②③あいれふ（中央区舞
鶴二丁目）④club Lab-Z REMIX（中央区天神三丁目）iアラカンフェスタ実行委員
会事務局a401-3456f739-6081y①②無料③9,000円（画材費別）④2,500円（１ド
リンク付き。前売りは500円引き）e①不要②③④電話かメール（m info@r60fes
ta.jp）で、２月17日以降に同事務局へ。

内容 日時 定員（先着）
①オトナ塾 今から始める免活（免疫力
UP活動）〜今年取り入れたい免疫体質
改善〜

２／21㈮13：00〜14：00
（受け付けは12：30から） 50人

②海外で英語を学ぶチャンス セカンド
ライフを楽しむ語学留学の今 ３／８㈰10：00〜12：00 30人

③ステップアップ 大人気 透明水彩画
教室 中級編

３／12〜５／21の第２・３
木曜日14：00〜15：30

（連続講座）
15人

④60、70年代サウンドで楽しむダンス
パーティー博多きらめきシアター ３／20（金・祝）16：00〜18：00 60人

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 講演



3/

12
●木

2緑のコーディネーターによる体験講座
カラーサンドアレンジ

　ガラスの器に色付きの砂を重ねて入れ、水
だけで育つ植物を植え込みます=写真。d午後
２時〜４時l早良市民センター（早良区百道二
丁目）i市緑のまちづくり協会みどり課a822-
5832f822-5848c20人（抽選）y700円eはがき

（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクス、
メール（m mms@midorimachi.jp）で、２月23日（必
着）までに同課へ。ホームページでも受け付け
ます。

3/

12
●木

3うつ病市民講演会「風の谷のナウシカの憂うつ〜母と子
の関係性の視点から〜」

　福岡大学医学部総合医学研究センター教授の西村良二氏がうつ病
について母子関係の視点から話します。d午後２時〜４時lあいれふ

（中央区舞鶴二丁目）i精神保健福祉センターa737-8825f737-8827 
c200人（抽選）y無料n６カ月〜就学前（無料。先着順）eはがき

（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）かファクス、メール（m phwb-uketuke@
city.fukuoka.lg.jp）、来所（あいれふ内）で、２月10日〜３月６日（消印有
効）に同センターへ。託児希望者は同センターに問い合わせの上、２月
28日までに申し込みを。手話通訳希望者は２月28日までに申し込みを。

3/

13
●金

4城南区難病講演会
下垂体のホルモンに関する難病について

　講師は福岡大学病院内分泌・糖尿病内科 診療准教授の田邉真紀
人氏。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a831-4261f822-5844t下垂体機能障害の患者
やその家族、医療従事者などc60人（先着）y無料e電話かファクス
で、２月17日以降に同課へ。

3/

14
●土

3博多の森ラン キッズラン（走り方教室）

　ランニングトレーナーが速く走る方法を教えます。d①午前10時〜
正午②午後１時〜３時l博多の森陸上競技場（博多区東平尾公園二
丁目）i東平尾公園a611-1515f611-8988t①年長・小学１年生②小
学２・３年生（①は保護者の参加も可）c各100人（抽選）y1,000円e電
話かファクス、メール（m rikujyo.hakatanomori@midorimachi.jp）に参加
者全員の応募事項を書いて、２月15日〜３月３日（必着）に同公園へ（1
通３人まで）。来所でも受け付けます。

3/

14
●土

2ジャズ イン 鴻
こうろかん

臚館
クロスロードコンサート〜令和の春風〜

　春・花・海などをイメージした曲を演奏します。詳細は問い合わせ
を。d午後２時〜３時（開場は１時半）li鴻臚館跡展示館（中央区城
内）af721-0282c200人（先着）y無料e不要

3/

14
●土

2さいとぴあ映画館「若草物語」「赤いハンカチ」

　九州大学ギターサークルによる演奏もあり。d午前10時〜午後３時
10分liさいとぴあ（西区西都二丁目）a807-8900f807-8895c200人

（先着）y高校生以上1,000円、中学生以下100円、座席を使わない乳
幼児は無料 ※全席指定eチケットは同施設で販売。

3/

14
●土
他

2子どものための地域舞台公演
「風の子あそびや とっぴんしゃん」

　劇団風の子九州所属の役者３人による舞台劇。３月14日㈯〜25日㈬
に城南・早良・西区の公民館、小学校体育館（全15カ所）で開催。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。i福岡西部子ども劇場
a841-4722f841-4724c各130人程度（先着）y４歳以上1,000円、ペア
券（３歳と保護者）1,500円、２歳以下無料。当日は各100円増しe電話か
ファクス、メール（m codomo-nj@nifty.com）、来所（早良区原一丁目）で
問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

3/

15
●日

4市民公開講座
腎臓病を考える〜腎臓をまもるご飯と運動〜

　専門医や管理栄養士、健康運動指導士、患者の家族が話します。d

午後１時半〜３時40分lクローバーホール（春日市原町三丁目 クロー
バープラザ）i県腎臓病患者連絡協議会a713-8020f733-4200c250
人（先着）y無料e電話かはがき（〒810-0044中央区六本松１-２-16）、ファ
クス、メール（m fjk@titan.ocn.ne.jp）に応募事項と質問がある人は質
問も書いて、同協議会へ。来所（中央区六本松一丁目）でも受け付け。

3/

15
●日

3西部運動公園　犬のしつけ方相談会

　犬の行動学を学んだボランティア団体のメンバーが、しつけ方や悩
みの相談に応じます。犬の同伴が必要。d午前11時〜午後２時li同
公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549c10人（先着。１人１頭）y無料
e電話か来所で、２月25日以降に同公園へ。

3/

16
●月

3プロドッグトレーナーに学ぶ パピーのためのしつけ方教室

　６カ月齢以下の犬との信頼関係の築き方や飼い主の心得などを学
びます。d午後２時〜４時lあにまるぽーと（東区蒲田五丁目）iふくお
かどうぶつ相談室a891-1231f891-1259t市内に住む犬の飼い主と
飼い犬、これから飼う予定の人c６組（先着。１組２人、１匹まで）y無料
e電話かファクスで、２月17日午前８時半以降に同相談室へ。

3/

21
●土

3災害ボランティア研修会

　突然発生する災害に対し強いまちを目指し、実践事例を通して災害
ボランティアの役割を学びます。d午後１時半〜４時半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-
0777f713-0778c30人（抽選）y無料e電話かはがき（〒810-0062中央
区荒戸３-３-39）、ファクスで、２月15日〜３月７日（必着）に同センターへ。

3/

24
●火
他

3高齢者パソコン教室（初心者向け）

　ワードを使って、案内状やカレンダーなどを作ります。d３月24日㈫
〜27日㈮午前９時半〜正午（連続講座）l老人福祉センター若久園

（南区若久六丁目）iアドバンa0120-957-255f481-3061t市内に住
む60歳以上（過去受講者を除く）c20人（先着）y1,430円e電話かファ
クスで、２月17日以降に問い合わせ先へ。

3/

25
●水
他

3ひとり親家庭の春休み学習教室

　大学生ボランティアによる学習支援やパソコン講師によるプログラ
ミング体験などを行います。d３月25日㈬〜28日㈯午後１時半〜３時半

（連続講座）liひとり親家庭支援センター（中央区大手門二丁目）
a715-8805f725-7720t市内に住む一人親家庭の小学３〜６年生c15
人（先着）y無料e来所で２月15日以降に同センターへ（月曜休館）。

3/

28
●土

3舞鶴公園　親子サッカー教室

　サッカーの基本動作などを学びます。d午前10時〜11時半、午後１
時〜２時半li同公園（中央区城内）a781-2153f715-7590t小学生
と保護者のペアc各15組（抽選）y無料eはがき（〒814-0133城南区
七隈６-21-10-201）に応募事項と希望時間を書いて、２月15日〜３月３日

（必着）にわかばスポーツ＆カルチャークラブへ。

「博多町家」ふるさと館　ひなまつり うちのおひなさま

　ひな人形やひな道具を展示します。d２月26日㈬〜４月３日㈮午前10時〜午後
６時（入館は５時半まで）x第４月曜li同館（博多区冷泉町）a281-7761f281-
7762y無料（展示棟入館料別）

催 し

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

福岡市政だより
令和２（2020）年２月15日 情報BOX11 催し 講座

教室 講演



福岡城　基金
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岡
城
は
、黒
田
官
兵
衛（
如

水
）・
長
政
親
子
に
よ
っ
て
現
在
の
中

央
区
城
内
に
築
城
さ
れ
ま
し
た
。47

余
り
の
櫓
を
配
置
し
た
と
い
わ
れ
、

日
本
で
も
有
数
の
規
模
を
誇
る
城

郭
で
し
た
が
、現
在
は
多
く
の
建
物

が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
は
現
在
、潮
見
櫓
な
ど
福
岡
城

の
歴
史
的
建
造
物（
櫓
・
門
等
）の

復
元
整
備
を
目
的
と
し
た
寄
付
金

を
、平
成
26
年
度
か
ら
15
年
間
の
計

画
で
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
寄
付
金
は「
ふ
る
さ
と
納
税
」と

し
て
扱
わ
れ
、住
民
税
や
所
得
税
の

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。ま
た
、１

万
円
以
上
寄
付
し
た
人
の
う
ち
、希

望
者
に
は
城
内
に
掲
示
す
る
芳
名

板
に
氏
名
を
載
せ
る
ほ
か
、金
額
に

応
じ
て
福
岡
の
特
産
品
や
福
岡
城

オ
リ
ジ
ナ
ル

グ
ッ
ズ
な
ど
を

進
呈
し
ま
す
。

　
詳
細
は
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市
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所
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階
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ど
で
配
布
の
チ

ラ
シ
ま
た
は
市
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ー
ム
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を
ご
覧
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だ

さ
い
。

福岡みんなの城基金

i史跡整備活用課 a711-4784 f733-5537 mshiseki.EPB@city.fukuoka.lg.jp

ふるさと納税で福岡城を復元しませんか

や
ぐ
ら

芳
名
板
は
城
内
施

設「
三
の
丸
ス
ク
エ

ア
」に
掲
示

芳
名
板（
例
）

表 裏

お知らせ
高齢者肺炎球菌予防接種の令和元
年度対象者は３月末までに接種を

　同接種の助成（自己負担4,200円）
期間は３月末までです。実施医療機関
や持参物など詳細は市ホームページ
で確認するか問い合わせを。【対象】
市内在住で過去に接種歴がなく、次
のいずれかに該当する人 ▽令和元年
度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、
90歳、95歳、100歳以上になる ▽60〜
64歳で、心臓・腎臓、呼吸器の機能お
よびHＩV（ヒト免疫不全ウイルス）によ
る免疫機能の障がいがある（身体障
害者手帳１級相当）。i保健予防課a 

711-4270f733-5535、各区健康課
市政アンケート調査にご協力くだ
さい

　市民の皆さんの声を市政に反映さ
せるため、年６回程度「市政アンケート
調査」を実施しています。住民基本台
帳から無作為に抽出した人に、協力員
就任を依頼する文書を２月中旬から
送付します。i広聴課a711-4067f 

733-5580
暮らしに役立つ生活衛生情報誌

「暮らし上手のヒントvol.８」を配
布中

　今号の内容は「肉
は中までしっかり加
熱しておいしく安全
に」「セアカゴケグモ 
どんなことに気をつ
けたらい い の？」な
ど。情報プラザ（市役
所１階）、各区衛生課
などで配布。i食品安全推進課a 

711-4277f733-5588
個人市県民税・所得税の申告はお
早めに

　２月17日㈪〜３月16日㈪に個人市
県民税の申告を各区課税課で受け付
けます。また、所得税の確定申告は各
税務署の申告会場などで受け付けま
す。確定申告書は申告会場や各税務
署、各区課税課で交付される他、国税
庁のホームページでも作成でき、電

子申告（e-Tax）に登録すればパソコン
等でオンライン送信できます。申告期
間の後半は窓口が混雑しますので、
早めの申告をお願いします。i ▽ 個
人市県民税＝各区課税課 ▽所得税＝
各税務署

総合図書館を休館します
　図書特別整理のため、３月９日㈪〜
16日㈪は休館します。i市総合図書
館a852-0600f852-0609
福岡城・城下町フォトコンテストの
作品を募集します

　Ａ：福岡城「彩」発見部門（舞鶴公園・
大濠公園で発見した四季の彩）、Ｂ：城
下町「再」発見部門（再発見した福岡
藩の城下町らしさ）の２部門で写真を
募集。詳細はホームページで確認を。
i同コンテスト実行委員会事務局
a716-8238f716-8254e写真（A４サ
イズでプリントしたもの）を郵送

（〒810-0042中央区赤坂１-12-15 読売
福岡ビル７階）で４月20日（必着）まで
に問い合わせ先へ。来所でも受け付
けます。
金属の付いた「不要入れ歯」はリ
サイクルできます

　リサイクルによる収益の一部はNPO
法人が行う公益的活動に対する補助
金として活用されています。【寄付手
順】汚れを落とし熱湯や入れ歯洗浄
剤で消毒した入れ歯を厚手の紙で包
み、ビニール袋に入れて密閉。市役所
１階、各区役所、各出張所などに設置
する不要入れ歯回収ボックスに投函
するか、封筒に入れて郵送（〒810-
8620住所不要）で市民公益活動推進
課へ。i同課a711-4283f733-5768
「市母子福祉会芙蓉（ふよう）基
金」一人親家庭等を支援する団体
に助成します

　詳細はホームページで確認するか
問い合わせを。【対象】市内で活動す
る社会福祉分野の団体等が実施する
事業や調査・研究など【助成金額】事
業に要する経費の９割（上限あり）【申
込書の配布】市社会福祉協議会地域
福祉課（中央区荒戸三丁目）、各区社
会福祉協議会で【申込期間】 ▽第１次
申し込み＝３月31日まで ▽第２次申し
込み＝４月１日〜９月30日（いずれも必
着）i同課a791-6339f713-0778

今号の表紙
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2西部ガス タグラグビーフェスタ

　タックルをしない、初心者向けの安全なラグビー「タグラグビー」を
体験および試合形式で楽しみます。d午前９時〜午後３時l平和台陸
上競技場（中央区城内）i県ラグビーフットボール協会・小野a090-
3607-8650f715-0585y200円e電話かはがき（〒810-0073中央区舞鶴
３-７-13）、ファクス、メール（m miyakeyr.ono@gmail.com）に応募事項と
メールアドレスを書いて、３月21日（必着）までに同協会へ。

5/
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2市民クルーズ　にっぽん丸で航
い

く京都伊根・隠岐４日間

　改装後、博多港初就航の同クルーズを10パーセント引きの旅行代
金で提供。定員（抽選）・料金など詳細は市ホームページに掲載、また
は各区情報コーナー、各出張所などで配布するチラシで確認を。d５
月30日㈯〜６月２日㈫３泊４日i観光ブランド・クルーズ課a711-
4559f733-5901t市内に住むか通勤・通学する人eメール（m crui
se@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項、市外に住む人は通
勤・通学している会社名・学校名を書いて２月28日までに同課へ。

城南障がい者フレンドホーム　４月から始まる定期教室

　いずれも連続講座。対象・料金など詳細は問い合わせを。li同ホーム（城南
区南片江二丁目）a861-1180f861-1123e電話かファクス、来所で２月15日〜３
月15日に同ホームへ。

内容 開講日
華道教室 ４／４〜来年３／６の第１・３土曜日13：30〜14:30、14:30

〜15:30
音楽教室（歌） ４／５〜来年３／28の日曜日10:30〜11:30
陶芸教室B ４／８〜来年３／24の第２・４水曜日10:00〜12:00
はがき絵教室 ４／９〜来年３／25の第２･４木曜日10:00〜12:00
基礎からイラスト教室 ４／10〜来年３／26の第２・４金曜日10:00〜12:00

音楽療法教室 ４／12〜 来 年３／28の 第２･４日曜日13:00〜13:40、
13:40〜14:20、14:20〜15:00

陶芸教室Ａ ４／15〜来年３／17の第１・３水曜日10:00〜12:00
書道教室 ４／16〜来年３／18の第１・３木曜日10:00〜11:30
ペン習字教室 ４／16〜来年３／18の第１・３木曜日13:00〜14:30

講座・教室

介護実習普及センター 
ミニ展示 寒さに負けない あったかグッズ

　履き口が広く開いて履きやすいブーツや、靴型湯たんぽなどを展示します。
d開催中〜２月29日㈯午前10時〜午後６時 ※18日㈫は休館li同センター（中
央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y無料

催 し

留学生から学ぶ外国語教室

　中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語など全17言語を学べます。詳細は問い合
わせを。d５月14日㈭〜来年２月17日㈬の原則週１回（連続講座）l市国際会館

（博多区店屋町）i福岡よかトピア国際交流財団事業課a262-1744f262-2700 
t小学生以上（小学生は保護者と共に受講。保護者の受講料も必要）c各クラ
ス20人程度（抽選）y３万5,000円（テキスト代別）e２月17日からホームページに
掲載、または同財団（博多区店屋町 市国際会館）、情報プラザ（市役所1階）など
で配布する申込書を３月16日（必着）までに同財団へ。

講座・教室

雁の巣レクリエーションセンター　①ノルディック・ウォーキ
ング教室②「福岡Ｊ・アンクラス」による初心者サッカー教室

　①２本のポール（ストック）を使った、運動効果の高い歩き方を学びます（３km程
度歩きます）。雨天中止。②女子サッカーチーム「福岡Ｊ・アンクラス」の選手が指
導します。d①月曜日午前10時〜11時半（祝休日を除く）②３月８日㈰午前10時半
〜正午li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①小学生以上②５
歳〜中学生の女子（今年４月時点。小学生以下は保護者同伴）c①各30人（先着）
②100人（抽選）y無料（①はポールレンタル代300円）e①当日午前９時45分か
ら球技場管理棟で受け付けます。②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（ファクスの場合はファクス番号も）を書いて、
３月１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。

講座・教室

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年２月15日 10

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室

お知
らせ

市ジュニア＆ユースソフトテニス教室

　詳細は問い合わせを。d４月〜来年３月の土曜日午後１時〜５時（連続講座） 
※日曜日（月１〜２回不定期）も開講l三菱電機体育館テニスコート（西区今宿
三丁目）i市ソフトテニス連盟af847-1350t小中学生c20人（抽選）y3,500
円e電話（a080-8397-6177・神﨑）かファクス（f836-9491）で申し込みを（随時受
け付け）。

講座・教室



海の中道「フラワーピクニック」 
花の植え付けボランティアを募集

　３月20日（金・祝）〜５月６日（水・休）に開催
される「フラワーピクニック」で、県と
市が出展する花壇に花を植えるボラ
ンティアを募集。参加証提示で植え付
け当日は入園料・駐車料無料となりま
す。詳細は問い合わせを。【植え付け
日時】３月７日㈯午前10時〜正午【場
所】海の中道海浜公園（東区西戸崎）

【対象】県内に住む人【定員】100人（抽
選）【申し込み】はがき（〒812-8577博
多区東公園７-７）かファクス、メール

（m park@pref.fukuoka.lg.jp）で、２月
21日（消印有効）までに県公園街路課
へ（１通10人まで）。ホームページでも
受け付けます。i同課a643-3757f 

643-3752

災害遺児手当制度をご存じですか
　交通・労働・不慮の災害で、父母ま
たはその一方が死亡（重度障がい者
となった場合を含む）した、義務教育
終了前の児童を扶養している保護者
に災害遺児手当を支給します。詳細
は問い合わせを。【対象】保護者・児童
共に本市に住み、住民基本台帳に登
録されている人（外国人を含む）【金
額】遺児１人につき月額4,000円【支給
時期】９月と３月i各区子育て支援課
西区歴史よかとこ案内人の「ボラ
ンティア・ガイド」を募集

　西区の史跡、寺社、古墳などを案内
するガイドの募集説明会を実施。d３
月７日㈯午後１時半〜４時l西市民セ
ンター（西区内浜一丁目）i同案内人
事務局・矢野a881-7128m  nishikuyo
katoko@gmail.comeはがき（〒819-0013 
西区愛宕浜１-16-６）かメールで、３月４
日（必着）までに同事務局へ。

「福岡市プレミアム付商品券」の
販売を終了します

　同商品券の販売期間は２月28日㈮
までです。購入引換券を持つ人は購
入引換券、購入代金、本人確認書類を
持参の上、商品券販売所で購入して
ください。詳細は購入引換券に同封
のチラシかホームページで確認を。
i福岡市プレミアム付商品券コール
センター（平日のみ）a0120-933-672 
m fukuokanext_premium@jbn.jtb.jp

市美術展の作品を募集
　３月31日㈫〜４月12日㈰に市美術館

（中央区大濠公園）で開催される同展
の作品を募集。出品者本人が制作し
た未発表の作品に限ります。応募作
品は直接搬入。審査後入選作品を展
示します。詳細は問い合わせを。【作
品搬入日】２月22日㈯、23日（日・祝）午前
10時〜午後５時i同美術館a714-60 
51f714-6071
キャリアアップ助成金（賃金規定
等改定コース）について

　最低賃金の引き上げに取り組む企
業が有期契約労働者等の基本給の賃
金規定等を２％以上増額改定し、昇給
させた場合、事業主に対して助成しま
す。要件あり。詳細は問い合わせを。

しごと

環境・エネルギー対策推進員を募集
　地球温暖化対策・再生可能エネル
ギーをテーマとした出前講座の実施
や省エネ推 進に関する事 務 補 助

（データ収集・分析）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
格か同等の知識を有する人。他要件
あり【任用期間】４月15日〜来年３月31
日（再任用あり）【募集案内・申込書の
配布】２月17日から同課（市役所13
階）、情報プラザ（同１階）などで。市
ホームページにも掲載【申込期間】２
月28日（ 必 着 ）までi同 課a711-42 
82f733-5592

扶養義務調査員を募集
　各区保護課で生活保護受給者の戸
籍調査業務等に従事。【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】保護課（市役
所12階）で。市ホームページにも掲載

【申込期間】２月21日（必着）までi保
護課a711-4231f711-4232

債権管理適正化推進員を募集
　各区保護課で生活保護廃止世帯に
係る返還金・徴収金の債権管理、納付
指導、相続人調査などの業務に従事。

【資格】次のいずれかの実務経験を１
年以上有する人 ▽官公署での税金等
の徴収事務 ▽金融機関や公的機関で
の融資・債権回収 ▽福祉事務所での
生活保護業務。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】保護課

（市役所12階）、情報プラザ（同１階）、
各区保護課で。市ホームページにも
掲載【申込期間】２月21日（必着）まで
i保護課a711-4231f711-4232

一般事務補助職員を募集
　東・博多・南・城南区健康課で、乳幼
児健康診査の受け付け業務等に従
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】２月10日から情報プラザ（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27日（必着）
までi各区健康課 ▽東a645-1077f 

651-3844 ▽博多a419-1095f441-005 
7 ▽ 南a559-5119f541-9914 ▽ 城南a 

844-1071f822-5844

食品衛生検査所 検査補助員を募集
　同検査所（中央区長浜三丁目 鮮魚
市場 市場会館12階）で器具洗浄、分
析補助、文書事務等に従事。【資格】
次のいずれかを満たす人 ▽学校等で
理化学実験を履修した経験を有する

▽試験・研究・検査機関等での勤務経
験を有する。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】同検査所、
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28日

（必着）までi同検査所鮮魚市場係
a711-6440f711-6439

母子保健事務職員を募集
　母子保健関係の支払い等に関する
業務に従事。【資格】医療事務の実務
経験を２年以上有する人。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

　※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。

i福岡労働局福岡助成金センター
a411-4701f411-4703
最低賃金引き上げのための業務
改善助成金のお知らせ

　次の①②を実施する中小企業事業
主に対して、業務改善助成金を支給し
ます。①事業場内で最も低い時間給
の引き上げ（25円以上）②労働能率の
増進のための設備・機器の導入、経営
コンサルティングの実施等。【支給
額】事業場内最低賃金を引き上げる
労働者数に応じて、上限額25〜450万
円。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。i福岡労働局企画
課a411-4717f411-4895
ふくおか「働き方改革」推進企業
を認定します

　【対象】市内に本店または主たる事
務所を有する企業【要件】年次有給休
暇の取得促進や仕事と子育ての両立
の支援など、市が定める基準を満たし
ていること【申請書の配布】市中小企
業サポートセンター（博多区博多駅前
二丁目 福岡商工会議所ビル２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【申請期間】３月２日
〜31日（ 消 印 有 効 ）i経 営 支 援 課
a441-1232f441-3211
糸島市と合同で不動産を公売し
ます

　市税滞納処分で差し押さえた不動
産を入札により公売します。詳細は市
ホームページまたは各区納税課で配
布する不動産公売広報で確認を。【入
札】２月18日㈫〜26日㈬に納税企画課

（市役所10階）で。i納税企画課a71 
1-4206f733-5598
公売財産 所在地 地積（床面積）地目

①土地 早良区重留
五丁目

240 .00 平
方㍍ 畑

②マン
ション

南区大楠一
丁目

（39 .69 平
方㍍） ー

③土地 博多区上牟
田一丁目

343 .80 平
方㍍ 宅地

④土地・
家屋

糸島市加布
里字塩屋新
開

132.29平方
㍍（100 .00
平方㍍）

宅地

⑤土地 糸島市前原
駅南一丁目

325 .00 平
方㍍ 宅地

⑥土地 糸島市志摩
新町字浜田

363 .65 平
方㍍ 宅地

⑦土地 糸島市志摩
船越字小田

965 .00 平
方㍍

雑種
地

県営住宅入居者を募集
　募集団地や戸数など詳細は情報プ
ラザ（市役所１階）、各区情報コー 
ナー、各出張所などで配布する募集
案内で確認を。【募集案内の配布・申
込期間】２月27日〜３月６日i県住宅
供 給 公 社 管 理 課a781-8029f722- 
1181

毎週末のイベント情報を紹介して
います

　週末に開催される市主催のイベン
トや展示会等の情報を、市ホームペー
ジ（「福岡市 今週末のおでかけ情報」
で検索）で紹介しています。掲載する
情報は毎週木曜日に更新します。i

広報課a711-4016f732-1358

布】２月10日からこども発達支援課
（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26日（必着）までi同課a711-
4178f733-5534

障がい者職場適応支援員を募集
　市教育委員会（市立学校含む）で働
く障がいのある人の労働習慣の構築
や業務指導、職場定着のためのサ
ポート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。 ▽

教育・福祉・医療機関、民間事業所等
で障がい者に対する職業相談、職業
指導、作業指導のうちいずれかの実
務経験を１年以上有する ▽普通自動
車運転免許（AT限定可）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】教
育委員会職員課（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】２月26日（消印有効）ま
でi同課a711-4609f711-4936
情報システム課 ＯＡ機器一元管
理事務支援員を募集

　【資格】民間企業等においてOA機器
またはそれに類する物品等の調達や
契約に関する事務経験を有する人。
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（市役所北別館９
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】２
月21日（必着）までi同課a711-4284 
f733-5594
市立病院機構育児休業代替有期
職員（運営本部・一般事務）を募集

　給与事務、庶務等に従事。詳細は
ホームページかハローワーク（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【申込期間】２月28
日（必着）までi市立病院機構法人運
営課a692-3422f682-7300
福岡地区障がい者対象合同企業
説明会

　事前に最寄りのハローワーク（公共
職業安定所）まで連絡を。d３月３日
㈫午後１時〜４時40分l福岡国際会
議場（博多区石城町）iハローワーク

▽福岡中央a712-8609（44♯）f725-
3465 ▽福岡東a672-8609（42♯）f67 
2-3000 ▽福岡南a513-8609（44♯）f 

513-8606 ▽福岡西a881-8609（42♯）
f883-5876
初心者のための①「コールセンター
のお仕事」②「マンション管理・ビル
メンテナンスのお仕事」セミナー

　①仕事内容や求められる技能につ
いての説明、電話応対の業務体験な
ど。②ビルの管理や清掃等に関する
基礎知識を学びます。ビルクリーニン
グ業務の体験もあり。d２月①27日㈭
②28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60歳以上c各30人

（先着）y無料e電話かファクスで、２
月17日以降に同事務局へ。

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール　h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日
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労働経営セミナー「職場のメンタル
ヘルスマネジメント・パワハラ対策
〜部下を病気にさせないために〜」

　講師は福岡産業保健総合支援セン
ターのメンタルヘルス対策促進員・
貫橋伸子氏。d２月25日㈫午後２時半
〜４時半（開場は２時）l福岡商工会
議所２階（博多区博多駅前二丁目）i

県労働政策課a643-3585f643-3588 
c50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。

市立小呂保育所の保育士を募集
　詳細はハローワーク（公共職業安
定所）で確認するか問い合わせを。

【任用期間】４月１日から（期限の定め
なし）【申込期間】３月15日までi市漁
業協同組合a809-1560f809-1594

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「ＪＷ＿ＣＡＤで建築図面作成」講
習 ▽「ビジネスパソコン」講習 ▽ガス
溶接技能講習 ▽「エクセルＶＢＡマク
ロ」講習 ▽「ホームページ作成（ＨＴＭＬ
／ＣＳＳ編）」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

福岡地区 合同会社説明会・面談会
d３月13日㈮午後１時〜４時半（開場
は午後０時半）l天神ビル11階（中央
区天神二丁目）i県30代チャレンジ
応 援 セ ン タ ーa720-8831f725-17 
88tおおむね39歳までの求職者（20
代も参加可）y無料e不要

心サポートネットa737-2345f737-
0500y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。

日時 会場
２／18㈫
３／24㈫

なみきスクエア１階（東区
千早四丁目）

３／19㈭ あいあいセンター７階（中
央区長浜一丁目）

　※時間は午前10時〜午後３時。

市民相談室 法律相談
　市役所と各区役所の市民相談室
で、弁護士による法律相談を実施して
います。t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

各７人（先着）y無料e電話か来所で、
希望日の１週間前（祝休日の場合は翌
開庁日）以降の午前９時〜午後５時に
各問い合わせ先へ。

場所・問い合わせ先 実施日
市役所
a711-4019f733-5580 月〜水曜日

東区役所
a645-1011f651-5097 木曜日

博多区役所
a419-1013f452-6735 水曜日

中央区役所
a718-1014f714-2141 金曜日

南区役所
a559-5010f562-3824 火曜日

城南区役所
a833-4010f844-1204 金曜日

早良区役所
a833-4308f846-2864 月曜日

西区役所
a895-7008f885-0467 木曜日

　※時間は午後１時〜４時。１人25分。

不動産の街頭無料相談会

　賃貸・売買などの不動産に関する
疑問や相談に応じます（宅地建物取
引業者を除く）。契約書類など関係書
類があれば持参。d３月14日㈯午前
11時〜午後４時l天神地下街１番街
イベントコーナー（中央区天神二丁
目）i全日本不動産協会福岡県本部
事務局a461-1125f461-1165y無料
e不要

相続登記はお済みですか月間
　相続登記手続きに関する相談に司
法書士が応じます。d開催中〜２月29
日㈯ ※申込時に最寄りの司法書士
事務所を紹介。相談日時は紹介先と
調整してください。i県司法書士会
事務局a722-4131f714-4234y無料
e電話（a0570-783-544 平日午前10
時〜午後４時）で、２月28日までに司法
書士総合相談センターへ。同事務局
のファクスでも受け付けます。
弁護士による天神地下街無料法
律相談会

d３月７日㈯正午〜午後４時（受け付け
は午前11時半〜午後３時半）l天神
地下街１番街イベントコーナー（中央
区天神二丁目）i天神弁護士セン
ターa741-3208f752-1330c40人（先 
着）y無料e不要

医師による不妊専門相談
　特定不妊治療指定医療機関の医師
が相談に応じます。d２月21日㈮午後
３時〜５時li不妊専門相談センター

（市役所地下１階）a080-3986-8872m 
f_funin@ybb.ne.jpt市内に住むか通
勤する人c３人（先着）y無料e電話
かメールで、２月15日以降に同セン
ターへ。

解雇・雇止め集中相談会
　労働者、雇用主いずれも相談可。d

２月19日㈬、20日㈭午前９時〜午後８時
（受け付けは７時半まで）。弁護士の相
談は20日㈭午後３時〜７時（受け付け
は６時まで）li福岡労働者支援事
務所（中央区赤坂一丁目）a735-61 
49f712-0497y無料e不要
暮らしと仕事に役立つ無料相談セ
ミナー＆無料相談会

　司法書士による①セミナー「ちょっ
とまって 中高年が知っておきたい
ネット消費者トラブル」②相談会。d２
月22日㈯①午後１時〜３時②３時〜４
時l県立図書館（東区箱崎一丁目）
i県司法書士会福岡東支部a663-
5530f663-5056c①40人②６組（いず
れも先着）y無料e電話かファクス
で、同支部へ。
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

相 談

スペシャルサイエンスショー なおやマ
ンのヘンテコトラベル「こびとのための
飛ぶショー〜飛びそーや の冒険〜」
　身の回りのもので作ったロケットや熱
気球を飛ばす実験をします。d２月24日

（月・休）午前11時〜11時半、午後1時半〜
２時c各90人（先着）y無料（基本展示
室の入場チケットが必要）e不要
プラネタリウム新番組①宇宙への旅②
ワンピース プラネタリウム
　①天文学の歴史や、これまでの観測
や探査で明らかになった太陽系の惑星
や銀河系内の星雲・星団などを映像で
紹介します。②アニメ『ワンピース』に登
場する「麦わらの一味」の冒険を星座や
宇宙をテーマに紹介します。いずれも時

間等詳細はホームページで確認を。
d①３月４日㈬〜６月８日㈪②３月４日㈬
〜７月中旬（予定）c各回220人（先着）
y大人510円、高校生310円、小中学生
200円、未就学児無料e当日同館３階で
チケットを販売。

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪３月１日㈰、８日㈰、10日㈫、15
日㈰、20日（金・祝）、22日㈰、28日㈯、29日
㈰午前９時〜10時（10日は午後６時〜７
時） ※③⑤は10日は休み⑫３月１日㈰、
10日㈫、15日㈰午前９時〜10時（10日は
午後６時〜７時）⑬３月22日㈰午前10時
〜正午t①は市国民健康保険加入者。
⑪は⑨か⑩の受診者で喫煙など一定の
条件の該当者c先着順y一部減免あり
n３カ月〜小学３年生（500円。希望日の
４日前までに要予約）e電話か来所、
ホームページで予約を。

内容 対象年齢 費用
①よかドック 40〜74歳 500円
②よかドック30 30〜39歳 500円

③胃透視検査 40歳以上 600円
④胃がんリスク検査 35歳か40歳 1,000円
⑤胃内視鏡検査 50歳以上の

偶数年齢者 1,800円

⑥乳がん検診 40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑦子宮けいがん検診 20歳以上 400円
⑧大腸がん検診 40歳以上 500円
⑨肺がん検診 40〜64歳 500円
⑩結核・肺がん検診 65歳以上 無料
⑪喀痰（かくたん）細

胞診検査 50歳以上 700円
⑫骨粗しょう症検査 40歳以上 500円
⑬歯周病検診 18歳以上 1,000円
　※３月15日㈰、22日㈰、28日㈯、29日㈰は、⑦
の検診を女性医師が行います。①②⑥の健(検)
診は全日程女性医師および女性技師です。

２・３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、会場は博多体育館（博多区山王一
丁目）。c①〜④なし⑤20組（先着）⑥20組（先着。1組１個）y①〜④無料⑤1個200
円⑥100円e①〜④不要⑤⑥電話かファクス、来所で、⑤２月20日⑥３月１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） ２／19㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児
②ふれあいひろば（お手玉あそび） ２／23（日・祝）14:00〜15:00 幼児〜高校生
③おもちゃのかえっこバザール（遊ばなくなった
おもちゃをポイントに交換して、別のおもちゃに
替えることができます）

２／24（月・休）13:00〜16:00 幼児〜高校生

④ひなまつり会（ひなまつりにちなんだ工作や
ゲームをします） ３／１㈰13:30〜15:30 幼児〜高校生

⑤木育おもちゃの広場 ３／11㈬10:00〜12:00 乳幼児
⑥おもちゃ病院 ３／15㈰10:00〜14:00 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。

ⓒ尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

らくらくシルバー体操・シルバー体操
　ストレッチやトレーニングなど。d４月
６日〜来年３月26日の月・金曜日 ▽らくら
くシルバー体操＝午前10時〜11時 ▽シ
ルバー体操＝午前11時15分〜午後０時
15分（いずれも祝休日・年末年始を除く）
t65歳以上c各回20人(抽選)y１回300
円e当日各30分前から15分前まで受け
付け。
Ｆトレ ４教室
　いずれも祝休日・年末年始を除く。
t18歳以上c各回20人(抽選)y１回500
円e当日各30分前から15分前まで受け
付け。

内容 日時
筋力トレーニング
＆ストレッチ

４／７〜来年３／23の火
曜日10:00〜11:00

からだほぐしリラッ
クス

４／９〜来年３／25の木
曜日11:45〜12:45

姿勢改善 ４／９〜来年３／25の木
曜日14:15〜15:15

ツールトレーニン
グ

４／11〜来年３／27の土
曜日11:15〜12:15

カラダ引き締め
　姿勢改善や筋力アップなどさまざま
な運動を行います。d４月10日〜５月29
日の金曜日午後２時45分〜３時45分（連
続講座）t18歳以上c25人（抽選）y 

4,800円eはがきかファクス、来所で、３
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。

市民体育館
〒812-0045 博多区東公園８-２　a641-9135 f641-9139
o午前９時〜午後10時（プールは午後９時まで）x毎月第３月曜（祝休日のときは翌平日）

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）

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

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）
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これからの自分らしいキャリアデザイン
のヒント
　転職、起業、会社勤務など、それぞれ
異なるキャリアを持つ女性によるトーク
セッション。参加者同士の交流会もあ
り。d３月14日㈯午後２時〜４時t女性
c30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３月４日までに申し込みを。先着
順）e電話かファクス、メール（m amik
as@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、２月15
日以降に同施設へ。ホームページでも
受け付けます。

市民感謝デー
　新鮮な魚介類を販売します。d３月14
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
　「イワシのちゃんこ鍋」を作ります。d

３月14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、３月４
日午後４時半までに同市場へ。当選者の
み通知。

考古学速報講座 甦（よみがえ）る出土
遺物
　発掘調査で出土した木製品や金属製
品などの中で平成30年度に保存処理を
実施した資料を紹介します。d２月22日
㈯午後１時半〜３時半（開場は午後０時
半）c200人（先着）y無料e不要

椿まつり
　昔ながらの機械を使った椿油搾り体
験=写真=の他、木の枝を使った色鉛筆
作り、竹馬や竹とんぼの講習など。椿油
の販売もあり。d３月15日㈰午前10時〜
午後３時y入場無料e不要

今宿やかつ祭り〜なんちゃって運動会
〜
　障害物競走や玉入れ競争などをアレ
ンジした運動会です。体育館シューズを
持っている人は持参してください。小学
生以下は保護者同伴。雨天時は中止。詳
細はホームペー
ジで確認を。d

３月15日㈰午前
10時〜午後３時

（受け付けは２
時まで）y200円

（３歳未満無料）
e不要

企画展示　茶人の書
　千利休、古田織部、小堀遠州、黒田如
水、嶋井宗室など博多にゆかりのある茶
人の書を紹介します。d２月26日㈬〜４
月26日㈰y一般200円、高大生150円、中
学生以下・市内に住む65歳以上無料

　※いずれも無料。小学３年生以下は
保護者同伴。
カブトガニ観察会
　「生きている化石」といわれるカブトガ
ニを間近で観察します。d２月29日㈯午
後３時〜３時半c25人（先着）e電話か
来所で当日午後1時から受け付けます。
特別講座　植物の力〜香（かおり）〜
　植物からアロマオイルを取り出す実
験をして、好みの香りを作ります。d３月
21日㈯午前10時半〜正午t小学生以上
c40人（先着）e電話かメール（m mamor
oom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、２月
15日午前10時以降に同施設へ。

フルーツ・ハウス・コンサート
　普段は果物の選果などを行う作業棟
で、ポップスなどのミニコンサートを開
催します。d３月１日㈰午前11時〜午後
２時半y無料e不要
園芸講座 さつき盆栽の植え替えと管理
　サツキの生育の基本である植え替え
作業を学びます。d３月１日㈰午後1時
半〜３時半c50人（先着）y無料e電話
かファクスで、２月23日以降に同公園へ。
早春の山野草展示会
d３月６日㈮〜８日㈰午前９時〜午後４時
半y無料

　※いずれも最終日の展示は午後５時
まで。入場無料。
本家鍋島緞通（だんつう）展
　佐賀の伝統工芸・
鍋島緞通=写真、約
20点を展示・販売。
d２月20日㈭〜25日
㈫
木村博多織手織り専門工房展
　博多織伝統工芸士・木村佐次男氏、娘
ゆき子氏による、帯や財布、ストールな
ど日常で使える博多織の作品約100点
を展示・販売。d２月27日㈭〜３月３日㈫

　※申し込みは往復はがきかファクスに
応募事項と①は希望日時を書いて、①２
月15日〜希望日の１週間前（必着）②２月
15日以降に同公園へ。ホームページで
も受け付けます。
①真鯛（マダイ）三枚おろし体験
　釣り堀から真鯛を釣り、アラ炊きを作
ります。d３月15日㈰、22日㈰午前10時、
11時、正午、午後１時、２時〜t18歳以上
c各回２人（先着）y2,200円
②カップル海づり大会
　重量賞・大物賞の上位者には賞品あ
り。d３月20日（金・祝）午前７時半〜11時
半t18歳以上を含むペアc30組（先着）
y2,200円

旬の植物ガイド
　解説員の説明を聞きながら、園内の
植物を観察します=写真。d３月14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（入園料別）e

不要

花畑園芸公園
〒811-1353 南区柏原七丁目571-１
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。

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）

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）

博物館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１
a845-5011 f845-5019
o午前９時半〜午後５時半（入館は閉
館30分前まで）x月曜（祝休日のとき
は翌平日）

ＮＰＯ広報講座
　広報手段の種類やチラシ作成のポイ
ント等を学びます。テーマは①「チラシ
の作り方」②「ニュースレター（刊行物）
の作り方」。d３月①６日㈮②17日㈫いず
れも午後７時〜９時 ※希望回のみの参
加も可t市内で市民公益活動を行う

（予定含む）ＮＰＯ法人、ボランティア団体
などc各20人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m info＠fnvc.jp）に応
募事項と団体に所属する人は所属する
団体名を書いて、２月15日以降に同施設
へ。来所でも受け付けます。定員を超え
た場合のみ通知。

あすみん （NPO・ボランティア交流センター）

〒810-0021 中央区今泉一丁目19-22 
天神クラス４階
a724-4801 f724-4901
o午前10時〜午後10時（日・祝日は
午後６時まで）x第４水曜

まもるーむ福岡 （保健環境学習室）

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

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。

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。詳細は問い
合わせを。

埋蔵文化財センター
〒812-0881 博多区井相田二丁目１-94
a571-2921 f571-2825
o午前９時〜午後５時（入館は午後４
時半まで）x月曜

３月の催し
　一部講座は材料を持参。④の会場は
さいとぴあ（西区西都二丁目）。t市内
に住むか通勤・通学する人 ※④⑤は販
売業者を除く（④は20歳以上）。⑥は小
学生と保護者のペアy①〜③500円④
〜⑦無料e①〜④⑥はがきかファクス、
来所で、①②２月21日③④２月22日⑥３月
６日（いずれも必着）までに同施設へ。⑤
不要⑦電話かファクス、来所で希望日の
３日前までに同施設へ。①②③⑥は当選
者のみ通知。

内容・日時 定員
①ズボンでショルダーバッグ作り
３／５〜19の木曜日13：00〜16：00

（連続講座）
15人

（抽選）

②パッチワークでＡ４サイズのバッ
グ作り　３／６〜27の金曜日13:00
〜16:00（３／20を除く連続講座）

15人
（抽選）

③帯でボストンバッグ作り　３／７
㈯、14㈯13:00〜16:00（連続講座）

15人
（抽選）

④フリーマーケットの出店（西区環
境フェスタと同時開催）
３／８㈰10:30〜15:30

16区画
（抽選）

⑤リユース陶器市
３／15㈰10：00〜14：00（不用になっ
た陶磁器の持ち込み、持ち帰り）

―

⑥親子で体験 古布ぞうり作り
３／22㈰13:00〜16:00

10組
（抽選）

⑦ハーブ入りリサイクルせっけん
作り 水曜日10：30〜11：30

各10人
（先着）

昨年の運動会
嶋井家文書・千利休書状（館蔵）

庚寅銘大刀（こういんめいたち）が出土した元岡古
墳群G-６号噴出土鉛ガラスと柏原古墳出土鉛ガラス

油山市民の森
〒811-1355 南区桧原855-４
a871-6969 f801-1463
o午前９時〜午後６時

春の元気フェスタ
　リユース陶器市、なぞ解き宝探し、３R
ものづくりワークショップなどのイベン
トを実施。d３月22日㈰午前10時〜午後
３時y入場無料e不要
３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 ※⑦は20歳以上
で販売業者を除くy①④⑧500円②300
円③200円⑤〜⑦無料（⑥は部品代別）
e①〜⑤⑧往復はがきかファクス、来所
で、①２月25日②３月２日③３月４日④３月
５日⑤３月９日⑧３月17日（いずれも必
着）までに同施設へ。②〜⑤はホーム
ページでも受け付けます。⑥電話かファ
クス、来所で、３月１日以降に同施設へ。
⑦往復はがきか来所で、３月５日（必着）

までに同施設へ。
内容・日時 定員

①帽子作り講座　３／６㈮、13㈮
10:00〜13:00（連続講座）

10人
（抽選）

②簡単はた織り講座
３／12㈭10:00〜13:00

10人
（抽選）

③入園・入学グッズお助け講座
３／14㈯10:00〜13:00

10人
（抽選）

④エコクッキング
３／15㈰10:00〜13:00

10人
（抽選）

⑤基本の包丁研ぎ講座
３／19㈭10:00〜12：00

５人
（抽選）

⑥おもちゃの病院
３／22㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

⑦フリーマーケットの出店
３／22㈰10:30〜13:00

20区画
（抽選）

⑧高機（たかばた）で裂き織り
３／27㈮10:00〜13:00

３人
(抽選)

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）


