
〒 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。

3/

7
●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、お座敷遊びの体験など。d３月７
日㈯午後１時〜１時50分、12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 fkkd
entou@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。

3/

8
●日

2スタインウェイピアノを奏でられる体験演奏会
〜秋田悠一郎氏ミニピアノコンサート〜

　小学生以下は保護者同伴。d午後５時〜６時（開場は４時50分）lパ
ピオビールーム地下２階（博多区千代一丁目）iパピオビールーム
a633-2180f633-2177c100人（先着）y無料e不要

3/

8
●日

2九響 ＠ アートカフェシリーズ「早春コンサート」

　弦楽四重奏の演奏会。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a263-6265f263-6259y無料e不要

3/

11
●水
他

3楽水園　①手書きの寺子屋〜筆ペン写経〜
②能と語りの世界「羽衣」

　いずれも抹茶サービス付き。①般若心経を書きます。使用した筆ペ
ンは持ち帰れます。②能の講座。謡と語り芝居もあり。d３月①11日㈬、
25日㈬午前10時〜正午②22日㈰午後１時〜２時20分、３時〜４時20分
li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c①各８人②各20人（いず
れも先着）y各3,000円e電話かファクスで、３月１日以降に同園へ。

3/

12
●木
他

2博多ガイドの会 博多五町から歴史ある喫茶店へ
懐かしの昭和にタイムスリップ

　旧博多五町を巡った後、かつて作家や詩人の文化サロンだった喫
茶店でコーヒーを味わいます。d３月12日㈭、13日㈮午後１時半〜３時
40分l集合は博多座前（博多区下川端町）i博多区企画振興課a 

419-1012f434-0053t小学生以上（小学生は保護者同伴）c各20人
（先着）y1,000円e電話で３月２日午前９時以降に同課へ。

3/

14
●土

2ＵＲＣ（福岡アジア都市研究所）ナレッジコミュニティ 
市民まちづくり研究員研究成果発表会

　「人にやさしい福岡のまちづくり」をテーマに発表します。d午後２
時〜４時半lアクロス福岡セミナー室２（中央区天神一丁目）i同研
究所a733-5686f733-5680c50人（先着）y無料e電話かファクス、
メール（m library@urc.or.jp）に応募事項とメールアドレス、団体に所
属する人は団体名を書いて、３月２日以降に同研究所へ。来所（市役所
北別館６階）、ホームページでも受け付けます。

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。

●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（３月前半の日曜日）
３月１日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088

秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
３月８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
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
３月15日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	 a721-5252
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525

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

雁の巣レクリエーションセンター

li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057y①１組500円②600円③１組
400円e①当日午後３時半から管理事務所で受け付け。②③往復はがき（〒811-
0204東区奈多1302-53）かファクス、来所で、３月②13日③19日（いずれも必着）ま
でに同センターへ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時 対象・定員
①ガンレクじてんしゃ教室（自
転車の無料レンタルあり）

祝休日を除く月曜
日16:00〜17:00

４歳〜小学生と保護者のペ
ア、各５組（先着）

②雁の巣ジュニアテニス教室
（初心者向け）

３／22㈰
10:00〜12:00 ５歳〜小学３年生、30人（抽選）

③BLUEHAWK（ブルーホーク）
親子でキャッチボール（福岡
ソフトバンクホークスの元選
手らが指導します）

３／29㈰
10:00〜11:30

５歳〜小学３年生と保護者の
ペア、24組（抽選）

講座・教室

R60倶
く ら ぶ

楽部　①初心者大歓迎 簡単 楽しく学ぼう 透明水彩
画教室②オトナ塾 映画で学ぶ英語表現

d３月①18日㈬午後２時〜３時半②24日㈫午後１時〜２時（受け付けは午後０時半
から）l①あいれふ（中央区舞鶴二丁目）②六本松 蔦屋（つたや）書店（中央区六
本松四丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081c①
15人②50人（いずれも先着）y①500円②無料e①電話かファクスで、３月１日以
降に同事務局へ。②不要

講座・教室

アラカンフェスタ中止のお知らせ
　３月７日㈯に福岡国際会議場で開催を予定していたアラ
カンフェスタは、新型コロナウイルス感染症対策のため、市
民の皆さんの健康を最優先し、全日程を中止します。すでに
募集等を行っているイベントについても、中止となります。
詳しくは高齢福祉課（a711-4881f733-5587）へお問い合わ
せください。

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３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



3/

14
●土

2禅寺で食す精進料理と香椎宮周辺まち歩き

　ガイドと一緒に香椎宮などを巡ります。如意輪寺での精進料理付
き。小学生以下は保護者同伴。d午前10時〜午後２時l集合は西鉄香
椎宮前駅i福岡観光コンベンションビューローa733-5050f733-50 
55c30人（先着）y3,500円eファクスかメール（m event-fcvb@wel 
come-fukuoka.or.jp）で、３月２日午前10時以降に問い合わせ先へ。

3/

14
●土
他

2東図書館 ぬいぐるみおとまり会

　お気に入りの縫いぐるみと一緒に「おはなし会」に参加した後、縫い
ぐるみ（子どもの参加人数分を預かり）は館内に「おとまり」します。縫
いぐるみたちが館内でどのように過ごしたか、その様子を撮った写真
を進呈します。d３月14日㈯午後２時〜３時。縫いぐるみの迎えは15日
㈰午後３時〜３時20分li東図書館（東区千早四丁目 なみきスクエ
ア）a674-3982f674-3973t３歳〜小学生と保護者c10組（抽選）y

無料e電話か来所で、３月１日〜８日に同図書館へ。当選者は３月10日
午前10時以降に東図書館内とホームページで発表。

3/

14
●土
他

2木と暮らす〜遊ぶ、使う、身に着ける〜

　木製製品の展示・販売、木のおもちゃの体験など。木のスプーン作
りなどのワークショップもあり。d３月14日㈯午前11時〜午後７時、15
日㈰午前10時〜午後６時lソラリアプラザ１階（中央区天神二丁目）
i森林・林政課a711-4846f733-5583y入場無料（ワークショップは有
料）e不要

3/

14
●土
他

2ワークショップコレクション in 福岡

　電子工作、プログラミング、アート造形など、さまざまな子ども向け
のワークショップを集めたイベントです。詳細はホームページで確認
するか問い合わせを。d３月14日㈯、
15日㈰午前10時〜午後４時l九州
大学伊都キャンパス センターゾー
ン２号館（西区元岡）iワークショッ
プコレクション in 福岡運営事務局

（大広九州内）a762-7608f762-75 
30t小学生以下（ワークショップの
種類により異なる）y入場無料（一
部材料費が必要）e不要

3/

16
●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「尿もれ改善編」

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、３月１日以降に同園へ。

3/

17
●火

3花畑園芸公園　園芸講座「家庭菜園計画の立て方（一年
の菜園の栽培計画）」

d午後１時半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f 

565-3754c60人（先着）y無料e電話かファクスで、３月10日以降に同
公園へ。

3/

18
●水

3西南杜
もり

の湖畔公園
初心者向けノルディック・ウォーキング

　２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。d午前９時半〜11時半li同公園（城南区七隈六丁目）af863-
7929t18歳以上c20人（先着）y1,000円（ポール持参の人は500円）
e電話か来所で、３月１日以降に同公園へ。

3/

18
●水

3アライグマ防除講習会

　特定外来生物に指定されているアライグマの特徴や防除法などを
学びます。受講後、「アライグマ防除従事者」に登録可能。d午前10時
〜正午l市役所北別館５階会議室i環境調整課a733-5389f733-
5592c40人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m k-chosei.EB@
city.fukuoka.lg.jp）で同課へ。

3/

18
●水

3さざんぴあ博多
運動が苦手な小学生のための体験教室

　ストレッチやリズム体操を行います。d①午後６時〜７時②午後７時
〜８時liさざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）a502-8570f502-
8571t①新小学１〜３年生②新小学４〜６年生 ※いずれも保護者同
伴または送迎が必要c各20人（先着）y500円e電話か来所で、３月２
日以降に問い合わせ先へ。

3/

19
●木

3ＮＰОのための労務管理セミナー

　採用から退職までの労務管理、就業規則、各種保険などについて学
びます。d午後２時半〜４時半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c30人（先着）y無料e電話かファクス、メール

（m koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と参加人数、団体名、活
動分野を書いて（労務に関する質問も記入可）、３月２日以降に同課へ。
来所（市役所７階）、市ホームページでも受け付けます。

博多座「市民半額観劇会」

　博多座５月公演「五木ひろし特別公演 坂本冬美特
別出演」（２部構成）を半額で鑑賞できます。d５月４日

（月・祝）〜12日㈫午前11時から（10日を除く） ※６日、11
日は午後４時の回もあり。９日は午後４時の回のみl

博多座（博多区下川端町）i市民半額会事務局a751-
8258（平日午前10時〜午後６時）f736-7081t小学生
以上c各回100人（抽選）yＡ席7,250円（事務手数料・
振込手数料別）eはがき（〒810-8799福岡中央郵便局
留「市民半額会」）に代表者の応募事項と希望日時（１
公演のみ）、参加人数（２人まで）を書いて３月13日（消
印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（３月18日
ごろ発送）。

催 し

博多障がい者フレンドホーム

　高校生以下は保護者同伴。li同ホーム（博多区西月隈五丁目）a586-1360 
f586-1397t①不問②③市内に住むか通勤・通学している障がいのある人（②
は18歳以下）y①500円（未就学児は250円）②300円③無料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①は参加人数、②③は
手帳の種類、③は希望時間も書いて、３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。

内容 日時 定員（抽選）
①春のお花見会 ３／22㈰11：00〜13:00 40人
②カラーサンドアート ３／25㈬13:30〜14:30 20人

③わんちゃんねこちゃん交流会 ３／26㈭13:30〜14:10、
14:15〜15:00 各20人

催 し

第１部・時代劇「沓掛時次郎
（くつかけときじろう）」より

３月・４月に開催するイベントについてのお知らせ
　新型コロナウイルス感染症対策のため、一部イベントが中止・
延期となる場合があります。事前に各問い合わせ先へご確認く
ださい。

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 応募等のはがきの料金は 63 円です。

学
べ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が

い
っ
ぱ
い（
昨
年
）



3/

19
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　コスタリカ・サンカルロス出身のケネス・ダニエル・ロジャース・アラ
ヤさんがふるさとの街などについて日本語で話します。d午後６時半
〜８時li福岡よかトピア国際交流財団（博多区店屋町 市国際会館）
a262-1744f262-2700c50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、３月２日以降に
同財団へ。

3/

20
●●金・祝

3息子・娘の婚活、妊活を応援したい
今どきの婚活と親が知っておくべき不妊治療の現状

　九州大学病院の医師・江頭活子氏の講演や市不妊専門相談セン
ターが行うサポートの紹介など。d午前10時〜午後０時半lアクロス
福岡608会議室（中央区天神一丁目）i同センターa080-3986-8872m 
f_funin@ybb.ne.jpc60人（先着）y無料e電話かメールで、３月２日以
降に同センターへ。

3/

20
●●金・祝

4松風園　文化講演会「つくしの茶ばなし」太宰府・博多
の歴史と人物

　ふるさとの語り部として活動する岡部定一郎氏が博多を中心とし
た茶の歴史などについて話します。d午後１時半〜３時li同園（中
央区平尾三丁目）af524-8264c50人（先着）y無料（入園料別）e電
話かファクス、来所で同園へ。

3/

20
●●金・祝
他

2桧原運動公園　①ユニバーサルスポーツフェスタ（フ
ライングディスク）②運動フェスタ

　①円盤を投げて的に当てたり、飛距離を競ったりする簡単な競技を
行います。②「じゃんけん列車」「じゃんけん鬼」などのレクリエーション
で、親子で体を動かします。①は８歳以下、②は全員保護者同伴。d３
月①20日（金・祝）午前10時〜正午②21日㈯午前10時〜11時半li同公園

（南区桧原五丁目）a566-8208f566-8920t①不問②４〜８歳c各50人
（先着）y無料e電話かファクスで、３月２日以降に同公園へ。

3/

20
●●金・祝
他

3中高生向けプログラミング教室
テック・スプリングキャンプ

　初心者も参加可。d３月20日（金・祝）〜22日㈰午前10時〜午後６時（連
続講座）lさくらインターネット（中央区赤坂一丁目）i創業支援課
a711-4455f733-5901t市内に住むか通学する中高生c15人（抽選）
y無料（昼食付き）eホームページで３月８日まで受け付けます。

3/

21
●土

2ベジフルスタジアム ベジフル感謝祭

　旬の青果物の試食・販売や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バックヤードツアー、旬の果物などが当たる抽選
会もあり。d午前８時〜11時li同スタジアム（東区みなと香椎三丁
目）a683-5323f683-5328y入場無料e不要

3/

21
●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-
5333f586-5388c各15人（先着）y1,000円e電話かファクス、来所で、
３月１日以降に同ゴルフ場へ。

3/

22
●日

3緑のまちづくり協会「一人一花サッカー教室」

　アビスパ福岡の試合前に、同じ会場でアビスパ福岡の選手・コーチ
によるサッカー教室を開催。参加者は当日の試合が観戦できます（メイ
ンスタンド側自由席）。d午前11時５分〜午後０時５分lベスト電器スタ
ジアム（博多の森球技場・博多区東平尾公園二丁目）iアビスパ福岡
a674-3031f674-3022t新小学１年生と保護者のペアc50組（抽選）
y無料eはがき（〒813-8585東区香椎浜ふ頭１-２-17）かファクス、メール

（m t.takada@avispa.co.jp）で、３月10日（必着）までに問い合わせ先へ。
ホームページでも受け付けます。当選者のみ通知。

3/

22
●日

4よりみち保健室 あなたの未来を守りたい
〜お通じの異常と大腸の病気〜

　医師が大腸・肛門の病気と大腸がんを早期発見するための検診に
ついて話します。d午後２時〜３時（受け付けは１時半から）l六本松 
蔦屋（つたや）書店（中央区六本松四丁目）iよりみち保健室事務局
a401-3456f739-6081c50人（先着）y無料e不要

3/

22
●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。３月６日までに要申し込み。先着順）e不要

3/

24
●火

2ウエルネスレストラン開放Ｄ
デ ー

ａｙ in あいれふ
〜あなたの食事をチェックしませんか〜

　食品サンプルを使って、バランスの良い食事について学びます。d

午前10時〜午後３時半（入場は３時まで。入退場自由）lウエルネスレ
ストラン（中央区舞鶴二丁目 あいれふ２階）i健康づくりサポートセ
ンターa751-2806f751-2572y無料e不要

3/

25
●水

3緑のコーディネーターによる体験講座
エビネランの寄せ植え

d午後２時〜４時l博多市民センター（博多区山王一丁目）i市緑の
まちづくり協会みどり課a822-5832f822-5848c20人（抽選）y1,000
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、３月10日（必着）までに同課へ。ホームページ
でも受け付けます。

救命講習

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（①大人に対する方法②
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a791-7151 
f791-2994t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３月①１日②10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普通１
４／24㈮ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目）a475-0119 40人
４／25㈯ 早良消防署（早良区百道浜一丁目） a821-0245 30人

②普通３ ４／28㈫ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） a791-7151 30人
　※時間はいずれも午前10時〜午後１時。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

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３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。

城南障がい者フレンドホーム　５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３月16日〜４
月15日に同ホームへ。

内容 開講日
てづくり教室 ５／９〜来年３／13の第２土曜日13:30〜15:30
シュタイナーこども絵画教室 ５／９〜来年３／27の第２･４土曜日15:30〜17:00
にこにこダンス教室 ５／10〜来年３／28の第２･４日曜日10:30〜11:30
ストレッチ教室 ５／14〜来年３／11の第２木曜日13:30〜15:00
チャレンジクラブ（調理、工作
など） ５／23〜来年３／27の第４土曜日10:00〜12:00

ヨガ教室 ５／28〜来年３／25の第４木曜日13:30〜14:30

講座・教室



3/

26
●木

3老人福祉センター東香園　エンディングノートの書き方

　行政書士からエンディングノートの作成、遺言書との違いなどにつ
いて学びます。終了後、個別相談会もあり。d午後１時半〜２時半li

同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳
以上c30人（先着）y無料e電話かファクス、来所で、３月１日以降に同
園へ。定員を超えた場合のみ通知。

3/

26
●木
他

3早良障がい者フレンドホーム　スポーツマスター教室

　バランスボール、平均台、綱引きなどの運動を行います。d３月26日
㈭、27日㈮午後１時半〜３時 ※１日のみの参加可li同ホーム（早良
区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に住む障がいのある
小学生c各10人（抽選）y無料e電話かファクス、メール（m friend-
mwp@fc-jigyoudan.org）、来所で、３月１日〜15日に同ホームへ。ホーム
ページでも受け付けます。

3/

27
●金

2南障がい者フレンドホーム
「博多町家」ふるさと館見学

　「博多町家」ふるさと館（博多区冷泉町）を見学した後、食事に行きま
す。希望者は、はかた伝統工芸館（博多区上川端町）=写真=の見学も
可。現地集合・解散。詳細は問い合わ
せを。d午前10時40分〜午後２時i

同ホームa541-5858f541-5856t市
内に住む人c15人（抽選）y食事代、
入館料等e電話かファクスに応募事
項と障がいの種別を書いて、３月19日
までに同ホームへ。来所（南区清水一
丁目）でも受け付けます。

3/

28
●土

2平成外環通りウォーキング大会

　三尾池公園（城南区堤一丁目）に集
合し、ニコニコパーク〜桧原桜公園〜
花畑園芸公園（南区柏原七丁目）の
ルート（約５km）を歩きます=写真。自
由解散。小学生以下は保護者同伴。d

受け付けは午前９時半〜10時i計画
調 整 課a711-4519f733-5533y無 料
e不要

3/

28
●土

2「ハカタオフク」の旅 開催記念　博多人形絵付け体験

　博多人形師と九州産業大学芸術学部の学生によって制作されたお
もてなし博多人形の展示イベント「ハカタオフクの旅」開催を記念した
博多人形（ねこ・だるま）絵付け体験会
です。博多人形の販売もあり。d午前
11時〜正午、午後１時〜２時、２時半〜
３時半li六本松 蔦屋（つたや）書店

（中央区六本松四丁目）a731-7760m 
ropponmatsu.event@ccc.co.jpc各回
15人（先着）y1,100円e電話か来所
で、３月１日以降に同書店へ。

3/

28
●土

2かなたけの里公園　春の里山観察会

d午前10時〜正午li同公園（西区金武）af811-5118c30人（先
着）y無料e電話か来所で、３月１日午前９時以降に同公園へ。

3/

29
●日

2立花寺緑地リフレッシュ農園　桜まつり

　じゃんけん大会などのゲームやバルーンアートの他、フリーマー
ケットや農産物等の販売もあり。d午前10時〜午後３時li同農園

（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883y入場無料e不要 ※
フリーマーケットの出店申し込みは、電話かファクスで、３月１日午前10
時以降に同農園へ（１区画４平方㍍で先着20区画、出店料500円）。

3/

30
●月

2
東区、よかまち・よかとこ歩

さ ん ぽ

・歩・歩
「名島史跡と名

な じ ま

島城
じょうし

址桜めぐり」散策
　岩見重太郎誕生碑や名島水上飛行場跡、名島神社などを巡ります。
d午前10時〜午後０時半l集合は西鉄名島駅i東区歴史ガイドボラ
ンティア連絡会a090-8393-6145（安部）f603-6200（加藤）c30人（抽
選）y300円e往復はがき（〒812-8653住所不要）に参加者全員の応募
事項を書いて、３月16日（必着）までに東区生涯学習推進課へ。

4/

7
●火
他

3ＫＢＣ点字教室

　点字の読み書きを学びます。初心者向け。d４月７日〜６月30日の火
曜日午前10時〜正午（５月５日を除く連続講座）lKBC会館（中央区長
浜一丁目）iKBC開発a751-4070f715-1148c20人（先着）y無料e

電話かファクスで、３月２日以降に問い合わせ先へ。

4/

11
●土

4アミカス　区民と医師との会公開講演会
知って得する 心臓の働きと治療の最新事情

　講師は福岡赤十字病院の医師・向井靖氏。d午後２時〜４時半li

アミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766c150人（先着）n６
カ月〜小学３年生（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書いて、４月１日
までに申し込みを。先着順）y無料e電話かファクス、メール（m amik
as@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、３月１日以降に同施設へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

4/

17
●金

2全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜）
福岡市予選会（ゴルフ競技）

　詳細はホームページに掲載する申込書で確認するか問い合わせ
を。d午前８時からlセブンミリオンカントリークラブ（早良区小笠木）
i早良区老人クラブ連合会事務局af833-4397t市内に住む60歳以
上c32組（先着。４人１組）y１人１万1,000円（70歳以上は１万500円）e

申込書を３月１日以降に同事務局へ。

市ヨットハーバー　春のヨットハーバー祭
まつり

　天候などにより内容を変更する場合があります。詳細はホームページで確認
を。d３月14日㈯午前10時〜午後４時li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）
a882-2151f881-2344y①500円②500円（講演のみは無料）③入場無料（ワーク
ショップは有料）e①ホームページで申込方法を確認の上、３月１日以降に申し
込みを。②ホームページで３月１日以降に受け付けます。③不要

内容 時間・定員
①海辺でのヨガ体験（気軽に行える呼吸法
など）

10:00〜11:30、14:00〜15:30、各10人
（先着）

②北京五輪日本代表コーチ（セーリング競
技）の坂口英章氏による講演とクルーザー
ヨットによる博多湾クルージング ※講演の
みの参加可

10:30〜12：00、13:00〜14：30（いず
れも20分程度の講演と１時間程度
のクルージング体験のセット）、各
25人（先着）

③ハマのマルシェ（産直野菜等の販売、スラ
イム作りなどのワークショップ）、障がい者
施設による弁当の販売、ホットドッグなどの
販売

10:30〜16:00（売り切れ次第終了）、
ワークショップは内容によって定
員が異なる

　※アンケート記入者には粗品あり（午前10時から。先着100人)。
　※３月14日㈯〜４月19日㈰は海などをテーマにした写真（約30点）も展示。

催 し

作
品
例

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



4/

19
●日
他

2舞鶴公園　ネイチャーウオッチング（自然観察会）
　公園内を２時間程度歩きます（階段あり）。d４月19日〜来年３月21
日の第３日曜日午前10時〜正午（連続講座）li同公園（中央区城内）
a781-2153f715-7590c20人（抽選）y無料eはがき（〒810-0043中央
区城内１-４ 舞鶴公園管理事務所）かファクス、メール（m maiduru@mid
orimachi.jp）で、３月１日〜10日（必着）に同公園へ。

5/

4
●●月・祝
他

2博多座　５月公演
五木ひろし特別公演 坂本冬美特別出演

　 ▽第1部＝時代劇「沓掛時次郎（くつかけときじろう）」 ▽第２部＝「ふ
たりのビッグショー」。時間など詳細はホームページで確認を。d５月４
日（月・祝）〜28日㈭l博多座（博多区下川端町）i博多座電話予約セン
ターa263-5555hhttps://hakataza.e-tix.jp/pc/hakataza.htmlt小学
生以上yＡ席１万4,500円、特Ｂ席１万1,000円、Ｂ席8,000円、Ｃ席5,000円
e電話で３月14日午前10時以降に予約を。ホームページでも購入可。
博多座窓口では３月15日午前10時から販売。

南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・料金など詳細は問い合わせを。li同ホーム（南区
清水一丁目）a541-5858f541-5856e電話かファクス、来所で、３月19日までに同
ホームへ。

内容 日時
ボイストレーニング ４／３〜来年３／５の第１・３金曜日10:00〜12:00
親子陶芸 ４／４〜来年３／６の第１土曜日10:30〜12:00
絵画（水彩画等） ４／６〜来年３／29の月曜日10:00〜12:00
あみもの（初心者向け） ４／７〜来年３／16の第１・２・３火曜日14:00〜16:00
初めての囲碁 ４／７〜来年３／16の第１・３火曜日14:00〜16:00
ケアビクス ４／10〜来年３／26の第２・４金曜日13:30〜15:00
習字（小４〜） ４／11〜来年３／13の第２土曜日10:30〜12:00
簡単なパン作り ４／11〜来年３／13の第２土曜日13:00〜15:00
陶芸 ４／14〜令和４年３／22の第２・４火曜日10:00〜12:00

講座・教室

精神保健福祉センター 

　いずれも連続講座。事前面談あり。詳細は問い合わせを。lあいれふ（中央区
舞鶴二丁目）i同センターa737-8825f737-8827y無料e電話（a737-8829 火・
木曜日午前10時〜午後１時）かファクスで同センターへ（②は４月14日締め切り）。

内容 日時 対象 定員
（先着）

①アルコールの問題を抱
える家族のための教室

５月〜９月の原則第１水
曜日14:00〜16:00

飲酒問題に悩む
家族 10人

②ひきこもりの問題を抱
える家族のための教室

５月〜９月の原則第２水
曜日14:00〜16:00

引きこもり者の
家族 15人

③薬物の問題を抱える家
族のための教室

５月〜９月の原則第３水
曜日14:00〜16:00

薬物依存問題に
悩む家族 10人

④薬物依存症回復支援 
プログラム〜薬物をやめ
たい人・やめ続けたい人
へのプログラム〜

第２・４金曜日
（時間など詳細は問い合
わせを）

薬物使用をやめ
たい（やめ続けた
い）人

10人

講座・教室

ももち体育館

　全て連続講座。詳細は問い合わせを。li同体育館（早良区百道二丁目）
a851-4550f851-5551t①②④⑥⑦18歳以上③１〜３歳と保護者⑤小学４〜６年
生⑧各教室で異なるc①②④⑦25人③20組⑤20人⑥40人（いずれも抽選）⑧各
教室で異なる（先着）e①〜⑦往復はがき（〒814-0006早良区百道２-３-15）に応
募事項と希望教室を書いて３月１日から15日午後６時（必着）までに同体育館へ。
来所の場合は返信用はがきの持参が必要。⑧電話か来所で同体育館へ予約を。
申込時に参加料が必要。 

内容 日時 費用
①リラクゼーションヨガ教室 ４／１〜７／22の水曜日（４／29、５

／６を除く）15:30〜17:00 9,300円

②はじめてのヨガ教室 ４／２〜６／４の木曜日
9:30〜10:45 5,400円

③親子ヨガ教室 ４／２〜６／４の木曜日
11:00〜12:00 １組5,400円

④夜のピラティス教室 ４／２〜６／４の木曜日
19:15〜20:45 6,600円

⑤子どもバドミントン教室
４／６〜９／７の月曜日（４／20、５
／４、18、６／15、７／20、27、８／10、
17を除く）16:30〜18:00

9,300円

⑥リンパストレッチ教室 ４／７〜８／25の火曜日（５／５を
除く）14:00〜15:00 6,100円

⑦バラエティステップ教室（ス
テップ台を使うエクササイズ）

４／７〜６／16の火曜日（５／５を
除く）18:50〜19:40 5,500円

⑧スポーツ教室（健康体操、卓
球、バドミントンなど全27教室）

４月〜９月末の火〜土曜日
（日時は各教室で異なる。１教室
当たり１〜２時間）

5,600〜
１万5,300円

講座・教室

もーもーらんど油山牧場

li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040t①②４歳以上③不問（いずれも
小学生以下は保護者同伴）y①無料②1,000円③１組1,500円e①電話で３月１日
以降に同牧場へ。②③往復はがき（〒811-1353南区柏原710-２）に参加者全員の
応募事項と当日の連絡が可能な電話番号を書いて３月②15日③11日（いずれも
必着）までに同牧場へ。いずれもホームページでも受け付けます。

内容 時間 定員
①牧場見守り隊イベント（除草業務など
を体験。終了後、同牧場のソフトリーム
券を進呈）

３／14㈯
11:00〜12:00

20組
（先着。１組４人まで）

②ハーブせっけん教室（無添加せっけん
や入浴剤を作ります）

３／23㈪
11:00〜12:30 30人（抽選）

③手作り生ウインナー教室（400gの生ウ
インナーを作り、持ち帰ります）

３／28㈯
10:30〜11:30、
11:45〜12:45

各10組
（抽選。１組２人まで）

催 し

西部運動公園 
①テニススクールキャンペーン②春の生きもの教室

　①３月１日〜５月31日に入会した人は入会金無料。特典として、レッスン料（８回
分）無料、またはラケット・シューズのプレゼントのいずれかを選択できます。詳
細は問い合わせを。②ビオトープ池周辺を探索します。小学生向け（10歳以下は
保護者同伴）。d①平日午前10時〜11時半、11時半〜午後１時に開講（連続講座） 
※受講日時は入会後に調整②３月29日㈰午前10時〜正午li同公園（西区飯
盛）a811-5625f811-0549t①18歳以上②不問c①なし②15人（先着）y①レッ
スン料（８回分）＝１万500円②無料e①来所で同公園へ。②電話か来所で、３月２
日以降に同公園へ。

講座・教室

市総合図書館　①３月のおはなし会②図書館でＴＲＰＧ
（テーブルトーク・ロールプレイングゲーム）をやってみる

　①読み聞かせや紙芝居など。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。②紙や鉛筆、サイコロなどの道具を使い、設定された世界観の中で登
場人物になりきり、参加者同士の会話によって物語を進めていくゲーム。d①
土・日曜日（３月14日、15日を除く）②３月29日㈰午後１時半〜４時半li同図書館

（早良区百道浜三丁目）a①852-0600②852-0627f①②共通852-0609t①０〜２
歳と保護者、幼児、小学生②中高生c①各40人（先着）②20人（抽選）y無料e①
不要②メール（m yafukuoka@yahoo.co.jp）に応募事項とメールアドレスを書い
て３月20日までに同図書館へ。空きがあれば当日も受け付け可。

催 し

ライジングゼファーフクオカ市民観戦招待

　プロバスケットボールチームの試合（対 愛媛オレンジバイキングス戦）に招
待。d３月29日㈰午後２時からl市総合体育館（東区香椎照葉六丁目）iスポー
ツ推進課a711-4954f733-5595t市内に住む人（中学生以下は保護者同伴）
c100組（抽選。１組２人）y無料e市ホームページで３月１日〜９日に受け付けま
す。当選者のみ通知。

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３月１日 情報BOX11 催し 講座

教室



市立学校看護師を募集

　【勤務場所】市立小中学校・特別支
援学校【資格】看護師の資格を有する
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】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】３
月10日（消印有効）までi同センター
a845-0015f845-0025
市立急患診療センター看護師を
募集

　詳細は２月25日からホームページ
に掲載。【資格】土・日曜・祝休日に月３
〜５回出勤できる看護師または准看
護師。ゴールデンウイーク、年末年始
は出勤が必須。 他要件あり【勤務場
所】同センター（早良区百道浜一丁
目）、東・博多・南・城南・西区の急患診
療所（各区保健福祉センター内）【申
込期間】４月11日までi同センター
a847-1099f847-1096
留守家庭子ども会（学童保育）長
期休業期間支援員Cを募集

　市立小学校内に設置する同会で、４
月１日からの春休み期間中に児童の
育成支援業務等に従事。【資格】保育
士の有資格者、教員免許保有者、学童
保育に２年以上従事経験のある人な
ど【募集案内・申込書の配布】２月26日
から放課後こども育成課（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】３月６日

（消印有効）までi同課a711-4662 
f733-5736
市立保育所の保育支援看護師を
募集

　【資格】看護師の資格を有し、病院、

しごと

埋蔵文化財発掘作業員を募集
　市内で発掘作業に従事。【任用期
間】４月〜９月内の指定された期間

（再任用あり）【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】３月６日（消印有効）までi同課
a711-4667f733-5537
障がいのある人を対象に下記の
職種を募集

　【募集職種】①文書整理等補助②
データ入力等補助③資料整理等補助
④車両管理等補助⑤検査器具洗浄等
補助⑥学校事務等補助【対象】知的・
精神・身体障がい者（職種により対象
が異なる）【任用期間】６月１日〜来年
３月31日（再任用あり）【募集案内・申
込書の配布】３月２日から各問い合わ
せ先（市役所①〜⑤８階⑥11階）、情
報プラザ（同１階）、各区情報コー
ナー、各出張所、障がい者就労支援セ
ンター（中央区長浜三丁目）などで。
市ホームページにも掲載【申込期間】
３月23日（消印有効）までi①〜⑤人
事課a711-4187f733-5559⑥教育委
員会職員課a711-4609f711-4936
国際部 アジア太平洋都市サミッ
ト企画運営推進員を募集
　情報の収集・整理・発信、会議運営、
レセプションなどのイベント実施の支
援業務に従事。【資格】 ▽展示会や国
際会議等のイベントなどに関わる業
務の実務経験１年以上 ▽ウェブサイト
の管理、広告物の制作、広報・宣伝・情

　※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。

福祉施設、特別支援学校等で看護師
としての勤務経験がある人【勤務場
所】香椎保育所（東区香椎駅前二丁
目）、馬出保育所（東区馬出二丁目）、
千代保育所（博多区千代五丁目）、那
珂保育所（博多区竹下五丁目）、田隈
保育所（早良区野芥二丁目）、南庄保
育所（早良区小田部一丁目）、姪浜保
育所（西区内浜一丁目）【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】指導監査課
（市役所13階）、情報プラザ（同１階）、
各区子育て支援課などで。市ホーム
ページにも掲載【申込期間】３月６日

（必着）までi指導監査課a711-4262 
f733-5718
観光コンベンション部 情報発信・
調整専門員を募集

　インターネット等による観光情報の
発信（日本語・中国語）などに従事。【資
格】次の全てを有する人。 ▽インター
ネット等を通じた情報収集・発信の実
務経験 ▽中国語検定試験準１級以上

（または同等の語学力） ※日本語を母
国語としない場合は日本語検定１級

（または同等の語学力）も必要【任用
期間】５月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【募集案内・申込書の配布】観光
ブランド・クルーズ課（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】３月５日 （消印有
効）までi同課a711-4355f733-5901

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽「ワードできれいに文書作成」講
習 ▽パソコン「イラストレーター」講習

▽はじめてのTOEIC講座 ▽宅建（宅地
建物取引士）講習 ▽「経理で役立つ会
計ソフト実務」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a67 
1-6831f672-2133

報発信等に関する実務経験—の全て
を有する人。他要件あり【任用期間】５
月１日〜来年３月31日【募集案内・申
込書の配布】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】
３月13日 （消印有効）までi同担当
a711-4028f733-5597
観光コンベンション部 データ分
析専門員を募集

　観光客の動態・消費行動データな
どの収集・分析・資料作成等に従事。

【資格】インターネット等を活用した情
報収集・分析の実務経験を有する人。
他要件あり【任用期間】５月１日〜来年
３月31日（再任用あり）【募集案内・申込
書の配布】観光産業課（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】３月５日 （消印有
効）までi同課a711-4353f733-5901

東区地域保健福祉課 保健師を募集
　【資格】保健師の有資格者。他要件
あり【任用期間】４月１日〜来年３月31
日【募集案内・申込書の配布】２月25日
から各区地域保健福祉課、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】３月２日〜12日（必着）
i東区地域保健福祉課a645-1088f 

631-2295

学校生活支援員を募集（二次）
　市立小中学校で、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・申込書の配布】２月
25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】３月13日（必着）までi同セン
ターa845-0015f845-0025

市職員上級行政事務 行政（特別枠）を募集

　上級行政事務 行政（特別枠）①定期採用②早期採用を募集。行政（一般）は６
月実施予定で、行政（特別枠）との併願不可。【採用予定日】①原則来年４月１日②
原則10月１日【募集案内】３月２日から市ホームページに掲載【申込期間】電子申
請で３月２日午前９時から16日午後５時（受信有効）までi人事委員会事務局任用
課a711-4687f733-5866

募集区分 主な受験資格＜（１）または（２）に該当する人＞

上級
行政事務
行政（特別枠）

定
期
採
用

（１）平成３年４月２日〜平成11年４月１日に生まれた人
（２）平成11年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当す
る人
　ア　大学（短大を除く）を卒業した人または来年３月31日
までに卒業見込みの人
　イ　人事委員会がアに掲げる資格と同等の資格があると
認める人

早
期
採
用

（１）平成２年４月２日〜平成10年４月１日に生まれた人
（２）平成10年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当す
る人
　ア　大学（短大を除く）を卒業した人
　イ　人事委員会がアに掲げる資格と同等の資格があると
認める人

福岡市民向け 
にっぽん丸の旅　博多／鳥取／金沢

　旅行代金を10パーセント引きで提供。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。d６月２日㈫〜４日㈭２泊３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 cruise@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３月10日までに同課へ。

催 し

はかた伝統工芸館　①博多織・博多人形伝統工芸士認定
式・認定記念展②博多伝統職の会展

　①博多織の伝統工芸士４人、博多人形の伝統工芸士９人の認定式、作家紹介
および作品展示を行います。②博多張子（はりこ）、博多曲物（まげもの）、マル
ティグラス、今宿人形などの作品を展示・販売。九州産業大学と共同で制作した

「博多張子でオリンピック」やマルティグラスの新製品などの展示もあり。d①３
月５日㈭〜10日㈫。認定式は９日㈪午後２時から②３月12日㈭〜17日㈫ ※いずれ
も午前10時〜午後６時（入館は５時半まで。最終日の展示は５時まで）li同館

（博多区上川端町）a409-5450f409-5460y入場無料

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 しごと



老人福祉センター長生園　アク
ティブシニア就業合同企業説明会

　高齢者を積極的に雇用している企
業による合同説明会。d３月17日㈫午
後１時半〜３時半li同園（博多区千
代一丁目）a641-0903f641-0907t

市内に住むおおむね60歳以上c30人
（先着）y無料e電話かファクス、来所
で、３月１日以降に同園へ。

就職活動を支援します
　各区の就労相談窓口で、専門相談
員が就職活動中のさまざまな人の相
談に応じます(予約制)。求職者の希望
や経験などを踏まえ、就職先の開拓
も行います。l各区役所 ※博多区は
福岡商工会議所ビル１階（博多区博
多駅前二丁目）、南区はアミカス１階

（南区高宮三丁目）i市就労相談窓口
a733-0717f711-1682t15歳以上y

無料e電話、ホームページで受け付
けます。

お知らせ
博多どんたく港まつり観光桟敷席
前売り券を発売します

　５月３日（日・祝）、４日（月・祝）開催の「博多
どんたく港まつり」で水上公園（中央
区西中洲）に設置される観光桟敷席

（約400席）の前売り券を発売します。
i福岡観光コンベンションビュー
ローa733-5050f733-5055y ▽５月３
日券（午後１時〜６時半）＝3,500円 ▽５
月４日券（午後３時〜７時半）＝3,000円 
※当日券は各500円増し（観光桟敷席
横で販売。前売り券完売の場合は販
売なし）eローソンチケット、チケット
ぴあで３月１日以降に購入を。

事業所税の申告を
　次の要件に該当する事業者は、事
業所税の申告・納付が必要です。【対
象】市内の事業所で床面積の合計が
1,000平方㍍を超えるか、従業員数が
100人を超える事業者【申告・納付期
限】法人は事業年度終了の日から２カ
月以内。個人は３月15日まで。i資産
課税課a711-4195f733-5902
市障がい者等地域生活支援協議
会が傍聴できます

　市の障がい者生活支援に関する課
題について検討する協議会を公開し
ます。傍聴を希望する人は当日開始
10分前までに会場へ。手話通訳者、要
約筆記者の派遣を希望する人は３月
16日までに障がい者支援課へ。d３月
30日㈪午前９時半〜午後０時半lあ
いあいセンター７階大研修室（中央区
長浜一丁目）i同課a711-4985f71 

1-4818c15人（抽選）e不要

新しい水洗化区域のお知らせ
　２月21日から次の区域の一部が新
しく水洗化（下水処理）区域になりまし
た。【東区】香椎駅東四丁目、香椎照
葉七丁目、塩浜三丁目、下原一丁目、
名子三丁目、みなと香椎三丁目【城南
区】梅林五丁目【早良区】内野二丁
目、田村二丁目【西区】今津、大字飯
氏、大字飯盛、大字桑原、大字千里、大
字羽根戸、太郎丸二丁目。水洗化区域
になった各家庭では次のように改修
してください。 ▽くみ取り便所は３年
以内に水洗便所に改造する（貸付制
度あり） ▽風呂、台所などの雑排水は
６カ月以内に排水設備を設置し下水管

（汚水管）に流す ▽排除方式が分流式
になっている区域の汚水は汚水管に、
雨水は側溝か雨水管に流れるように
接続する。i下水道事業調整課a 

711-4428f733-5533、貸付制度は下
水道管理課a711-4534f733-5596

分流化区域指定のお知らせ
　２月21日から次の区域の一部が分
流化区域に指定されました。【博多区】
住吉二丁目・三丁目。建築する際は、
分流式の排水設備を設置し、汚水は
汚水管に、雨水は側溝か雨水管に流
す必要があります（助成制度あり）。詳
細は市ホームページで確認を。i下
水 道 事 業 調 整 課a711-4428f733- 
5533、助成制度は中部下水道課a 

711-4698f711-4466

監査結果を公表
　令和元年度第１期の定期監査と財
政援助団体等監査の結果を２月17日
発行の市公報に掲載しました。市公報
は市ホームページのほか、情報プラザ

（市役所１階）、各区総務担当課、市総
合図書館（早良区百道浜三丁目）で閲
覧できます。i監査総務課a711-47 
04f733-5867
都市高速道路の道路モニターを
募集

　インターネットでアンケートに回
答。任期は６月〜来年３月。謝礼あり

（アンケート１回につきクオカード500
円分）。対象要件など詳細は問い合わ
せを。i福岡北九州高速道路公社管
理課a631-3292f631-0277eホーム
ページで３月31日午後５時まで受け付
けます。
都市計画法に基づく区域指定の
案の縦覧ができます

　西区今津、大字小田における同法
および市条例に基づく区域指定の案
の縦覧期間中、市に意見書を提出で
きます。【縦覧】３月１日㈰〜14日㈯に
開発・建築調整課（市役所４階）、西区
地域支援課（西区役所３階）で。市ホー
ムページにも掲載【意見書】郵送、ファ

クス、メール、持参で３月21日（消印有
効）までに問い合わせ先へ。i開発・
建築調整課a711-4588f733-5584
SmartNews（スマートニュース）で
市の情報が見られます

　スマホ・タブレット向けニュース閲覧
アプリ「SmartNews」に、市の最新情報や
イベント情報などを配信。アプリは下
のコードからインス
トールできます。詳細
は市ホームページに
掲載。i広報課a711-
4016f732-1358
市地域包括支援センターの運営
者を募集

　受託希望法人向け説明会を開催。
d３月26日㈭午後２時〜３時半lアク
ロス福岡607会議室（中央区天神一丁
目）i地域包括ケア推進課a711-437 
3f733-5587e３月２日から市ホーム
ページに掲載、または同課（市役所12
階）で配布する申込書を３月16日まで
に同課へ。

精神保健福祉センター 専門相談
　いずれも無料。【専門電話相談】 ▽

依存症・引きこもり＝火・木曜日 ▽ 発
達障がい・性同一性障がい＝第１・３水
曜日（いずれも祝休日を除く）午前10
時〜午後１時a737-8829【専門医師に
よる面接相談】アルコール・薬物など
の依存症、引きこもりについての相
談。専門電話（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liひきこも
り成年地域支援センター「よかよか
ルーム」（中央区舞鶴二丁目 あいれふ
３階）a716-3344f716-3394t市内に
住むおおむね20歳以上の引きこもり
本人やその家族など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。

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者（今回は精神障が
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。d３月
18日㈬午前９時〜正午lふくふくプ
ラザ４階（中央区荒戸三丁目）i市身
体障害者福祉協会a738-0010f791-
7687t市内に住む障がい者やその家

相 談

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

d３月14日㈯午後１時半〜４時lあい
あいセンター７階（中央区長浜一丁
目）i日本オストミー協会福岡市支
部af553-2141y無料e不要

境界問題無料相談会
　近隣との境界に関する問題、土地・
建物に関する測量や登記などについ
て、土地家屋調査士が相談に応じま
す。d３月18日㈬午後１時〜４時（１人
30分）li県土地家屋調査士会（中
央区舞鶴三丁目）a741-5780f731-
5202c６人（先着）y無料e電話か
ファクスで、３月２日以降に同会へ。

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。d４月１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）で亡くした人やその支援
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。

こころと法律の相談会
　弁護士や司法書士、臨床心理士な
どが連携し、①面接②電話で相談に応
じます。d３月24日㈫午前10時〜午後
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a737-1275 
f737-8827t市内に住む法律や心の
問題を抱えている人、その家族や支
援者c①６人（先着）②なしy無料
e①電話かファクス、来所（あいれふ３
階）で、３月２日以降に同センターへ。
②不要

令和２年度市食品衛生監視指導
計画（案）について

　【案の閲覧・配布場所】食品安全推
進課（市役所12階）、情報プラザ（同１
階）、各区衛生課で。市ホームページ
にも掲載【募集期間】３月17日（必着）
までi食品安全推進課a711-4277f 

733-5588

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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　※申し込みははがきかファクスに参
加者全員の応募事項と②③は希望時間

（両方希望も可）も書いて、３月１日〜15日
（必着）に同体育館へ。来所、ホームペー
ジでも受け付けます。当選者のみ通知。
②③④は教室開催前の体験会（有料）も
あり。詳細は問い合わせを。
①初心者卓球
d４月９日〜６月25日の木曜日午前11時
15分〜午後０時45分（連続講座）t50歳
以上c20人（抽選）y7,200円
②美Bodyピラティス
d４月14日〜９月８日の火曜日 ▽初心者
向け＝午後１時〜２時15分 ▽中級者向け
＝午後２時半〜３時45分（いずれも５月５
日、19日を除く連続講座）t18歳以上c

各25人（抽選）y１万4,000円

　※いずれも入園料別。
春の茶会
　野だてを行います。茶菓子付き。d３
月28日㈯＝表千家、29日㈰＝裏千家。い
ずれも午前10時半〜午後３時c各200人

（先着）y300円e不要
セントポーリア展
　販売もあり。d４月４日㈯、５日㈰y入
場無料
園芸講座 ①春のバラの手入れと管理
②押し花教室③ハーブの効用④写真基
礎講座（花とみどりのまちかど写真）⑤
プチ盆栽づくり
　②④は連続講座。d①４月９日㈭午後
１時半〜３時半②４月14日〜９月１日の第
２火曜日（７〜９月は第１火曜日）午前10
時〜正午③４月15日㈬午後１時半〜３時

　※小学３年生以下は保護者同伴。
カブトガニ観察会
d３月７日㈯午後３時〜３時半c25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。
映像シアター ①海の色のひみつ②クロ
ツラヘラサギ福くんの冒険
　①海の色が変わるのはなぜか、海を
汚さない工夫について学びます。②絶
滅危惧種のクロツラヘラサギについて
学びます。d３月①15日㈰②21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姿勢改善ピラティス
d４月14日〜９月８日の火曜日 ▽初心者
向け＝午後６時半〜７時半 ▽中級者向け
＝午後７時45分〜９時（いずれも５月５
日、19日を除く連続講座）t18歳以上c

各25人（抽選）y１万4,000円
④親子ふれあいヨガ
d４月14日〜６月16日の火曜日午前11
時15分〜午後０時15分（５月５日、19日を
除く連続講座）
t１〜３歳児と
保護者のペア
c10組（抽選）
y１組4,800円

半④４月16日㈭、５月13日㈬、６月３日㈬
または10日㈬午後１時半〜３時半 ※６月
は３日か10日を選択⑤４月17日㈮午後１
時半〜３時半c①50人（先着）②⑤20人

（抽選）③④30人（抽選）y①無料②
2,500円程度③④1,000円⑤2,800円e①
当日午後１時から受け付け。②〜⑤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、②３月
31日（必着）まで③４月１日（必着）まで④
２月26日〜４月２日（必着）⑤４月３日（必
着）までに同園へ。ホームページでも受
け付けます。
春の野鳥観察会
d４月12日㈰午前10時〜正午（受け付け
は９時半から）c50人（先着）y無料e

不要

ミラクルラボ体験教室 色を分離してみ
よう
　サインペンなどに使われているさま
ざまな色素を分離します。d３月22日㈰
午後３時〜３時半c25人（先着）y無料
e電話かメール（m mamoroom@fch.chu 
o.fukuoka.jp）、来所で、３月1日午前10時
以降に同施設へ。

インクの色素を分離する実験

　※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、３月２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。d３月
29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

３月29日㈰午前11時半〜午後０時半c６
組（先着）y無料

春休みこども博物館 封泥（ふうでい）
体験
　約2,000年前、国宝の金印がどのよう
に使われていたのかを、複製品を使って
体験します。d３月20日（金・祝）午前10時〜
正午、午後１時〜３時（随時受け付け）t６
歳以上c100人（先着）y無料e不要
スプリングコンサート
　モーツァルトやベートーベンの曲を演
奏します。出演は「シャネル・ピグマリオ
ン・デイズ」室内楽シリーズ芸術監督の
大山平一郎氏ほか。d３月25日㈬午後５
時40分から（１時間程度）y無料e不要

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年３月１日 8施設の情報

●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

３月の事業（一部抜粋） 
　「あいくるがやってくる」は上履きを持参、会場は ▽４日＝南体育館（南区塩原二
丁目） ▽11日＝早良体育館（早良区四箇六丁目）。y無料e不要

内容 日時 対象
あいくるがやってくる（親子あそび）３／４㈬、11㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児と保護者
みんなであそぼう（３／８＝ドッヂ
ビー、３／15＝積み木）

３／８㈰13:30〜14:30、
15㈰14:00〜16:00 小中高生

　※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。
①あいくる どんたく隊②幼児体育クラブの参加者を募集
　①は「博多どんたく港まつり」のパレードに参加します。詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。d①５月３日（日・祝）正午〜午後５時②５月27日〜７月15日の
水曜日午後３時〜４時（連続講座）t①小中高生（保護者も参加可）②年長児c①
50人②30人（いずれも抽選）y①500円②1,000円e往復はがきに参加者全員の応
募事項と生年月日、性別を書いて４月12日（必着）までに同施設へ。来所でも受け付
けます（返信用はがきの持参が必要）。①はメール（m info@jidoukaikan-aikuru.or.
jp）も可。

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）

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

l①②④同センター③大濠公園（中央区）e①②④電話か来所で、希望日の７日前
までに同センターへ。ホームページでも受け付けます。③不要

内容 日時 対象・定員 費用

①やせナイト塾（生活習慣改
善教室）

▽４／２〜23の木曜日 ▽５／
７〜28の木曜日（いずれも３
カ月後のフォロー教室まで
含めて計５回）。19:00から２
時間程度

18歳以上で運
動に支障のな
い人、各15人（先
着）

各1,000円

②１日糖尿病教室（食事療法、
運動療法） ４／11㈯10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円

（食事付き）
③ニコニコペース健康教室

（ウォーキング）
４／18㈯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）

④楽しくおいしく健康料理教室 ４／25㈯10:00〜13:30 24人（先着） 1,000円
（食事付き）

　※その他、「30歳代のヘルシースクール（個別健康相談）」を実施（無料。要申し込み）。詳
細はホームページで確認するか問い合わせを。

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

４月の講座
y①②③⑤〜⑧無料④200円e電話か
ファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.
or.jp）、来所で、３月１日以降に同セン
ターへ。

内容・日時 定員（先着）
①立ち上がりを楽にしよう
４／４㈯、15㈬10:00〜12:00

４／４＝15人、
４／15＝20人

②今日から使える介護１日講座
４／７㈫10:00〜16:00 30人

③介護保険制度を知ろう
４／９㈭13:30〜15:30 45人

④自助具製作教室（リモコンな
ど物の引き寄せに使え、携帯で
きる「伸縮リーチャー」を作りま
す）
４／11㈯14:00〜16:00

10人

プラネタリウム新番組 君に届けたい流
れ星 songs by 東方神起
　東方神起の楽曲と共に、流れ星を映
像で紹介。時間等詳細はホームページ
で確認を。d３月４日㈬〜９月７日㈪ ※
各回45分程度c各回220人（先着）y高
校生以上1,020円、小中学生820円 ※未
就学児は無料（座席を使う場合は510
円）e同館３階で当日チケットを販売。
Z プログラム 未来研究室 Vol.0 キッ
クオフ
　スタンフォード大学医学部主任研究
員の西村俊彦氏=写真=を招き、最先端
研究や世界で活躍するために必要なこ
となどについて考えます。d３月14日㈯
午前10時〜11時半、午後２時〜４時t ▽

⑤何が利用できるの、介護保険
サービス・在宅編
４／16㈭13:30〜15:30

45人

⑥歩行を助ける用具と靴選び
４／18㈯、29（水・祝）10:00〜12:00

４／18＝15人、
４／29＝20人

⑦アロマの香りでリラックス
４／20㈪14:00〜16:00 40人

⑧どんなとこがあるの、介護保
険サービス・施設編
介護保険で安心・安全な住まい
４／23㈭13:30〜15:30

45人

午前＝小学５年〜中
学生 ▽午後＝高大生
c各80人（ 先 着 ）y

無料eホームページ
で３月１日以降に受
け付けます。
プラネタリウムイベント 星語り 春の
星空散歩〜南の空の星座たち〜
　福岡で見られる星座と南半球の星座
を紹介。d４月４日㈯午後５時〜５時50
分、６時半〜７時20分c各220人（先着）
y中学生以上510円、小学生310円 ※未
就学児は無料（座席を使う場合は小学
生料金）e同館３階で３月11日午後４時
以降にチケットを販売。ホームページで
も購入可。１人５枚まで。

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）

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）

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）

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）

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

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）

④の伸縮リー
チャー▶

過去の親子ふれ
あいヨガ▶


