
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。市ホームページ（「福岡市 イベント中止」で検索）にも掲
載しています。 ※掲載している情報は２月27日時点のものです。

①春季イタリア語教室②春季フランス語講習

　いずれも週１回の連続講座。詳細は問い合わせを。l①TKP博多駅筑紫口ビジ
ネスセンター（博多区博多駅中央街）②東急ドエルアルス天神（中央区渡辺通五
丁目）i①福岡日伊協会a476-2153f476-2634②福岡日仏協会・新井a080-
3184-8690f524-8325cいずれも先着順e電話で各問い合わせ先へ。①はファ
クス、②はメール（m info@fukuoka-nichifutsu.com）でも受け付けます。

言語 日時 費用

①イタリア語
▽はじめてコース＝４／６～６／29の月曜日

18：30～20：00 ▽初中級コース＝４／７～６／
30の火曜日18：30～20：00 ▽中級会話コース
＝４／９～６／25の木曜日19：00～20：30 

１万8,000円
（はじめて・初中級
はテキスト代別）

②フランス語

▽はじめてコース＝４／1４～７／７の火曜日
14：30～16：00 ▽初級クラス＝４／15～７／15
の水曜日15：15～16：45 ▽ 中級クラス＝４／
16～７／２の木曜日18：00～19：30 ▽ 会話ク
ラス＝４／14～７／７の火曜日19：15～20：45

１万5,000円
（学生１万2,000円）

講座・教室

アミカス　①アミカス日本語クラス②お仕事再開座談会 
〜仕事軸のコミュニケーションスキルって〜

d①４月６日～来年３月29日の月曜日（各回のみの参加も可）午前10時15分～11
時45分②４月23日㈭午前10時半～正午l①アミカス（南区高宮三丁目）②ママス
クエア天神イムズ店（中央区天神一丁目）i①日本語クラス高宮・村上a090-
8626-8365 m mukazu2527@gmail.com②アミカスa526-3755f526-3766t①県内
に住む外国人②出産・育児を機に離職し、再就職を希望する女性c①各日20人
②10人（いずれも先着）y①１カ月1,000円または１回400円②無料e①電話か
メールで問い合わせ先へ。②電話かファクス、メール（m amikas@city.fukuoka.lg
.jp）で、３月15日以降にアミカスへ。来所、ホームページでも受け付けます。①は
託児あり。６カ月～就学前（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書いて前日までに
申し込みを。先着順）

講座・教室

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
市の施設を一部休館しています

【対象施設】市美術館、アジア美術館、市博物館、市科学館、市総合
図書館、市民防災センター、はかた伝統工芸館、「博多町家」ふる
さと館、三の丸スクエア、福岡城むかし探訪館、市埋蔵文化財セ
ンター、まもるーむ福岡（保健環境学習室）、臨海・西部３Rステー
ション（リサイクルプラザ）　他

【休館期間】３月20日（金・祝）まで
　※休館する施設や期間の情報は、２月27日時点のものです。最
新の情報は各施設に問い合わせるか、市ホームページでご確認
ください。

〒 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（３月後半の日・祝日）
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

３月20日（金・祝）
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	 a891-1234
３月22日㈰
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
３月29日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331

　※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。
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21
●土
 

2九州・中高校生吃
きつおん

音者のつどい

　悩みや体験を分かち合うグループワークを実施。d午後１時半～５
時（受け付けは午後０時半から）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁
目）i九州・中高生吃音者のつどい事務局・立川a080-7059-3309m 
ktkt20090322@gmail.comt吃音のある小中高生と保護者などy500
円、高校生以下無料e電話で３月19日までに同つどい事務局へ。ホー
ムページでも受け付けます。
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23
●月

2個人参加フットサル

　複数人での参加も可。d午後８時～10時li市総合体育館（東区香
椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318t18歳以上c20人（先着）y 

500円e電話か来所で、３月15日以降に問い合わせ先へ。
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25
●水
他

2食品まつり博多うまかもん市

　地元の食品を販売します。振る舞い酒などの日替わりイベント、宿
泊券等が当たる抽選会も実施。d３月25日㈬～30日㈪午前10時～午
後８時（30日は５時まで）l岩田屋本店本館７階（中央区天神二丁目）
i福岡商工会議所産業振興部a441-1119f441-1149y入場無料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
※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３月15日 14催し 講座

教室



4/

5
●日
他

3親子 De スカッシュ初心者教室

　親子でスカッシュ=写真=の基本動作を学びます。d４月５日㈰、12
日㈰の全２日 ▽小学1～３年生＝午前10時～ ▽小学４～６年生＝午前11
時10分～ ▽中学生～18歳＝午後０時20分～（いずれも各１時間）、午後
１時～３時は練習試合lリバティスカッシュコート（博多区石城町）i

市スカッシュ協会a409-9490m info@
sq-liberty.jpt小学生～18歳と保護者

（最終日は子ども１人でも参加可）c各
40人（抽選。１組３人まで）y１人500円e

電話かメールに参加者全員の応募事項
と希望時間を書いて、３月15日～31日に
同協会へ。ホームページでも受け付け
ます。空きがあれば当日参加も可。
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●火
他

3「郷土の歴史」講座

d４月７日～来年３月23日の第１・２・４火曜日の午前10時～正午、午後１
時～３時（連続講座）l早良市民センター（早良区百道二丁目）i歴史
と自然をまもる会af408-7140 c各80人（先着）y3,500円（２カ月分）
e電話かファクス、はがき（〒815-0031 南区清水１-６-29-202）、メール

（m qqsn3ev9k@bird.ocn.ne.jp）で問い合わせ先へ。ホームページで
も受け付けます。

4/

8
●水
他

3さざんぴあ博多　初心者のためのフラダンス教室

d４月８日～６月24日の第２・４水曜日 ※６月は第１・４水曜日午前10時
～11時（連続講座）liさざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）a 

502-8570f502-8571t女性c各15人（先着）y3,000円e電話か来所
で、３月18日以降に問い合わせ先へ。
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●水
他

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　「基礎」「中級」「ワード基礎」「エクセル基礎」「デジカメ」「iPad（アイ
パッド）」「画像処理」「インターネット」「ブログ作成」「ワードでお絵か
き」の10講座。d４月８日㈬～６月24日㈬ ※日時や期間は講座により異
なるliシニアネット福岡（中央区大名二丁目）a732-3115f753- 
6465（平日午前10時～午後３時）t20歳以上の初心者、中級者c各10
人（抽選）y１回1,000円（テキスト代別）e３月27日までに電話かファク
ス、来所で問い合わせの上、申し込みを。
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●木
他

3ＮＰＯ等と市の「共働事業提案制度」
提案サポートセミナー

　同制度への応募を考えるNPO等の団体向けに、発想を実現可能な
事業提案に結び付けるための連続講座を実施。d４月９日㈭、５月８日
㈮午後７時～９時lあすみん（中央区今泉一丁目）i市民公益活動推
進課a711-4283f733-5768c30人（先着）y無料e電話かファクス、
メール（m koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）で、３月16日以降に同課へ。

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。市ホームページ（「福岡市 イベント中止」で検索）にも掲
載しています。 ※掲載している情報は２月27日時点のものです。

舞鶴公園　①三ノ丸広場（旧西広場）Ｂ
バーベキュー
ＢＱ施設の営業再開

②みどりのまちマルシェ
　①バーベキューが楽しめる他、ランニングをする人向けにシャワールームや
ロッカールームを併設します（シャワー・ロッカー利用700円、ロッカーのみ500円。
利用は当日受け付け）。②有機野菜や農産加工品などを販売。いずれも詳細は
ホームページに掲載。d①３月14日㈯～11月中旬。
BBQは午前11時半～午後３時半、午後５時半～９時半
②４月25日～11月28日の第４土曜日と11月３日（火・
祝）午前10時～午後２時l同公園三ノ丸広場（中央
区城内）i①Green magic Maizuru（グリーン マジッ
ク マイヅル）a600-4549②同園a781-2153f715-
7590y①大人１人2,200円または3,300円（１区画大
人８人まで。１組当たり最低４人分の料金が必要）、
小学生以下無料。②入場無料e①ホームページで
受け付けます。②不要

催 し

みどりのまちマルシェ

城南障がい者フレンドホーム

li同ホーム（城南区南片江二丁目）a861-1180f861-1123t①障がい児・者と
保護者および福祉施設関係者②③市内に住む小学生以下と保護者y①無料②
500円③700円e電話か来所で、３月15日以降に同ホームへ。

内容 日時 定員（先着）
①せいかつ防災講座 ３／28㈯10:30～11:30 20人
②春休み お菓子作り教室（スコーン
作り） ３／31㈫13:30～15:30 10人

③春休み ハーバリウムを作ろう
（一人一花運動 参画企画） ４／４㈯10:30～12:00 15人

講座・教室

アンスティチュ・フランセ九州

　①「フランス語春期講座体験レッスン」②「フレンチオープンデー」姉妹都市ボ
ルドーの紹介やワインセミナー、フランス語体験レッスンなど。飲食物の販売も
あり。詳細は問い合わせを。d①３月25日㈬午後７時、27日㈮午前11時から（各45
分）②３月28日㈯午前11時～午後６時liアンスティチュ・フランセ九州（中央区
大名二丁目）a712-0904f712-0916c①各15人（先着）②なしy①無料②入場無
料e①電話かファクス、メール（m kyushu@institutfrancais.jp）に応募事項と希
望日を書いて問い合わせ先へ。来所、ホームページでも受け付けます。②不要

催 し

応募等のはがきの料金は 63 円です。
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●水
他

3初心者・中級者向けパソコン教室

　パソコン入門、ワードやエクセルの入門・中級講座、インターネット、
デジカメと画像処理など各コースあり。詳細は問い合わせを。d４月１
日㈬～５月13日㈬ ※各コース週１回の講座を計５回受講（１回２時間）
li市シルバー人材センター西出張所（西区姪の浜四丁目）af881-
7266t20歳以上のパソコン初心者・中級者c各10人（先着）y7,500円

（テキスト代別）e電話かファクス、メール（m sjcitgroup55@gmail.
com）で、３月15日以降に問い合わせ先へ。来所でも受け付けます。
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●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）
y1,000円e電話かファクス、来所で、３月17日以降に同ゴルフ場へ。

4/

4
●土

3市科学館 プログラミングコンテスト「忍者キッズ in 福
岡」〜プログラミングで忍者ベアーを動かしてみよう〜

　プログラミングを体験します。d午後１時半～４時15分li同館（中
央区六本松四丁目）a731-2525f731-2530t小学４年～中学生c30人

（抽選）y無料eホームページで３月23日までに申し込みを。

4/

4
●土
他

3住宅リフォームの補助金講座 

　リフォームの進め方とポイント、補助金について話します。d４月①
４日㈯②11日㈯③26日㈰いずれも午後１時半～４時半l①あいれふ

（中央区舞鶴二丁目）②ももち文化センター（早良区百道二丁目）③な
みきスクエア（東区千早四丁目）i日本住宅リフォーム産業協会
a0948-22-2929f0948-52-6470t不問（宅地建物取引業者を除く）c

各30人（先着）e電話かメール（m jerco.kyushushibu@gmail.com）で、
３月15日以降に問い合わせ先へ。

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
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教室



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

4/

11
●土

2かなたけの里公園　タケノコわくわく収穫体験

　収穫したタケノコは持ち帰り可（１組当たりゆでタケノコ２kg・４本程
度）。昼食付き。中学生以下は保護者同伴。d午前10時～午後２時 
※生育状況によって収穫体験日が変
更になる可能性ありli同公園（西区
金武）af811-5118c30組（抽選。１組
５人まで）y１組1,800円（小学生以上
は別途１人300円が必要）e往復はがき

（〒819-0035西区金武1367）に代表者
の応募事項と参加者全員の氏名、年
齢を書いて３月25日（消印有効）までに
同公園へ。

4/

11
●土

3福岡マンション管理組合連合会
春のマンションセミナー

　管理組合「組織の老い」の予防策についてマンションコミュニティ研
究会代表の廣田信子氏が話します。パネルディスカッションもあり。d

午後１時15分～４時半l天神ビル（中央区天神二丁目）i同連合会
a752-1555f752-3699tマンション管理組合役員、区分所有者など
c180人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m fukukan@fukuk
an.net）で問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

4/

15
●水
他

3今津運動公園
①テニス教室（初級・初中級）②バドミントン教室

d①４月15日～７月１日の水曜日午前10時～正午②４月17日～６月19
日の金曜日午前10時～正午（いずれも連続講座。①は４月29日、５月６
日を除く）li同公園（西区今津）a807-6625f807-6627t20歳以上
c①各20人②25人（いずれも抽選）y①8,400円②5,400円e電話か来
所で、３月16日～４月３日に同公園へ。

4/

22
●水
他

2南障がい者フレンドホーム
和服をリメイク 手縫いで簡単お洋服作り

　不用な着物を洋服などにリメークする連続講座。d４月22日～来年
３月24日の第４水曜日午前10時～正午、午後１時半～３時半li同
ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856t市内に住む障がい
のある人（保護者の同伴可）c各８人（抽選）y無料e電話かファクス
に応募事項と障がいの種別を書いて、４月15日までに同ホームへ。来
所でも受け付けます。

4/

25
●土

3スポーツ体験塾
①体力測定会・遊びの広場②タグラグビー教室

　①ディスゲッター（ディスクを的に当てる
ゲーム）などを行います。②九州電力キュー
デンヴォルテクスの選手から学びます。
d①午前10時～正午②午後２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a645-1233f645-1220t①不問
②小学生c①なし②40人（抽選）y無料
e①不要②ホームページで３月15日～31日
に受け付けます。当選者のみ通知。

5/

2
●土

2市障がい者スポーツ大会（レクリエーション大会）

d午前10時半～午後３時l市総合体育館（東区照葉六丁目）i市障
がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t市内に住むか市内の施
設・学校等に通所・通学する小学生以上で障がいのある人。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。y無料e同協会、情報プラ
ザ（市役所１階）、各区福祉・介護保険課、さん・さんプラザ（南区清水一
丁目）などで配布する申込書を３月13日～４月15日（必着）に同協会へ。

5/

3
●●日・祝

2博多どんたく港まつり東区演舞台サブイベント
すこやかウォーキング大会

　東区演舞台、アイランドシティなどを巡るコース（約６km）を歩きま
す。未就学児は保護者同伴。参加者（未就学児を除く）を対象に、東区
の特産品などが当たる抽選会も開催。d午前９時半～午後０時55分l

集合は香椎駅前西公園（東区香椎駅前二丁目）i東区企画振興課
a645-1037f651-5097c150人（抽選）y無料eはがき（〒812-8653住
所不要）かファクス、メール（m kikaku.HIWO@city.fukuoka.lg.jp）に代表
者の応募事項と参加人数（未就学児がいる場合は未就学児以外と未
就学児の人数を分けて記入）を書いて、４月13日午後５時（必着）まで
に問い合わせ先へ。来所（東区役所２階）、市ホームページでも受け付
けます。当選者のみ通知。空きがあれば当日も受け付け可。

5/

7
●木
他

3福岡日英協会 英会話教室

　いずれも連続講座。定員など詳細は問い合わせを。d５月７日㈭～７
月31日㈮ ▽初級＝月・水曜日 ▽中級＝月・火・木曜日 ▽上級＝金曜日いず
れも午後６時半～８時l博多座西銀ビル（博多区下川端町）i同協会
a476-2155f476-2634y２万円e電話かファクスで、３月16日以降に同
協会へ。

5/

10
●日

2「黒田武士の護身術」体験・見学会

　市指定の無形文化財「為勢自得天真流（いせいじとくてんしんりゅ
う）」の技を体験します。d午後１時～２時半l護国道場（中央区六本
松一丁目）i為勢自得天真流・坂井a090-7925-1267f932-1966t中
学生以上c20人（抽選）y無料eはがき（〒813-0012東区香椎駅東１
-21-７）か電話、メール（m sstt11921192@yahoo.co.jp）で、４月15日（必
着）までに問い合わせ先へ。

5/

11
●月
他

3初心者登山教室

　連続講座（鬼ヶ鼻岩、雷山、宝満山の登山もあり）。日程など詳細は
問い合わせを。d５月11日㈪～６月１日㈪lラリーグラス（中央区大名
二丁目）他i市山岳協会事務局a712-
8909f712-8942t18歳以上（40分以上続
けて歩ける人）c30人（抽選）y5,000円e

はがき（〒810-0041中央区大名２-２-46 ラ
リーグラス内）かファクス、メール（m daim
yo@raliguras.com）に応募事項と性別を書
いて、３月15日～４月15日（必着）に同事務
局へ。来所でも受け付けます。

6/

6
●土

3
松風園　①季節の室

しつらい

礼とおもてなし 夏編〜水
み な づ き

無月に嘉
か

祥
じょう

菓
が

子
し

で厄祓
ばら

い〜②夕ざりの茶会
　①室礼=写真=とは季節や人生の節目に部
屋を整えることです。室礼の話を聞き、簡単な
実技を行います。軽食付き。②夕暮れを楽しむ
茶会。弁当付き。d①午前11時～午後０時45分、
２時～３時45分②午後５時15分～７時半li同園

（中央区平尾三丁目）af524-8264c①各20人
②15人（いずれも先着）y①4,500円②5,000円

（いずれも入園料別）e電話で４月６日午前９時
以降に同園へ。

前回の同教室
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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

前回のテニス教室 前回のバドミントン教室

過去の同教室

過去の収穫体験



市障がい者スポーツ協会

　詳細は申込書で確認するか問い合わせを。i同協会a781-0561f781-0565t

市内に住むか通勤・通学する①知的障がいのある中学生以上（チームでの参加
も可）②③障がいのある中学生以上y各500円eホームページに掲載、または同
協会（中央区荒戸三丁目）、情報プラザ（市役所１階）、さん・さんプラザ（南区清
水一丁目）で配布する申込書を３月16日～30日（必着）に同協会へ。

内容 日時 場所 定員
（抽選）

①障がい者ソフト
ボール教室

４／18～９／５の土曜日9:30
～12:00（月１回の連続講座）

西南杜（もり）の湖畔
公園（城南区七隈六
丁目）

35人

②障がい者陸上
競技教室

４／25～来年２／27の土曜日
9:30～11:30（８月を除く月１
回の連続講座）

平和台陸上競技場
（ 中 央 区 城 内 ）、博
多の森陸上競技場

（ 博 多 区 東 平 尾 公
園二丁目）

70人

③障がい者フライ
ングディスク教室

４／25～９／12の土曜日10：00
～12：00（月１回の連続講座）

平和台陸上競技場、
さん・さんプラザ、博
多の森陸上競技場

40人

催 し

市博物館　①農耕図
②Ｐ

ピクサー
ＩＸＡＲのひみつ展 いのちを生み出すサイエンス

　①農民のくらしを描いた江戸時代の農耕図を展示します。②世界初の長編３D
アニメーション映画『トイ・ストーリー』をはじめ『モンスターズ・インク』などを手
掛けたピクサー・アニメーション・スタジオと、ボストンサイエンスミュージアムが
共同で開発した展覧会。d３月20日（金・祝）まで休館予定です。開館次第①５月17
日㈰まで②６月14日㈰まで開催。時間はい
ずれも午前９時半～午後５時半（入館は５時
まで）x月曜 ※ただし５月４日（月・祝）は開
館、５月７日㈭は休館li市博物館（早良区
百道浜三丁目）a845-5011f845-5019y①
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②一般1,600円、高
大生1,200円、中学生以下700円（前売りは
各200円引き）。市内に住む65歳以上1,400
円、未就学児無料。

催 し

俵かさね 下巻（市博物館蔵）

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。市ホームページ（「福岡市 イベント中止」で検索）にも掲
載しています。 ※掲載している情報は２月27日時点のものです。

西障がい者フレンドホーム

　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（西区
内浜一丁目）a883-7017f883-7037e電話かファクス、来所で、３月15日～31日
に同ホームへ。

内容 開講日
こども書道教室 ４／11～来年３／13の第２土曜日 10：00～11:00
脳損傷者のためのヨ
ガストレッチ教室 ４／16～来年３／18の第１・３木曜日 10：00～12:00

ヨガストレッチ教室 ４／16～来年３／18の第１・３木曜日 13:30～15:00
こども絵画創作教室４／18～来年２／20の第３土曜日 15:15～16:30
水墨画教室 ４／24～来年３／26の第２・４金曜日 13:30～15:30
こどもダンス教室 ４／25～来年３／27の第２・４土曜日 13:00～15:00
健康マット体操教室 ４／28～来年３／23の第２・４火曜日 10:00～11:30

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テニス教室（初心者向け）

　①は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（３km
程度歩きます）。雨天中止。d①月曜日午前10時～11時半（祝休日を除く）②４月
７日～５月19日の火曜日（５月５日を除く連続講座）午前10時～正午li同セン
ター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①小学生以上②18歳以上c①各30人

（先着）②14人（抽選）y①無料（ポールレンタル代300円）②3,800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）かファクスに応募事項とファクスの場合はファクス番号も書いて、３
月30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

福岡国際女子テニス関連イベント

l博多の森テニス競技場（博多区東平尾公園一丁目）i福岡国際女子テニス事
務局（九州テニス協会）a722-1605f722-1607y①②１人または１組500円③１人
1,000円（弁当付き）eホームページで受け付けます。

内容 日時 対象 定員

①キッズテニス教室

４／29(水・祝)10:00～11:30 小学１～３年生 40人
（先着）

５／２㈯9:30～11:00 年中～年長児と保護
者

50組
（先着）

５／３（日・祝）9:30～11:00 小学４～６年生 80人
（先着）

②キッズテニス大会 ４／29(水・祝)10:00～13:00 セルフジャッジがで
きる小学２～３年生

30人
（先着）

③ベテラン親睦テニ
ス大会 ５／１㈮9:00～12:00 60歳以上の男性、50

歳以上の女性
120人
(抽選)

催 し

早良障がい者フレンドホーム

　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（早良区百
道浜一丁目）a847-2761f847-2763y無料e電話かファクス、来所で、３月15日
～28日に同ホームへ。

内容 開講日
リハビリ教室（スポーツ）４／16～来年３／25の第１～４の木曜日10：00～12:30
リハビリ教室（パソコン） ４／16～来年３／25の第１～４の木曜日10：00～12:30
フィットネス教室 ４／21～来年３／30の第１・３・５の火曜日10：00～11:00
ピラティス教室 ４／21～来年３／30の第１・３・５の火曜日11：00～12:00

講座・教室

福北連携コーナー
国指定重要文化財　旧松本家住宅　特別公開

　アールヌーボー様式が特徴の旧松本家住宅=写真=の建物内部と家具・調
度品を公開します。d４月29日（水・祝）午前
10時～午後５時（入館は午後４時まで）l

旧松本家住宅（北九州市戸畑区一枝一丁
目）i戸畑区総務企画課「特別公開」係
a093-871-2316f093-871-4807c1,000人

（抽選）y無料e往復はがき（〒804-8510
北九州市戸畑区千防1-1-1）に代表者の応
募事項と参加人数を書いて、３月27日（必
着）までに同課「特別公開」係へ。

２月15日号 プレゼントの発送について

　２月15日号に掲載した「アビスパ福岡ホーム開幕戦招待券」「春のこどもコン
サート招待券」については、新型コロナウイルス感染症対策のため、プレゼント
の発送を取りやめました。ご理解のほど、よろしくお願いします。

広報課からの
お知らせ

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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停止を受けたが、なお経済的に困窮
している ▽市民税が非課税または減
免の適用を受けている ▽国民年金ま
たは国民健康保険の保険料の全額減
免を受けている ▽一人親家庭などで
児童扶養手当法に基づく児童扶養手
当を受けている ▽市民税所得割額と
県民税所得割額の合算が本市で定め
る基準額以下である ▽その他の特別
な事情により、今年の収入見込みが
認定基準以下と認められる―など。
詳細は問い合わせを。i各学校、教育
支援課a711-4693f733-5780
「福岡市プレミアム付商品券」の
有効期限は３月31日㈫までです

　有効期限を過ぎた商品券は無効と
なります。期限に関わらず、利用して
いない商品券の払い戻しはできませ
ん。商品券利用可能店舗など詳細は、
ホームページなどで確認を。 ※商品
券の販売は終了しています。i福岡
市プレミアム付商品券コールセンター

（平日のみ）a0120-933-672m fukuok
anext_premium@jbn.jtb.jp
都市計画案の縦覧・意見書の提出
と都市計画審議会の傍聴

　【内容】①都市計画道路の変更、環
境影響評価書（福岡空港関連自動車
専用道路等）②用途地域の変更、都市
計画公園の変更、土地区画整理事業
の決定（九大箱崎キャンパス跡地）③
都市計画公園の変更(須崎公園)【縦
覧・意見書の提出】①は実施済み。②
③は３月23日㈪～４月６日㈪に都市計
画課（市役所４階）で。市ホームページ
でも閲覧できます。 【都市計画審議会
の傍聴】５月11日㈪予定。傍聴を希望
する人は縦覧期間中に同課へ申し込
みを。i同課a711-4388f733-5590
福岡空港ヘリコプター施設（東区
奈多）が供用を開始します

　雁の巣レクリエーションセンター西
側に整備されている同施設が３月26
日㈭に供用を開始します。i国土交
通省大阪航空局空港企画調整課
a06-6949-6469f06-6949-6218

都市計画の原案を縦覧できます
　【原案の内容】地区計画の変更＝天
神明治通り地区（天神一丁目・二丁目
の各一部）【縦覧・意見書の提出】３月
17日㈫～30日㈪に都市計画課（市役
所４階）で。市ホームページでも閲覧
できます。区域内の土地の所有者な

ど、利害関係を有する人は、４月６日㈪
まで意見書の提出可。i同課a711-
4388f733-5590
事業系ごみ（一般廃棄物）の分別
ルール変更に関する出前講座

　10月１日から、事業系一般廃棄物は、
現在の「燃えるごみ」「燃えないごみ」に

「古紙」を追加した３分別に変更します。
市の職員が出前講座を実施し、事業系
ごみの古紙分別について説明します。
i事業系ごみ減量推進課a711-4836 
f711-4823t市内事業者y無料（会
場は各自市内に準備を）e電話で希
望日の14日前までに同課へ。

市文化芸術振興財団 賛助会「wa + 
club（わたすくらぶ）」会員を募集

　従来の賛助会「わの会」が４月から
新しくなります。同財団主催の公演チ
ケットの先行予約、美術館・市博物館
の観覧料割り引きなどの特典のほ
か、会員限定のイベントや抽選プレゼ
ントなどもあり。４月～来年３月の新
規会員を募集します。i同財団a26 
3-6257f263-6259y年会費2,000円e

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）、市美術館

（中央区大濠公園）、市博物館（早良区
百道浜三丁目）の各ミュージアム
ショップで申し込みを。ホームページ
でも受け付けます。
不用品の処分に無許可の業者を
利用しないでください

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

（a432-0123）でも確認できます。i

収集管理課a711-4346f733-5907
アミカスからのお知らせ①相談終
了時間の変更②全館消毒のため
午後５時に閉館

　①４月１日㈬から相談終了時間を午
後４時半に変更します。②４月13日㈪
は午後５時に閉館します。iアミカス
a526-3755f526-3766

お知らせ
専修学校などの修学資金を貸し
付けます

　令和元年度中に中学校・高校等を
卒業するか高校等を退学し、今年４月
に専修学校か各種学校に入学する人

（指定する対象校・学科に限る）に、月
額３万円（専門課程は５万3,000円）と
入学支度金10万円を貸し付けます。
返還が必要。詳細は問い合わせを。

【対象】市内に住む人（所得要件あ
り）。連帯保証人が必要（保護者可）

【受付期間】４月１日～20日i地域施
策課a711-4253f733-5863

よい歯のコンクール
　①親子部門②高齢者部門で募集。
５月16日㈯午後２時から県歯科医師
会館（中央区大名一丁目）で行われる
審査会への参加が必要。i市歯科医
師会a781-6321f781-6512t市内に
住む①共に虫歯（治療歯）のない３歳
児と保護者②75歳以上で歯が28本以
上ある人 ※いずれも年齢は４月１日
現在e電話かはがき（〒810-0041中央
区大名１-12-43）に参加者全員の応募
事項と生年月日を書いて、４月３日（必
着）までに同会へ。
福祉・高齢者乗車券の手続きはお
済みですか

　交付額は申請月によって変わります
（４月になると減額になります）。まだ
申請をしていない人は本人の印鑑、
本人を確認できるもの（健康保険証、
介護保険証など）、ICカード（これまで
交付を受けた人の場合）を持参して
住所地の各区福祉・介護保険課へ。詳
細は問い合わせを。i各区同課
「全国障害者スポーツ大会」出場
候補選手を募集

　10月24日㈯～26日㈪に鹿児島県で
開催される同大会に出場する選手を
募集。派遣期間は10月22日㈭～27日
㈫。選考会あり。【種目（個人競技）】陸
上、水泳、卓球、アーチェリー、ボウリ
ング、フライングディスク【対象】市内
に住むか通学（所）する13歳以上（４月
１日現在）で、身体障害者手帳か療育
手帳を持ち、令和元年度市障がい者
スポーツ大会などに出場した人（入・

通所施設、特別支援学校、手をつなぐ
育成会に属する知的障がい者は推薦
が必要）【申込書の配布】情報プラザ

（市役所１階）、各区福祉・介護保険課、
さん・さんプラザ（南区清水一丁目）
で。ホームページにも掲載【申込期
間】３月13日～５月１日(必着)i市障が
い者スポーツ協会a781-0561f781-
0565y無料
はりきゅう受療証（国民健康保険・後
期高齢者）の更新をしてください

　現在利用中の受療証の有効期限は
３月31日までです。新しい受療証が必
要な人は令和元年度の国民健康保険
証または後期高齢者医療被保険者証
を持参の上、住所地の区役所・出張所
の保険年金担当課で申請してくださ
い。郵送での申請を希望する人は問
い合わせを。i各区・各出張所同課
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a711-4016f 

732-1358
児童扶養手当・特別児童扶養手当
制度について

　【児童扶養手当】対象は、離婚や死
亡などで父または母と生計を同じくし
ていない、もしくは父または母に重度
の障がいがある児童（18歳の誕生日
以降最初の３月31日まで。障がいがあ
る場合は20歳未満）【特別児童扶養手
当】対象は、身体または精神に障がい
がある20歳未満の児童（障がいを支
給事由とする公的年金を受給できる
児童、児童福祉施設などに入所して
いる児童を除く）。各手当とも上記の
児童を監護している父母か、父母に代
わって養育している人に手当を支給
します（所得制限あり）。詳細は問い合
わせを。i各区子育て支援課
経済的な理由で就学困難な児童・
生徒を援助します

　国・県・市立の小中学校へ通学する
上で、経済的な理由により給食費や
学用品費など、学校での学習に必要
な費用の支払いが困難な保護者に援
助します。対象は ▽生活保護の廃止、

「福岡市政だよりW
ウェブ
EB版」のご案内

　市政だよりの記事は、「福岡市政だよりWEB版」のホームページで公開していま
す。情報BOXの記事を「催し」「しごと」「相談」などのジャンル別に読むことができ
るほか、記事の検索も可能です。スマートフォンにも対応していますので、ぜひ
ご利用ください。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ
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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。市ホームページ（「福岡市 イベント中止」で検索）にも掲
載しています。 ※掲載している情報は２月27日時点のものです。

コミネットシステムが一時利用で
きなくなります

　公共施設案内・予約システム（コミ
ネットシステム）の機器を入れ替えま
す。それに伴い、４月25日㈯午後６時か
ら28日㈫午後１時まで同システムを
利用できません。詳細は市内公共施
設の掲示物またはホームページで確
認を。i公共施設案内・予約システム
サービスセンターa852-3434f852- 
3435

NPO法人や当事者団体等へ備品購
入費や新規事業費を助成します

　【助成金額】 ▽備品購入＝上限25万
円 ▽新規事業＝上限５万円。対象事業
に関する経費の１割以上は自己負担

【対象】次の全ての要件を満たす法人
格を持たない団体またはNPO法人 ▽

市内に活動拠点を有する ▽社会福祉
に携わっている ▽ 活動実績が１年以
上ある ▽構成員および利用者の３分
の２以上が福岡都市圏に住む ▽平成
29～令和元年度に本事業の配分を受
けておらず、平成30～令和元年度に
共同募金会の配分を受けていない

（令和２年度も受ける予定がない）【申
込書の配布】市社会福祉協議会総務課

（中央区荒戸三丁目）で。ホームペー
ジにも掲載【申込期間】５月15日まで
i同課a751-1121f751-1509
２泊３日の国際交流プログラムの
参加者を募集

　７月に、30を超えるアジア太平洋諸
国・地域から、11歳の「こども大使」た
ちがやってきます。彼らと交流する「FU
KUOKA KIDS（フクオカ キッズ）」を募集。
日程など詳細はホームページで確認
を。【対象】県内に住む小学４～６年生

（４月１日現在）【定員】130人（選考）【費
用】３万円【申し込み】ホームページで
３月31日午後６時までに申し込みを。
iアジア太平洋こども会議・イン福岡
a734-7700f734-7711

厚生労働省慰霊巡拝
　８月～来年２月に、カザフスタン共
和国、ロシア連邦（イルクーツク州・ブ
リヤート共和国、ハバロフスク地方・
ユダヤ自治州、沿海地方）、中国東北
地方、インドネシア、東部ニューギニ
ア、ビスマーク諸島、トラック諸島、
ミャンマー、フィリピン、硫黄島を巡拝
します。【対象】上記の地域における
戦没者の遺族＜配偶者（再婚した人を

除く）、父母、子、兄弟姉妹、孫、おい・
めい、参加する遺族（子・兄弟姉妹）の
配偶者＞。参加者の経費負担あり。申
し込み方法など詳細は問い合わせ
を。i保健福祉局総務課a711-4493 
f733-5587
筑後川流域（有明海を含む）での
環境保全活動を支援します

　【対象】所在地が福岡都市圏内にあ
る非営利活動団体など【補助限度額】

▽森林の育成や保全活動および森林
に関する環境教育活動＝40万円 ▽河
川や海等の清掃活動、環境教育活動、
水質保全活動など＝30万円【申請書
の配布】ホームページで。福岡都市圏
広域行政事業組合事務局に電話か
ファクスでの請求も可。【申請期間】４
月15日（必着）までi同事務局a733-
5004f733-5005
「博多町家」ふるさと館　どんたく
隊募集

　当日に踊りの練習をして、パレード
に参加します。中学生以下は保護者
同伴。d５月４日（月・祝）午後２時半～６
時li同館（博多区冷泉町）a281-
7761f281-7762c100人（先着）y法
被レンタル2,500円、法被購入3,500
円、子ども法被レンタルプラン500円

（色と枚数に制限あり）、リピータープ
ラン1,500円（同館どんたく隊の法被
を持参できる人） ※中学生以下参加
無料e電話かファクス、メール（m fur
usatokan@hakatamachiya.com）、来所
で同館へ。
アミカス市民グループ活動支援
事業 参加グループを募集

　男女共同参画を推進する市民グ
ループの活動を支援します。支援内
容はアミカスの会場使用料の免除や
広報の支援、補助金の交付など。詳細
は問い合わせを。【募集案内の配布】
ホームページに掲載、またはアミカス

（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【申込期間】 ▽補助金なし＝４月
１日～11月30日 ▽ 補助金あり＝４月１
日～５月29日iアミカスa526-3755 
f526-3766

市生活ガイドをご利用ください
　日常生活に関わる手続きや相談窓
口、防災・防犯に関する情報など、暮ら
しの便利情報を冊子「ふくおか市生活
ガイド」=写真=にまとめています。情

報プラザ（市役所１階）、各区役所、各出
張所などで希望者に配
布中。市ホームページ

（「ふくおか市生活ガイド」
で検索）でもダウンロー
ドで きます。i広 報 課
a711-4016f732-1358

しごと

県警察官を募集
　警察官Ａ（男性、女性、武道指導）、
警察官Ｂ（男性、女性）、警察官Ｃ（英
語、韓国・朝鮮語、情報工学）を募集。

【募集案内の配布】県警察本部（博多
区東公園）、各警察署・交番で。ホーム
ページにも掲載【申込期間】４月１日
～22日i県警採用センターaf622-
0700

①母子訪問指導②乳幼児健診に
従事する助産師または保健師を
募集

　①東・南・西区②東・博多・西区の健
康課に勤務。【資格】病院勤務などの
実務経験を３年以上有する助産師か
保健師【申し込み】必要書類（履歴書、
免許証の写し）を郵送か持参で希望
する区の健康課へ。i各区健康課 ▽東

（〒812-0053東区箱崎２-54-27）a645-
1077f651-3844 ▽博多（〒812-8514博
多区博多駅前２-19-24 大博センター
ビル３階）a419-1095f441-0057 ▽南

（〒815-0032南区塩原３-25-３）a559-
5119f541-9914 ▽西（〒819-0005西区
内 浜１-４-７）a895-7055f891-9894、
こども発達支援課a711-4178f733- 
5534

国税専門官（大学卒業程度）を募集
　詳細はホームページに掲載。【申込
期間】３月27日～４月８日i福岡国税
局人事第２課試験研修係a411-0031 
f414-5185
福岡西公共職業安定所における
出張相談会

　４月から、シニアの就業を支援する

　※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。

相談会を行います。d第１・３金曜日
（祝日を除く）午前10時～午後５時l

ハローワーク福岡西（西区姪浜駅南
三丁目）i県70歳現役応援センター
a432-2577f432-2513tおおむね60
歳以上y無料e電話か来所（博多区
博多駅東一丁目）で同センターへ。

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽アーク溶接特別教育講習 ▽ファ
イナンシャル・プランナー２級学科実
技直前対策講習 ▽ホームページ作成

（Ｊavascript編）講習 ▽エクセルVBAマ
クロ（応用）講習 ▽第二種電気工事士

（学科）直前講習―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
母子巡回健康相談車助産師（育休
代替）を募集

　【資格】助産師。他要件あり【任用期
間】４月１日～11月13日（予定）【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】３
月17日（必着）までi同課a711-4178 
f733-5534

働く人の介護サポートセンターを
ご利用ください

　働く人が介護に直面しても仕事と
介護を両立できるよう、ケアマネ
ジャーの資格を持つ相談員が情報提
供やアドバイスを行います。li同セ
ンター（市役所地下１階）a982-5407 
f982-5409o月・水・金曜日（祝休日を
除く）正午～午後８時、日曜日午前10
時～午後６時
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。d３月21日㈯午前10時
～午後４時（受け付けは３時半まで）
l中央市民センター２階（中央区赤坂
二丁目）i県行政書士会a641-2501 
f641-2503y無料e不要

相 談

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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全国一斉電話相談 シニアの悩み
110番

　年金や遺産、相続、介護など高齢者
が抱えるさまざまな悩みや問題につ
いてシニアライフアドバイザーが相
談に応じます。【相談専用電話】a 

894-9988d３月28日㈯、29日㈰午前10
時～午後５時i九州シニアライフアド
バイザー協会af812-6580y無料e

不要

チケット法律相談
　天神弁護士センター（中央区渡辺
通五丁目）で弁護士に無料で相談で
きます。d午前10時～午後７時（土日
祝日は午後１時まで。１人30分）i市
役 所 市 民 相 談 室a711-4019f733-
5580t市内に住むか通勤・通学する人

（市民相談室法律相談、チケット法律
相談のいずれかで１人年１回）c毎月
40人（先着）e毎月第１金曜日（閉庁日
の場合は直前の開庁日）の午前９時か

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。

ら市役所２階市民相談室で電話か来
所で受け付け、チケットを受け取り
後、同センターへ予約を。

不妊専門相談センター
 不妊カウンセラーが常駐し、不妊・不
育症に関することや妊娠に伴う体と
心の悩みについての相談に応じま
す。不妊治療に関する助成金の申請
も受け付けます。li同センター（市
役所地下１階）a080-3986-8872m f_
funin@ybb.ne.jpo火・木曜日午前10
時～午後６時、水・金曜日午後１時～７
時、第２・第４土曜日午後１時～５時（い
ずれも祝休日を除く）

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、

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

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

４・５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y①④⑥⑦無料
②200円（①⑦は部品代別）③⑤500円
e①⑥⑦電話かファクスで、４月１日以
降に同施設へ。②～⑤往復はがきかファ
クスで、②３月31日③４月４日④４月６日⑤
４月13日（いずれも必着）までに同施設
へ。②③④はホームページでも受け付
けます。

内容・日時 定員
①傘の修理
４／９㈭、19㈰10:00～13:00

各６人
（先着）

②古布でぞうり作り
４／10㈮10:00～13:00

10人
（抽選）

③らくらくリフォームソーイング
４／14～５／19の 火 曜 日10:00～
13:00（５／５を除く連続講座）

10人
（抽選）

④基本の包丁研ぎ講座
４／16㈭10:00～12:00

５人
（抽選）

⑤はた織り機でオリジナル布づくり
４／23㈭10:00～13:00

３人
(抽選)

⑥木製のまな板削り
４／23㈭、25㈯10:00～16:00

各11人
（先着）

⑦おもちゃの病院
４／26㈰10:00～14:00

10人
（先着）

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）

４・５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 ※⑥は販売業者
を除く20歳以上y①④⑤500円②1,000
円③800円⑥⑦無料e①～⑥はがきか
ファクスで、①３月21日②③３月24日④⑤
３月26日⑥４月10日（いずれも必着）まで
に同施設へ。⑦電話かファクスで希望日
の３日前までに同施設へ。①～⑤は当選
者のみ通知。

内容・日時 定員
①古布でかぶとの押し絵作り
４／４㈯、11㈯13:00～16:00

（連続講座）
15人

（抽選）

②初心者向け・やさしいパッチワー
ク教室　４／7～５／26の火曜日
13:00～16:00（連続講座）

10人
（抽選）

③衣類のリフォーム教室
４／８～５／27の 水 曜 日13:00～
16:00（連続講座）

10人
（抽選）

④作務衣（さむえ）上下(裏地なし)作り
４／９～30の木曜日13:00～16:00

（連続講座）
15人

（抽選）

⑤一重のフリル付き丸首ベスト作り
４／10～24の金曜日13:00～16:00

（連続講座）
15人

（抽選）

⑥フリーマーケットの出店
４／29(水・祝）10:00～13:00

16区画
（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）

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）

①
の
傘
の
修
理

手作りバター教室
d４月２日㈭午後１時～１時半t小学生
以上c40人（先着）y350円e電話か来
所で、３月15日以降に同牧場へ。

森の自然かんさつ会〜春の花は何色？〜
　動植物を観察しながら散策します。中
学生以下は保護者同伴。d４月19日㈰
午前10時半～午後０時半c40人（抽選）
y200円e往復はがきで３月27日（必着）
までに同施設へ。ホームページでも受
け付けます。空きがあれば当日も受け
付け可。
地図読み座談会
　登山のための地図の読み方を座学で
学びます。d４月19日㈰午後１時～２時

（受け付けは午前９時から）t18歳以上
c40人(先着)y200円e不要

過去の同教室

もーもーらんど油山牧場
〒811-1353 南区柏原710-2
a865-7020 f865-7040
o午前９時～午後５時（テイクアウト・
売店は午前10時から）x水曜（祝日の
ときは翌平日）

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
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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

相談 施設の情報

映像ホール・シネラ　４月上映スケジュール
子どもを描いたイラン映画の特集
２日㈭ ハーモニカ(11)、春へ(２)
３日㈮ 鍵(11)、選択(２)
４日㈯ ザ・ブーツ(11)、バデュク　砂漠の少年(２)
５日㈰ カラー・オブ・パラダイス(11)、天使

のような子どもたち(２)
８日㈬ ぼくは一人前(11)、神さまへの贈り物(２)
９日㈭ としごろ(11)、スニーカーの少女(２)
10日㈮ ささやき(11)、私は１５歳(２)
11日㈯ 春へ(11)、ハーモニカ(２)
12日㈰ 選択(11)、鍵(２)
15日㈬ バデュク　砂漠の少年(11)、ザ・ブーツ(２)
16日㈭ 天使のような子どもたち(11)、カ

ラー・オブ・パラダイス(２)

17日㈮ ぼくは一人前(11)、としごろ(２)
18日㈯ スニーカーの少女(11)、神さまへの

贈り物(２)
19日㈰ 私は１５歳(11)、ささやき(２)

「ぴあフィルムフェスティバル in 福岡」
25日㈯ 雨のやむとき 他(11)、おばけ 他(２)
26日㈰ フォルナーリャの聖泉 他(11)、スー

パーミキンコリニスタ 他(２)
28日㈫ くじらの湯 他(11)、ビューティフル、

グッバイ 他(２)
29日
(水・祝) ＯＬＤ　ＤＡＹＳ 他(11)、東京少女 他(２)

　※(11)＝午前11時、(２)＝午後２時。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。



新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
市の施設を一部休館しています

【対象施設】市美術館、アジア美術館、市博物館、市科学館、市総合
図書館、市民防災センター、はかた伝統工芸館、「博多町家」ふる
さと館、三の丸スクエア、福岡城むかし探訪館、市埋蔵文化財セ
ンター、まもるーむ福岡（保健環境学習室）、臨海・西部３Rステー
ション（リサイクルプラザ）　他

【休館期間】３月20日（金・祝）まで
　※休館する施設や期間の情報は、２月27日時点のものです。最
新の情報は各施設に問い合わせるか、市ホームページでご確認
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
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３・４月の事業（一部抜粋） 
　未就学児は保護者同伴。c①②各回16人（先着）③20人（先着。1組１個）y①②
無料③100円e①②当日整理券を配布（①午前11時②正午から）③電話かファク
ス、来所で、４月１日以降に同会館へ。

内容 日時 対象
①スライムづくり ３／25㈬13:00～、13:30～、

14:00～、14:30～ 幼児～高校生

②レザークラフト体験（ブレスレットなど
の小物作り） ３／29㈰14:00～15:00 小中高生

③おもちゃ病院 ４／19㈰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。

t18歳以上y①②5,600円③4,800円④7,000円⑤各1万4,000円eはがきかファクス
で、３月15日～31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。①②④⑤は教室開催前の体験会（有料）もあり。体験会を含む応募
方法など詳細はホームページで確認するか問い合わせを。

内容 日時 定員（抽選）
①あさ ピラ ４／16～６／４の木曜日10:00～11:00

（連続講座） 25人

②ボクシングエクササイズ ４／16～６／４の木曜日13:00～14:00
（連続講座） 20人

③初心者バドミントン ４／16～６／11の木曜日19:30～21:00
（６／４を除く連続講座） 20人

④ボディメイク ヨガ ４／17～６／26の金曜日19:15～20:30
（６／12を除く連続講座） 25人

⑤20回長期教室（ヨガ、気功、ボク
シングエクササイズなど）

４月～９月（日時は各教室で異なる。１教室
当たり１時間～１時間半）

各教室で
異なる

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）

　※最終日の展示は午後５時まで。
戸畑茂四郎・飯塚ひろ子・山口俊子三人
展
　博多人形、畳の縁のバッグ、天然石ア
クセサリーなどの作品=写真=約100点
を展示・販売。d３月26日㈭～31日㈫y

入場無料

ミニ展示 備えあれば憂いなし 防災グッ
ズ
　コンパクトに収納できる防災キャップ
や災害等の時に役立つ情報が印字され
た保温シート=写真=などを展示しま
す。d開催中～３月31日㈫ ※17日㈫は
休館y無料

今宿の四季を楽しむ〜植物編〜
　散策しながら、植物を観察します＝写
真。d４月２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、３月20日以降に同センターへ。
ホームページでも受け付けます。

春のえびね・山野草展示会
d４月４日㈯、５日㈰午前９時～午後４時
半y無料
園芸講座 山野草講座
　野生バラの鉢植えの方法を学びま
す。d４月５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、３
月29日以降に同公園へ。

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

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）

休日健診（総合健診）
d①～⑪４月５日㈰、12日㈰、19日㈰、26
日㈰午前８時半～10時半⑫４月５日㈰午
前８時半～10時半⑬４月26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
　※４月５日㈰、12日㈰、26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。

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

　※いずれも無料。
理科応援教室　割れないシャボン玉を
作ろう
d４月11日㈯午前10時半～正午t小学
生（小学３年生以下は保護者同伴）c25
人(先着)e電話かメール（m mamoroom 
@fch.chuo.fukuoka.jp）で、３月15日午前
10時以降に同施設へ。

特別講座 海辺の生きもの観察会
　地行浜（中央区）に生息する生き物を
採取して名前や生態について学びま
す。d４月19日㈰午後１時半～３時半l

集合はまもるーむ福岡t小学生以上
（小学生は保護者同伴）c25人（先着）

y無料e電話かメール（m mamoroom@
fch.chuo.fukuoka.jp）で、３月15日午前10
時以降に同施設へ。

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）

昨年度の同講座割れないシャボン玉

親子初心者釣り教室
d３月29日㈰午前９時～午後１時t小学
生と保護者c50人（抽選）y大人1,760
円、子ども990円e往復はがきかファク
スに参加者全員の応募事項を書いて、３
月26日（必着）までに同公園へ。ホーム
ページでも受け付けます。

過去の同教室

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８時（３月）
x火曜（祝休日のときは翌平日）

あ
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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）

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）

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。


