
〒 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。

4/

4
●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。d４月４
日㈯午後１時〜１時50分、10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）
f441-1149c各20人（先着）y3,000円e電話かファクス、メール（m fk
kdentou@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。

4/

5
●日

2青葉公園　さくら祭り

　トランポリンやスーパーボールすくいなどのミニゲーム、ステージ
での楽器演奏など。飲食物の販売もあります。d午前10時〜午後３時
li同公園（東区青葉四丁目）af691-5725y入場無料e不要

4/

7
●火

3 W
ウェブ

EBライブ配信型 LGBTライフプランセミナー

　性的マイノリティ―（少数者）の人向けに、不動産購入や生命保険の
加入、財産分与などライフプランについて、ＷＥＢライブ配信で専門家
が話します。ＷＥＢライブ配信中に質問も受け付けます。終了後に録画
映像の再配信もあり。詳細は問い合わせを。d午後７時〜８時55分i

三好不動産a725-5000m mfriends344@miyoshi.co.jpy無料e視聴、
質問はホームページでＷＥＢライブ配信終了まで受け付けます。再配
信の視聴は当日午後９時までに申し込みを。 

4/

12
●日

2管弦楽団紬
つむぎ

　定期演奏会

　ベートーベンの交響曲第６番「田園」やモーツァルトの交響曲第38番
「プラハ」などを演奏します。d午後２時〜（２時間程度）lなみきホール
（東区千早四丁目 なみきスクエア内）i同楽団・髙橋a090-3883-
4494m tsumugi.orch@gmail.comc800人（先着）y1,000円e前売り券
の販売方法は電話かメールで問い合わせ先へ。当日午後１時から当日
券を販売。

4/

12
●日

3市ヨットハーバー　ジュニアヨット教室

d午前10時〜午後４時li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）
a882-2151f881-2344t市内に住む小学３年生〜中学生c18人（先
着）y1,500円e来所で４月１日午前10時以降に同施設へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

4/

12
●日
他

3松風園　茶道表千家 初級（初心者向け）

d４月12日〜８月９日の第２日曜日午後３時半〜５時半（連続講座）li

同園（中央区平尾三丁目）af524-8264c10人（先着）y１万円e電話
かファクスで同園へ。

4/

15
●水

3
街歩き勉強会
志賀海神社山

やまほめさい

誉祭見学と志賀島学・山誉祭主役社人
　午前は志賀海神社の山誉祭の見学や同社中津宮・沖津宮（いずれ
も東区）の散策、午後は「志賀島学・山誉祭主役社人」について座学で
学びます。d午前８時〜午後３時l集合は市営渡船志賀島旅客待合
所i志賀島航路とＪＲ海中線DENCHA満員計画クラブ・清田a090-2512-
4299m tahi_qz@ybb.ne.jpt市営渡船博多・志賀島航路、ＪＲ香椎（海ノ
中道）線を利用して参加する人c20人（先着）y1,000円（バス代、昼食
代別）e電話かメールで、４月１日以降に同クラブへ。

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

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

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
☎847-1099

平 日 内科、小児科 ▼  午後7時半〜翌朝6時半

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

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

　※内科・小児科・耳鼻咽喉科は、待ち人数などの診療状況
をホームページ（「福岡市急患診療センター　待ち時間」で
検索）で確認できます。

●歯科急患診療所（中央区大名一丁目）
　日・祝休日の急患診療を歯科急患診療所（県歯科医師会館
内a７５２-０６４８）で午前９時〜午後４時半に行います。

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

内科・小児科

日・祝休日の
午前９時
〜午後４時半

南 541-3299

博多 441-0020

内科城南 831-7979

西 882-3145
　※乳幼児は、検査機器などが比較的充実した急患診療
センターでの受診をお願いします。

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

●外科当番医（４月前半の日曜日）
４月５日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
４月12日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	 a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511

　※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。

背振少年自然の家　①星空観察会（スターウオッチング）
②せふりの自然に親しむつどい

　①季節の星座を観察します。天候の影響による実施の有無については、当日
午後５時以降に問い合わせるかホームページで確認を。②ハイキングや野外調理

（カレー作り）、ペーパークラフト（ブレスレット作り）をします。d①４月11日㈯午後
７時半〜９時（入場は８時45分まで）②５月16日㈯午前10時半〜17日㈰午後２時（１
泊２日 ※宿泊は屋内）li背振少年自然の家（早良区板屋）a804-6771f804-
6772t自家用車などで直接来所できる人（②は中学生以下と保護者）c①なし
②40人（抽選）y①無料②大人6,500円、小中学生5,000円、未就学児3,500円e①
不要②はがき（〒811-1113早良区板屋530）かファクス、メール（m mail-inquiry@
sefuri.fukuoka-shizennoie.jp）に参加者全員の応募事項と性別を書いて、４月19日

（必着）までに同施設へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

掲載のイベント等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、イベント等が中止・延
期、施設が休館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。

留学生から学ぶ外国語教室（追加募集）

　広東語、カンボジア語、ネパール語、モンゴル語など全16言語や文化を学べま
す。追加募集のクラス等、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a262-1744f262-2700t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（先着）y３万5,000円（テキスト
代別）e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提出。

講座・教室

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール　h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日
※カレンダーの日付は、イベント開催日（複数日ある場合はその初日）を記載しています。

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

情報BOX ※ご記入いただいた個人情報は適切に管理し、目的外には使用しません。
※講座・催しなどで、特に記載がないものは誰でも参加（申し込み）可。

応 募 事 項
電話以外で申し込む場合は次の	応募事項	を書いてください。
　●	催し名など（コースも）	 　●	郵便番号・住所
　●	氏名（ふりがな）	 	 　●	年齢
　●	電話番号	 	 	 　●	小中高生は学年

福岡市政だより
令和２（2020）年４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



4/

15
●水
他

3さざんぴあ博多
運動が苦手な小学生のための体操教室

　ストレッチやリズム体操を行います。d４月15日、22日、５月13日、27
日、６月17日、24日（いずれも水曜日）①午後６時〜７時②午後７時〜８時

（連続講座）liさざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）a502-8570 
f502-8571t①小学１〜３年生②小学４〜６年生 ※いずれも保護者の
同伴または送迎が必要c各20人（先着）y3,000円（保険料別）e電話
か来所で、４月１日以降に問い合わせ先へ。

4/

16
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　チェコ・ブルノ出身のブフトヴァー・ソフィエ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）a262-1744f262-2700 
c50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、４月１日以降に同財団へ。

4/

18
●土

3月隈パークゴルフ場　バラの育て方講座

　講義と実習で学びます。中学生以下は保護者同伴。d午前10時〜
正午、午後１時〜３時li同ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a504-5333 
f586-5388c各15人（先着）y1,000円e電話かファクス、来所で、４月
１日以降に同ゴルフ場へ。

4/

19
●日

2子どものための地域舞台公演
ピアノマン・ダリルコンサート

　ピアノの弾き語りによる公演です。d午後１時〜、４時半〜（各１時
間）l市科学館サイエンスホール（中央区六本松四丁目）i福岡まん
なか子ども劇場af715-5040c各200人（先着）y４歳以上1,300円、３
歳以下無料。当日は200円増しe電話かファクス、メール（m mannakak
ids.2019@gmail.com）に応募事項と希望時間を書いて問い合わせ先
へ。来所（中央区草香江一丁目 朝日プラザ大濠Ⅱ３階）でも受け付け
ます。

4/

19
●日

3東図書館　韓国の文字「ハングル」に挑戦

d午後２時〜３時半lなみきスクエア（東区千早四丁目）i東図書館
a674-3982f674-3973t高校生以上c10人（先着）y無料e電話か
来所で、４月１日以降に同図書館へ。

4/

20
●月

3緑のカーテン育て方講座 地域の達人養成編
「今年こそ 理想の緑のカーテンを作る３つの極意」

　昨年度の緑のカーテンコンテストの受賞者や専門家などが教えま
す。参加者には朝顔の種を進呈。d午後２時〜４時l市役所15階講堂
i環境・エネルギー対策課a711-4282f733-5592t市内に住む人、市
内の事業者c100人（先着）y無料eはがき（〒810-8620住所不要）か
ファクス、メール（m kankyoenergy.EB@city.fukuoka.lg.jp）で、４月１日
以降に同課へ。市ホームページでも受け付けます。

4/

21
●火
他

2西区歴史よかとこ案内人と巡る
春の歴史探訪ウォーキング

　①壱岐神社や生の松原元寇防塁、熊野神社など②寿福寺や毘沙門
山、誓願寺など―を巡ります。d４月①21日㈫②23日㈭いずれも午前
９時半〜午後３時l①集合はＪＲ下山門駅、解散は西鉄バス中村バス
停②集合はＪＲ九大学研都市駅、解散は昭和バス日赤入口バス停i西
区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128m nishikuyokatoko@
gmail.comy300円eはがき（〒819-0013西区愛宕浜１-16-６）かメールに
応募事項と希望日を書いて、希望日の４日前（必着）までに同事務局
へ。

4/

25
●土

3市ヨットハーバー　初心者クルーザー教室

d午前10時〜午後４時li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）
a882-2151f881-2344t市内に住む16歳以上c10人（先着）y4,000
円e来所で４月１日午前10時以降に同施設へ。ホームページでも受け
付けます。

4/

26
●日

2西区市民吹奏楽団 スプリングコンサート

　歌劇「つばめ」や「オリンピックマーチ」などを演奏します。d午後２時
から（開場は１時半）l西市民センター（西区内浜一丁目）i同楽団・
横山a080-9101-5981m webmaster@nishisui.netc800人（先着）y500
円（小学生以下は保護者同伴の場合のみ無料）e不要

4/

27
●月
他

2福岡国際女子テニス ①予選②本戦

　詳細は問い合わせを。d①４月27日㈪・28日㈫②４月28日㈫〜５月３
日（日・祝）午前10時〜午後３時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（九州テニス協会内）
a722-1605f722-1607c各日3,000人（先着）y①無料②800円（６日間
通し券。当日は200円増し） ※高校生以下無料e①不要②ファミリー
マート、セブンイレブンなどでチケット購入を。または、電話で同事務
局へ。

5/

3
●●日・祝
他

2市観光案内ボランティアと福岡・博多"深"発見まち歩き
どんたくのぼせてよかろうもんコース

　博多どんたく港まつりでにぎわう街を、市観光案内ボランティアガ
イドと一緒に歩きます。①博多駅〜博多リバレイン（博多区）②市役所
〜水上公園（中央区）。d５月①３日（日・祝）②４日（月・祝）いずれも午前10時
〜午後０時半l集合は①ＪＲ博多駅博多口②市役所１階市民ロビーi

福岡観光コンベンションビューローa733-5050f733-5055c各20人
（先着）y800円、小学生以下300円（保護者同伴）eファクスかメール
（m event-bora@welcome-fukuoka.or.jp）に参加者全員の応募事項と
代表者名、希望日を書いて、４月２日午前10時以降に問い合わせ先へ。

舞鶴公園　福岡城藤まつり

　藤の花の咲く藤棚=写真=の下でくつろ
げます。４月18日㈯、19日㈰は下記のイベン
トの他、「ほうじ茶カフェ」や人力車乗車体験
などもあり。詳細はホームページで確認を。
d４月18日㈯〜26日㈰午前10時〜午後４時
l同公園（中央区城内）i①福岡城舞遊の
館a707-3191f707-3193②③同公園a781-
2153f715-7590y①１人5,000円（着物レン
タル代込み）②③無料e①電話かファクス
に応募事項と希望日時、参加人数を書いて、４月１日以降に同館へ。②③はがき

（〒810-0043中央区城内１-４）かファクス、メール（m maiduru@midorimachi.jp）に応
募事項と希望日時を書いて、４月１日以降に同公園へ。

内容 日時 定員（先着）
①藤の花＆着物写真会（30カット撮影し
ます。画像はCD-Rで渡します）

４／18㈯〜26㈰9:00〜、
10:30〜、12:00〜、13:30〜 各回２人

②春の植物ガイド ４／18㈯、19㈰11:00〜、
13:00〜 各回15人

③お城めぐり(ガイドが案内します） ４／18㈯、19㈰14:00〜 各20人

催 し

「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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●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。



5/

4
●●月・祝
他

2海っぴゴールデンウイークフェスタ

　フリーマーケットやバザー、午後２時からはソフ
トクリーム無料引換券プレゼント（小学生以下。
数量限定）や、福岡ソフトバンクホークス観戦チ
ケットが当たるじゃんけん大会などを開催。５日

（火・祝）には段ボール迷路やスーパーボールすくい
も実施（いずれも小学生以下）。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。雨天中止。
d５月４日（月・祝）、５日（火・祝）午前10時〜午後３時l

シーサイドももち海浜公園（早良区百道浜二丁目）i海浜公園管理事
務所a822-8141f822-8147y入場無料（フリーマーケット出店料１日
1,000円）eフリーマーケット出店（先着。各18区画）希望者は、４月１日
から情報プラザ（市役所１階）、各市民センターなどで配布する申込書
を提出。ホームページでも受け付けます。

5/

9
●土

2探せ、干潟の生き物〜干潟生物調査のご案内〜

　国内有数の渡り鳥の飛来地として知られる和白干潟に生息する生
き物を探します。d午後１時半〜４時半l和白干潟海の広場（東区和
白四丁目）i環境調整課a733-5389f733-5592t小学生以上（小学
生は保護者同伴）c30人（先着）y無料e電話かメール（m k-chosei.
EB@city.fukuoka.lg.jp）、来所（市役所13階）で、４月６日以降に同課へ。
定員を超えた場合のみ通知。

5/

10
●日
他

3ももち体育館　リフレッシュヨガ教室（初心者向け）

d５月10日〜８月16日の日曜日午前10時〜11時半（６月７日、14日、28日
を除く連続講座）li同体育館（早良区百道二丁目）a851-4550f 

851-5551t18歳以上c25人（抽選）y6,900円e往復はがき（〒814-
0006早良区百道２-３-15）か来所で、４月１日〜15日（必着）に同体育館
へ。 ※来所の場合は返信用はがきの持参が必要。

5/

12
●火
他

3初心者弓道教室

d５月12日〜６月12日の火・金曜日午後７時〜９時（連続講座）l西体
育館（西区拾六町一丁目）i市弓道連盟福岡西支部・大枡（おおます）
a090-1871-6854f843-3801t市内に住むか通勤・通学する18歳以上
c20人（抽選）y6,000円e往復はがき（〒819-0022西区福重３-38-１
-514）に応募事項と性別を書いて、４月16日〜５月５日（必着）に問い合
わせ先へ。

5/

15
●金
他

3初心者なぎなた教室

d５月15日〜７月17日の金曜日午前11時〜午後１時（連続講座）l南
体育館（南区塩原二丁目）i市なぎなた連盟事務局af523-6426 
t18歳以上c15人（抽選）y無料（保険料別）e往復はがき（〒815-
0071南区平和１-２-10-501）かメール（m fukunaginata@gmail.com）に応
募事項と性別を書いて、４月１日〜27日（必着）に同事務局へ。

5/

23
●土

3スポーツ体験塾　バトン教室

d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a645-1233f645-1220t小学生c40人（抽選）y無料eホーム
ページで４月1日〜14日に受け付けます。当選者のみ通知。

6/

2
●火
他

2博多座　六月博多座大歌舞伎

　出演は中村梅玉、中村時蔵ほか。昼の部は「元禄忠臣蔵」など、夜の
部は「傾城反魂香（けいせいはんごんこう）」など。時間等詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせを。d６月２日㈫〜26日㈮午前11
時、午後４時から ※12日は休演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/hakata
za.htmlt小学生以上yＡ席１万8,000円、特Ｂ席１万5,000円、Ｂ席１万
2,000円、Ｃ席5,000円e電話で４月11日午前10時以降に予約を。ホーム
ページでも購入可。博多座窓口では４月12日午前10時から販売。

早良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（早良
区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763e電話かファクス、来所で、４月１日〜15
日に同ホームへ。

内容 開講日
体つくり運動教室 ５／１〜来年３／５の第１金曜日 17：00〜18：30

エンジョイスポーツA教室 ５／２〜来年３／６の第１土曜日 10:30〜12:00

エンジョイスポーツB教室 ５／２〜来年３／６の第１土曜日 15:00〜16:30

リトミック教室 ５／９〜来年３／27の第２・４土曜日 10：00〜12：20

やさしいアート教室 ５／９〜来年３／27の第２・４土曜日 10：00〜12：00

はじめてのパソコン教室 ５／12〜６／２の火曜日 10:00〜12:00

家族支援教室 ５／12〜来年３／23の第２・４火曜日 9：00〜10：40

やさしい絵画教室 ５／13〜来年３／24の第２・４水曜日 10:00〜12:00

やさしい書道教室 ５／13〜来年３／24の第２・４水曜日 14:00〜16:00

チャレンジ教室 ５／16〜来年２／20の第３土曜日 10：30〜12：00

ももちスポーツ教室 ５／16〜来年２／20の第３土曜日 15：00〜16：30

軽度知的障がい者PC教
室 ５／17〜来年３／21の第３日曜日 10:00〜13:00

チャレンジキッズA教室 ５／20〜来年３／17の第１･３水曜日 17：00〜18：00

チャレンジキッズB教室 ５／27〜来年３／24の第２･４水曜日 17：00〜18：00

講座・教室

催 し 油山市民の森

　いずれも肌を隠す服装（長袖・長ズボン）で参加してください。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。li油山市民の森（南区桧原）a871-
6969f801-1463t①③18歳以上②不問（中学生以下は保護者同伴）④未就学児
と保護者y①③500円②1,500円④1人200円e①②往復はがき（〒811-1355南区
桧原855-４）で４月①８日②10日（いずれも必着）までに同施設へ。ホームページで
も受け付けます。空きがあれば当日も受け付け可。③④不要

内容 日時 定員
①はじめよう地図とコンパス（初心者
向け） ４／11㈯10:00〜12:00 10人

（抽選）

②季節の自然ガイド＆森ヨガ（有料の
ヨガマットのレンタルあり） ４／13㈪10:00〜12:00 20人

（抽選）

③油山きのこ倶楽部（くらぶ） ４／17㈮10:30〜12:00
（受け付けは10:00から）

15人
（先着）

④おやこトコトコさんぽ（自然ガイドと
一緒に散歩します）

４／29（水・祝）11:00〜12:00
（受け付けは10:30から）

20人
（先着）

③講師の「きのこちゃん」 ④おやこトコトコさんぽ

市
海
浜
公
園
マ
ス
コ
ッ
ト

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー「
海
っ
ぴ
」

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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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。



救命講習

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生
法（①②大人に対する方法③子どもに対する方法④
両方）を学びます。詳細は問い合わせを。i救急課a 

791-7151f791-2994t市内に住むか通勤・通学する人
y無料e電話で各申込先へ。受け付け開始は４月①
③④14日②１日。ホームページでも受け付けます。

種類 実施日 会場 申込先 定員
（先着）

①入門（夜間）５／21㈭ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） a791-7151 30人

②普通１

５／13㈬ さいとぴあ（西区西都二丁目） a806-0642 30人
５／15㈮ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人
５／18㈪ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人

５／20㈬ 博多消防署（博多区博多駅前四
丁目） a475-0119 40人

５／21㈭ 中央消防署（中央区那の津二丁目）a762-0119 40人
５／24㈰ 早良消防署（早良区百道浜一丁目）a821-0245 30人
５／25㈪ 博多消防署 a475-0119 40人
５／26㈫ 東消防署 a683-0119 40人
５／29㈮ 城南消防署（城南区神松寺二丁目）a863-8119 30人

③普通３ ５／19㈫
消防本部 a791-7151

30人
④上級 ５／22㈮ 40人
　※時間は①午後７時〜８時半②③午前10時〜午後１時④午前９時〜午後５時。
応急手当普及員講習と応急手当普及員再講習については救急課へ問い合わせ
を。

講座・教室

市科学館

　５月から①〜⑥９月まで⑦⑧来年３月まで開催（月２回の連続講座）。詳細は
ホームページで確認を。li同館（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-
2530y①④⑥１万円②③⑤２万円⑦5,000円⑧3,000円eホームページで４月１日
午前９時半から20日午後６時まで受け付け。

内容 日時 対象・定員（抽選）
①大人のサイエンス・クリエイティ
ブクラブ（レーザーカッター等を
使い、科学にちなんだアイテムを
デザイン・工作します）

金曜日 18：30〜21：00 18歳以上（高校生は
不可）・７人

②実験研究クラブ（過去の偉人の
実験を通して、測定・分析・発表を
行います）

土曜日 10:00〜12:30 小学３年生以上・24人

③ロボットクラブ（ロボットのプロ
グラミングを行います） 土曜日 10:00〜12:30 小学３年生以上・24人

④工作クラブ（木材や電子部品な
どを使って、ものづくりをします） 土曜日 14：00〜16：30 小学４〜６年生・12人

⑤プログラミングクラブ（基礎か
ら学びます） 土曜日 14：00〜16：30 小学３年生以上・24人

⑥デジタル工作クラブ（レーザー
カッターや３Dプリンター等を使っ
て、ものづくりをします）

月曜日 18:30〜21:00
パソコンの基本操作
が分かる中学生以上・
５人

⑦ネイチャークラブ（科学実験・工
作・野外活動を通して、身近な生活
や自然を科学の視点で学びます）

土曜または日曜日の
約２時間 ※開始時間
は日によって異なる

小学３〜６年生・20人

⑧無線クラブ（国内外のアマチュ
ア無線局と交信などを行います） 日曜日 10:00〜12:00 小学４年〜高校生・20

人
　※いずれも「お試し体験」が４月中にあり。詳細はホームページで確認を。

講座・教室

雁の巣レクリエーションセンター

　①初心者向け。用具の無料貸し出しあり。②赤ちゃんを乗せたベビーカーを
使用して、無理なく安全にできる運動を行います。③２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。li同センター（東区奈多）a606-
3458f607-9057t①小学生②産後４カ月以降の母親と乳幼児（父親も可）③小
学生以上e①メール（m tssk321@icloud.com）に応募事項と希望日を書いて４月
１日以降に雁の巣スケートボードスクール・志田へ。②③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と、ファクスの場合はファ
クス番号も書いて、４月②14日③21日（いずれも必着）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。

内容 日時 定員 費用
①雁の巣スケートボー
ドスクール体験会

４／４〜来年３／27の原則第
１・３土曜日 11:45~12:25

各５人
（先着） 1,000円

②バギーエクササイズ
体験会 ４／22㈬11:00〜11:45 10組

（抽選） 無料

③みんなで歩こう ノル
ディックウォーク ４／29（水・祝）9:30〜12:00 30人

(抽選）
300円（ポールレ
ンタル代300円）

催 し

今津リフレッシュ農園

li同農園（西区今津）a806-2565f806-2570t①②不問③市内に住む人y①
入場無料②1,000円③１口（10株程度）1,000円e①不要②電話か来所で、４月11
日午前８時45分〜午後１時に同農園へ。③往復はがき（〒819-0165西区今津
5685）に応募事項と希望口数、希望日を書いて４月１日〜11日（必着）に同農園
へ。来所でも受け付けます（往復はがきを持参）。

内容 日時 定員
①花まつり（季節の花苗と野菜苗を紹介・
販売。先着100人に花苗を配布） ４／19㈰9:30〜15:00 －

②園芸教室（プランターを使って減農薬
野菜を作ります） ４／26㈰10:00〜12:00 10人

（抽選）
③サツマイモ植え付け体験（植え付け後、
ツル上げなどの手入れや雑草取り、収穫
作業を体験）

５／15㈮〜17㈰のいずれ
か１日9:00〜16:00 ※収穫
時期は10／10㈯〜18㈰

500口
（抽選）

催 し

①花まつり ②園芸教室

市博物館　①黒田家名宝展示 吉岡一文字 
②企画展示 ふくおか発掘図鑑０巻

　①黒田家伝来の太刀 銘一 伝吉岡一文字を展示します。②福岡の考古学の始
まりについて紹介します。d①４月７日㈫〜５月31日㈰②４月14日㈫〜６月14日㈰
いずれも午前９時半〜午後５時半（入館は５時まで）x月曜 ※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-
5011f845-5019y一般200円、高大生150円、中学生以下・市内に住む65歳以上
無料

催 し

市美術館　コレクション展（古美術）①田中丸コレクション 
うつわ歳時記②新収蔵品展③春の名品展

　①季節の風物を文様や形、銘などで表現した器を紹介します。②2016〜2019
年度に収蔵した作品を展示します。③松永コレクションの中から、春にふさわし
い作品を精選して展示します。d４月14日㈫〜６月14日㈰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
美術館（中央区大濠公園）a714-6051f714-6071y一般200円、高大生150円、中
学生以下・市内に住む65歳以上無料

催 し
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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
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人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d４月11日㈯午後１時半〜４時lあい
あいセンター７階（中央区長浜一丁
目）i日本オストミー協会福岡市支
部af553-2141y無料e不要
行政書士による「暮らしと事業」無
料相談会

　会社設立・建設業許可、相続等の相
談に応じます。d４月18日㈯午前10時
〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l南市民センター２階（南区塩原二丁
目 ）i県 行 政 書 士 会a641-2501f 

641-2503y無料e不要
高齢者・障がい者のための無料法
律相談会

　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
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
４／16㈭
５／14㈭

あいあいセンター７階（中
央区長浜一丁目）

４／23㈭
５／21㈭

なみきスクエア１階（東区
千早四丁目）

　※時間は午前10時〜午後３時。

お知らせ
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】４月９日〜17日i県住宅供給
公社管理課a781-8029f722-1181

コココのダンス 出演者を募集
　５月５日（火・祝）午後２時から市民会館

（中央区天神五丁目）で開催するイベ
ントへの出演者を募集。参加者全員
でダンスを創作し発表します。ダンス
経験は不問。詳細は問い合わせを。

【対象】18歳以下の病気・障がいを持
つ人を含む家族（両親・きょうだいま
で）【定員】15家族（先着）【参加費】無
料【申し込み】電話かファクス、メール

（m uketsuke@fukuoka-civichall.jp）
で、４月１日以降に同会館へ。ホーム
ページでも受け付けます。i同会館
a761-6567f761-5866
市高齢者利用料減免施設一覧を
配布します

　市内に住む65歳以上を対象に利用
料金の減免を行う施設の一覧を、情報
プラザ（市役所１階）、各区福祉・介護保

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。d５月13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）a 

f738-0073t家族や恋人、友人など
を自死（自殺）で亡くした人やその支

相 談

険課で配布。市ホームページにも掲載。
i高齢福祉課a711-4881f733-5587
令和３年度に設置する街頭防犯カメ
ラの設置費用の一部を助成します

　【対象団体】自治協議会、自治会・町
内会など（１団体につき４台まで。複数
年度にわたる申請可）【対象経費】 ▽

防犯カメラ、録画機器装置の購入お
よび設置工事に係る経費 ▽防犯カメ
ラの撮影を示す看板設置に係る経費

【補助率】対象経費の75％以内（上限
あり）【申請】設置意向調査書に必要
書類を添えて４月１日〜６月30日に問
い合わせ先へ。詳細は市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを。i防
犯・交 通 安 全 課a711-4054f711-40 
59、各区総務課（中央区は地域支援
課、西区は防災・安全安心室）
個人の市県民税の申告期限を延
長します

　新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から、４月16日㈭まで延長
します。詳細は市ホームページで確認
を。i各区課税課
所得税、個人事業者の消費税、贈与
税の申告・納付期限を延長します

　新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から、４月16日㈭まで延長
します。詳細は国税庁ホームページ
で確認を。i各税務署
全国健康福祉祭（ねんりんピック）
の参加選手を募集

　10月31日㈯〜11月３日(火・祝)に岐阜
県で開催される同祭に参加する選手
を募集します。種目は①マラソン②水
泳。i同祭参加事業福岡市実行委員
会事務局a713-1340f713-0157t市
内に住む、昭和36年４月１日以前に生
まれた人c①３㎞、５㎞、10㎞各２人
(男女不問)②８人（男女各４人） ※い
ずれも抽選y無料（旅費等別）e電話
かファクスで問い合わせの上、送付さ
れた申し込み用紙を４月１日〜５月１日

（必着）に同事務局へ。

ももち体育館を再開館します
　改修工事のため休館中の同体育館
を４月１日㈬から開館します。iスポー
ツ施 設 課a711-4099f733-5595、同
体育館a851-4550f851-5551

よかドック春得キャンペーン
　４月１日〜６月30日に市国民健康保
険特定健診「よかドック」を受診した人
の中から、抽選で301組（602人）に福
岡ソフトバンクホークス公式戦チケッ
トをプレゼントします（試合日程は選
べません）。当選はチケットの発送を
もって 通 知。i保 険 医 療 課a711-
4269f733-5441e不要（よかドックは
要予約）

援者c３人(先着)y無料e電話かファ
クス、来所で同センターへ。

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者（今回は肢体障が
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。d４月
15日㈬午前10時〜正午lふくふくプ
ラザ４階（中央区荒戸三丁目）i市身
体障害者福祉協会a738-0010f791-
7687t市内に住む障がい者やその家
族などy無料e不要

あいくる（中央児童会館）　４月の事業（一部抜粋）

　未就学児は保護者同伴。①の会場は城南体育館（城南区別府六丁目）、上履き
を持参。li同会館（中央区今泉一丁目）a741-3551f741-3541y①②無料③１
個200円e①②不要③電話かファクス、来所で、４月７日以降に同施設へ。

内容 日時 対象・定員
①あいくるがやってくる（親子あ
そび） ４／８㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児

②みんなであそぼう（ドッヂビー）４／12㈰13:30〜14:30 小中高生

③木育おもちゃの広場 ４／22㈬10:00〜12:00 乳幼児、20組
（先着。１人１個）

　※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。

催 し

S
スマートニュース
martNews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。アプリは右のコードからイン
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

広報課からの
お知らせ

博多座「市民半額観劇会」

　「六月博多座大歌舞伎」を半額で観劇できます。d６月４日㈭、５日㈮、６日㈯、８
日㈪、14日㈰、15日㈪、22日㈪午前11時から（４日は午後４時からの回もあり）、７日
㈰、９日㈫、13日㈯、23日㈫午後４時から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9,000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４月10日（消印有効）までに同事務局へ。当選
者のみ通知（４月17日ごろ発送）。

催 し

かなたけの里公園 
①春の里山ハイキング②ブドウづくり体験

　①同公園を出発し、金武乙石地区のオオヤマモモの木を目指します。中学生
以下は保護者同伴。②ブドウ（巨峰）の誘引から収穫までを行います。収穫後は
持ち帰り可（12房程度）。d①４月12日㈰午前10時〜正午②５月３日〜７月５日の
日曜日、８月８日㈯、９日㈰、10月４日㈰午前９時半〜正午（初回のみ午後３時まで）
li同公園（西区金武）af811-5118c①20人（先着）②30組（抽選。１組５人ま
で）y①無料②１組4,500円e①電話か来所で、４月１日以降に同公園へ。②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４月１日〜15日（消印有効）に同公園へ。

催 し

博多人形師育成塾

　人形作りの全工程を体験。d６月３日〜来年３月24日の水曜日午後６時半〜８
時半l福岡商工会議所ビル（博多区博多駅前二丁目）i博多人形商工業協同組
合a291-4114f291-8007t18〜45歳c15人（選考）y５万円e写真を貼った履歴
書に応募動機と彫刻・絵付けなどの経験の有無（様式不問）を書いて、郵送

（〒812-0023博多区奈良屋町10-３-602）で４月30日（消印有効）までに同組合へ。

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
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か定期券売り場（姪浜、西新、貝塚、別
府、博多、天神駅）で ▽新中学生の定
期券の購入＝進学する中学校が発行
した通学証明書を持参の上、定期券
売り場か自動定期券発売機のある駅

（橋本、野芥、福大前、薬院、天神南）
へ。i地下鉄お客様サービスセンター

（各種案内）a734-7800f734-7801

第２期「市まち・ひと・しごと創生
総合戦略」原案および「市人口ビ
ジョン」改訂案について

　【原案の閲覧・配布】４月１日から総
務企画局企画課（市役所８階）、情報
公開室（同２階）、情報プラザ（同１階）、
各区情報コーナー、各出張所で。市
ホームページにも掲載【募集期間】４
月30日(消印有効)までi同課a711-
4093f733-5582

しごと

ibbなでしこ塾　基礎から学ぶ「経
営」スクール

　専門家等から経営の基本（財務、販
路拡大など）を学びます。d５月13日〜
７月15日の水曜日（５月20日を除く連続
講座）午後６時半〜８時半 ※５月13日、
６月17日、24日、7月15日は午後９時ま
で。最終日は懇親会もあり。libb fuku
okaビル（中央区天神二丁目）iアイ
ビービーa737-6360f732-9559t起
業予定か起業後間もない人c15人

（先着）y１万7,000円e電話かファク
ス、メール（m m.asada@hirota-shoji.
com）、来所で問い合わせ先へ。ホーム
ページでも受け付けます。

裁判所職員採用試験
　①裁判所事務官＝総合職（院卒者・
大卒程度）、一般職（大卒程度）②家庭
裁判所調査官補（院卒者・大卒程度）

【募集案内の配布】裁判所で。ホーム
ページにも掲載【申込期間】 ▽郵送＝
４月１日〜３日（消印有効） ▽インター
ネット＝４月１日午後３時から９日まで
i①福岡地方裁判所事務局人事課
a981-9642f741-7210②福岡家庭裁
判所事務局総務課a711-9651f781- 
8393

職業訓練６月生を募集
　①機械加工技術科②企業実習付き

意見募集

　※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。

障がい者のタクシー料金を助成

　500円分のタクシー券を交付しま
す。【券種】電動車いす使用者（座位保
持装置を含む）はワゴン型タクシー
券、それ以外は福祉タクシー券（一般
車）を交付【交付枚数】ワゴン型タク
シー券＝48枚、福祉タクシー券＝55枚 
※いずれも最大。６月以降は交付枚
数が２カ月ごとに、ワゴン型は８枚ず
つ、一般車は９枚ずつ減少【対象】障
がい者（18歳以上）および配偶者が市
民税非課税（18歳未満の障がい児の
場合、世帯全員が市民税非課税）で、
次のいずれかに該当する人（入院・施
設入所者を除く） ▽視覚、下肢・体幹、
内部障がいの１級か２級 ▽視覚、肢体

（上肢、下肢・体幹）、内部障がいが重
複して総合２級以上で下肢・体幹３級

▽療育手帳Ａを持つ ▽精神障害者保
健福祉手帳１級を持つ【申し込み】身
体障害者手帳か療育手帳または精神
障害者保健福祉手帳と印鑑を持参の
上、４月１日以降に住所地の各区福祉・
介護保険課（精神障害者保健福祉手
帳を持つ人は各区健康課）へ来所を。
i各区福祉・介護保険課、各区健康課

市税に関する証明の発行開始日
　令和２年度の税務証明書の発行開
始日は下表の通り。i各区課税課

税目 証明書 発行開始日

固定資産税

評価証明 ４／１㈬〜
課税証明（公
課証明）、納
税証明

４／７㈫〜

市県民税
（住民税）

課税証明（所
得証明）、納
税証明

①５／15㈮〜
②６／12㈮〜

非課税証明 ５／15㈮〜

軽自動車税 車検用納税
証明 ６／１㈪〜

　※①＝給与からの引き去り（特別徴
収）のみの人、②＝①以外の人。
NPO活動推進補助事業の報告会・
募集説明会

　市民や企業・団体からの寄付を基に
した基金「あすみん夢ファンド」を活用
したNPO法人による補助事業の報告会
と、令和２年度の募集説明会を開催し
ます。d４月24日㈮午後６時半〜９時

（受け付けは６時から）lあすみん（中
央区今泉一丁目）i市民公益活動推
進課a711-4283f733-5768c20人（先
着）y無料e不要
浜崎今津漁港小型船舶係留施設
の空きバース利用者を募集

　料金や申込方法など詳細は募集要
項で確認を。【対象船種】船舶の長さ
が6.1ｍ〜7.9ｍ（船舶検査証書に記
載）のプレジャーボート、釣り船など

（ヨットを除く）【募集数】１隻（抽選）

機械加工技術科③住宅リフォーム技
術科④電気設備技術科⑤ものづくり
溶接科―の受講生を募集。託児あり。
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。li①
〜④福岡職業能力開発促進センター

（北九州市八幡西区穴生三丁目）a 

093-641-6909f093-631-6516⑤ 福 岡
職業能力開発促進センター飯塚訓練
センター（飯塚市柏の森）a0948-22-
4988f0948-22-4912
農業研修受講生①基礎研修②イ
ンターンシップ研修を募集

　農業の基礎知識や栽培技術を学び
ます。詳細は問い合わせを。d６月〜
来年３月の間の①月２、３日程度②60
日程度l①ＪＡファーム福岡（西区今
宿青木）②希望する品目の市内農家
i政策企画課a711-4841f733-5583 
t市内に住み、市内で自営就農を目
指す20歳以上。他要件ありc①10人
程度②４人程度（いずれも選考）y１
万円eはがき（〒810-8620住所不要）
かファクス、メール（m seisakukikaku.
AFFB@city.fukuoka.lg.jp）で、４月17日

（必着）までに同課へ。５月14日㈭に応
募者を対象とする説明会・面接会を開
催。

就学相談員（産休・育休代替）の募集
　障がいのある児童生徒の就学相談
に係る事務処理や電話対応、来庁相
談等に従事。【資格】臨床心理士また
は公認心理師【任用期間】５月７日〜
来年３月31日【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、各出張所で。市ホー
ムページにも掲載【申込期間】４月10
日(消 印 有 効)までi同センターa 

845-0015f845-0025
西区健康課 臨時的任用職員（助
産師・保健師）を募集

　乳幼児健診や母子健康手帳の交付
等母子保健に関する業務に従事。【資
格】助産師か保健師で産科医療機関
等の臨床経験か母子保健事業への従
事経験を持つ人【任用期間】６月１日〜
７月31日(再任用あり) 【募集案内・申
込書の配布】情報プラザ（市役所１
階）、各区健康課で。市ホームページ
にも掲載【申込期間】４月10日(必着)
までi西区健康課a895-7055f891- 
9894

【利用開始】６月以降【募集要項の配
布】４月１日から情報プラザ（市役所１
階）で。市ホームページにも掲載【申
込期間】４月30日（消印有効）までi漁
港課a711-4372f733-5557
４月１日から水道局東営業所、博
多営業所（検針業務のみ）の受託
者が変更になります

　【新受託者】九州アクアサービス共
同企業体【委託業務】検針、収納。  ※
従事者は統一された制服を着用し、
業務委託証明書、従事者証を携行し
ています。i営業企画課a483-3133 
f482-6918
受動喫煙対策コールセンターを
ご利用ください

　受動喫煙対策を強化するための
「健康増進法の一部を改正する法律」
が４月１日から全面施行となり、事業
所、飲食店等、多数の利用者がいる施
設は原則屋内が禁煙になります。喫
煙を行う場合には喫煙専用室が必
要。喫煙スペースには20歳未満は立
ち入りできません（経営規模の小さ
な飲食店を対象に経過措置あり）。法
律の改正内容や受動喫煙対策に関す
る質問・相談はコールセンターまで。
i同コールセンターa0120-270-210

（平日午前９時〜午後６時）
2020年改訂版「シニアのための智
恵袋」を発行しました

　定年退職後の生き
がいづくりや健康、年
金、税金などの情報を
まとめたパンフレット

「シニアのための智恵
袋」=写真=の2020年
改訂版を区ごとに発
行。各区福祉・介護保険課、情報プラザ

（市役所１階）で配布しています。市
ホームページにも掲載。i高齢社会
政策課a711-4595f733-5587

骨髄等移植ドナーに助成します
　事業所等に勤務している人で骨髄
などを提供した人の、休業による経済
的負担を軽減するため助成金を交付
します。詳細は市ホームページで確認
するか問い合わせを。【対象】市内に
住み、４月１日以降に骨髄等の提供を
行った人i保 健 予 防 課a711-4270 
f733-5535
地下鉄の小児料金から大人料金
への切り替え時期について

　３月に小学校を卒業する児童の地
下鉄料金は、３月31日まで小児料金、４
月１日以降は大人料金になります。こ
れに伴い、「小児用はやかけん」の大
人用への切り替えや、新中学生の定
期券の購入の手続きは４月１日以降に
行ってください。 ▽「小児用はやかけ
ん」の変更手続き＝地下鉄駅券売機
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観光コンベンション部 食の観光
PR推進員を募集

　福岡の食の魅力をさらにPRするた
め、食に制限のある人（ベジタリアン
等）に対応する飲食店の情報収集・発
信や、対応に取り組む店舗の支援（メ
ニューブック整備）などに従事。【資
格】次の全てを有する人 ▽飲食店ま
たは飲食店に関連する業務への従事
経験がある ▽海外の飲食店に関する
知見を有している―他要件あり【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】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】４月６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

　 ▽原始機（げんしばた）による織物・
染色講習 ▽福祉住環境コーディネー
ター２級直前（４回）講習 ▽「Word中級
ビジュアル文書作成機能の活用」講
習 ▽ガス溶接技能講習―を開催。日
程や料金など詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。 i同協会
a671-6831f672-2133

令和２年度市職員の募集日程について

　募集区分などは変更になる場合があります。採用は原則として来年４月１日。
【募集案内・申込書の配布】下表の配布開始日から人事委員会事務局任用課（市
役所５階）、情報プラザ（同１階）、各区情報コーナー、各出張所、県民情報センター

（県庁１階）などで。市ホームページにも掲載。i同課a711-4687f733-5866

募集区分 配布
開始日

受験申し込み 
受付期間

第１次試験
（会場）

最終合格者
発表（予定）

上級

行政事務 行政（一般）、
福祉、心理

５月１日
から

▷電子申請＝５
月１日〜19日
▷郵送＝５月１
日〜21日（消印
有効）

６月28日㈰
（福岡市内と
東京都内）

８月下旬〜９
月中旬

行政技術

土木、建築、
電気、機械、
造 園、衛 生
管理(食品）・
衛生管理（環
境）など

消防吏員A（大学卒業程度）
獣医師、保健師

社会人経験者
行政（一般・
ICT)、社会福
祉、建築

５月１日
から

電子申請のみ。
５月１日〜19日　
※添付書類は
別送（郵送）で
19日（ 消 印 有
効）まで

６月28日㈰
（福岡市内と
東京都内）

10月中旬

中級 行政事務、学校事務

７月30日
から

▷電子申請＝７
月30日 〜８月
12日
▷郵 送＝７月
30日〜８月14日

（消印有効）

９月27日㈰
（福岡市内）

11月中旬〜
12月中旬

初級
行政事務、学校事務

行政技術 土木、建築、
電気、機械

消防吏員B（高校卒業程度）
保育士
運輸業務従事者（地下鉄職
員）

障がいのある
人を対象とす
る採用選考

行政事務
学校事務

8月27日
から

▷電子申請＝８
月27日〜９月９
日
▷郵 送＝８月
27日〜９月11日

（消印有効）

10月18日㈰
（福岡市内） 12月中旬

技能・労務職
　※技能・労務職採用選考の実施については、現
時点では未定のため、必要に応じて市ホームペー
ジなどでお知らせします。

　感染症予防のためには、風邪や季節性インフルエンザの対策と同様に、
一人一人が手洗いや咳（せき）エチケットなどを守ることがとても重要です。
市民の皆さんには、より一層の感染症対策の実施をお願いします。
　新型コロナウイルス感染症に関する最新の情報は、市ホームページ（「福
岡市　コロナ」で検索）に掲載しています。福岡市LINE（ライン）公式アカウン
トでも、予防方法などを確認できます。

　〇 外出先からの帰宅時や調理の前後、食事の前、口
や目・鼻などを触る前には、せっけんで手を洗いま
しょう。アルコール消毒液で手指の消毒を行うのも
有効です。

　〇 咳や、くしゃみをするときには、マスクやティッシュ、
ハンカチ、袖などで口や鼻を押さえましょう。

　〇 換気が悪く、人が密集して過ごすような空間を避け
てください。また、持病がある人や高齢者は、できる
だけ人混みを避けるなど、より一層注意してくださ
い。

　〇 普段から十分な睡眠とバランスのよい食事を心掛
け、免疫力を高めましょう。

　〇 発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会
社を休み、毎日体温を測定して記録してください。

③端から1.5cmのところを縫う

①ガーゼ生地（横42cm×縦18cm）、マス
クゴム（27cm×２本）を用意。生地を裏
返して、上と下を真ん中に向けて折る

④縫った部分にゴムを通す。長さを
確認しながらゴムを結ぶ

②生地を三等分に折り、折りかぶせ
た部分の端を1cmのところで内側に
折り込む

新型コロナウイルス感染症への
対策を行いましょう

咳
せき
エチケットのためのマスクの作り方の例

手のひら、手の甲、
指先、指と指の間、
手 首などをまんべ
んなく洗います

とっさのときは、袖
や上 着の内 側など
で覆います

感染の予防や、新型コロナウイルス感染症に関する相談
新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル

a711-4126（24時間対応）f733-5535

＜日常生活で気を付けること＞

●ガーゼ生地を使ったもの

●キッチンペーパーを使ったもの
①キッチンペーパーをじゃばら折り
にする
②両端に輪ゴムをつける
③ホチキスで留める

　市ホームページ（「福岡市 マスク 作り方」で検索）では、マスクの作り方を動
画で見ることができます。 ※参考／「ハンドメイドの図書館」ホームページ、警
視庁ホームページ

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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子どもの日「めざせ１番 〜スポーツト
ライアル〜」
　競技用車いすなどパラスポーツの道
具を使用したタイムトライアルやゲーム
を行います。d５月５日（火・祝）午前10時
〜午後１時（受け付けは午前９時50分か
ら）t小学生以上y無料e不要

げんきっずスクール
　運動能力の向上を目指すコーディ
ネーション運動を行います。教室開催前
の体験会（有料）もあり。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。d５
月15日〜９月４日の金曜日午後５時半〜
６時半（７月24日、８月14日を除く連続講
座）t小学１・２年生c15人（抽選）y 

7,500円eはがきかファクス、来所で、４
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。
施設の一部を閉館します
　施設の老朽化のため、第２競技場棟お
よび本館棟を来年３月31日に閉館しま
す。なお、第１競技場棟は継続して利用
できます。iスポーツ施設課a711-40 
99f733-5595

園芸講座「ナス・きゅうり・トマトなど
の作り方」
　夏野菜の栽培方法を学びます。d４月
９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、４月２日以
降に同公園へ。
園芸講座「家庭菜園の栽培環境のチェッ
ク」
　家庭菜園の栽培に欠かせない、土や
排水、光などの環境づくりを学びます。
d４月10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、４月
３日以降に同公園へ。

　※いずれも最終日の展示は午後５時
まで。入場無料。
博多織セレクト展
　バッグや財布、名刺入れなど、博多織
の織元の作品約200点を展示・販売。d

４月２日㈭〜７日㈫
春ひ・ら・り
　河野華洋氏（水墨画）、前田白道氏（陶
芸）、卜部茉莉子氏（シルバーアクセサ
リー）、福井正裕氏（染め）による、春を
テーマにした作品を展示・販売。各作家
による実演や体験(有料)もあり。詳細は
ホームページで確認を。d４月９日㈭〜
14日㈫

　※いずれも無料。小学３年生以下は保
護者同伴。申し込みは電話かメール（m 
mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所
で、４月１日午前10時以降に同施設へ。
みんなでチャレンジ 光るスライム作り
　特殊な光を当てると蛍光物質が反応
して光るスライムを作ります。d４月18
日㈯午前10時半〜11時c25人（先着）
マーブリングできれいな模様
　水にインクを浮かべてマーブル模様
を作り、水質について学びます。d４月
25日㈯午前10時半〜11時t小学１〜３
年生c20人（先着）

夫・パートナーとの関係を考える〜こ
れってDV？〜
　講義やグループワークを通して学び
ます。d５月15日㈮午後１時半〜３時半
t女性c20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５月５日までに申し込み
を。先着順）e電話（a526-3788）かファ
クス、メール（m amikas.soudan@city.fu
kuoka.lg.jp）、来所で、４月１日以降に同
施設へ。ホームページでも受け付けま
す。

プラネタリウムイベント　恐竜くんトー
クショー「恐竜くんと行く 恐竜時代の
海・空・森」
　恐竜の専門家「恐竜くん」=写真=が
恐竜がいた時代の地球について話しま
す。d５月３日（日・祝）午後４時20分〜５時
20分、６時40分〜７時40分c各220人（先
着）y中学生以上1,200円、小学生600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４月１
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。

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）

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。

あなたが撮影した彗星（すいせい）の写
真がプラネタリウムに〜彗星の写真を
大募集〜
　同館が選定した写真をプラネタリウ
ム番組「宙語（そらがた）り」で紹介。番組
投映期間中（６月10日〜９月上旬）、受け
付けた彗星の写真は全て６階ホワイエ
に掲示します。eホームページで詳細を
確認の上、４月
１日〜30日（必
着）に同館へ。

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）

過去の同スクール

ⒸTetsuya Kawano
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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

l①③④⑤同センター②大濠公園（中央区）e①③④⑤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。②不要

内容 日時 対象・定員 費用
①１日糖尿病教室（食事療
法、運動療法） ５／９㈯10:00〜15:00 20人（先着） 1,000円

（食事付き）

②ニコニコペース健康教室
（ウォーキング）

５／16㈯14:00〜16:00
（毎月第３土曜日開催） ―

年会費2,000円
（ 参 加 体 験は
無料）

③禁煙教室 ５／20㈬18:30〜20:00 20人（先着） 1,000円
④気軽に糖尿病教室 ５／29㈮13:30〜15:30 12人（先着） 500円

⑤やせナイト塾（生活習慣改
善教室）

６／４〜25の木曜日（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、15人（先着）

1,000円

　※その他、「30歳代のヘルシースクール（個別健康相談）」を無料で実施。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

５月の講座
y①②④〜⑨無料③300円e電話か
ファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.
or.jp）、来所で、４月１日以降に同セン
ターへ。

内容・日時 定員（先着）
①自分に合った車いす選びと
介助
５／２㈯、13㈬10:00〜12:00

５／２＝15人、
５／13＝20人

②人には聞けないおしっこトラ
ブル
５／７㈭14:00〜16:00

25人

③自助具製作教室（牛乳など
の紙パックに取り付け、片手で
持ちやすく注ぎやすくする「紙
パックハンドル」を作ります）
５／９㈯14:00〜16:00

10人

　※いずれも17歳以下は保護者同伴。
今宿八十八夜 茶つみのつどい
　茶摘みと製茶を体験します。d４月26
日㈰午前10時〜午後３時半c50人（抽
選）y小学生以上500円、未就学児300
円e往復はがきに参加者全員の応募事
項を書いて４月１日〜14日（必着）に同セ
ンターへ。ホームページでも受け付け
ます。 ※ホームページで申し込みの場
合は当選者のみ通知。
夏休み期間中の宿泊利用
　１泊２日の宿泊利用申し込みを受け付
けます。料金など詳細は問い合わせを。
d７月21日㈫〜８月31日㈪ ※８月１日は
一部利用不可cロッジ５棟（１棟12人ま
で）、テント８張り（１張り８人まで）e往復
はがきに代表者の応募事項と団体名、

４月のおはなし会
　読み聞かせや紙芝居など。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせ
を。c各40人（先着）y無料e不要

対象 開催日 時間
０〜２歳と保
護者

４／４㈯、11㈯、
18㈯ 14：10～14：25

幼児
４／４㈯、11㈯、
18㈯ 14：30～14：50

日曜日 14:30～15：00
幼児〜小学
生 ４／25㈯ 14:30～15：00

小学生 日曜日 15：15～15：45

④人には聞けないうんちトラブル
５／14㈭14:00〜16:00 25人

⑤滑らせてらくらく車いす移乗
５／16㈯、27㈬10:00〜12:00

５／16＝15人、
５／27＝20人

⑥歌って笑ってリフレッシュ
５／18㈪14:00〜16:00 40人

⑦もれないためのおむつ選び
５／21㈭14:00〜16:00 25人

⑧笑いと運動で脳を活性 脳力
アップ・運動教室
５／23㈯14:00〜16:00

45人

⑨もれないためのおむつの当
て方
５／28㈭14:00〜16:00

25人

　※⑨は⑦とセットでの受講が必要。

利用人数、希望日（１日のみ）、ロッジかテ
ントのいずれか、希望数を書いて４月１
日〜17日（必着）に同センターへ。抽選
後、空きがあれば４月21日午前９時以降
に電話受け付けを開始。
写真展の写真を募集します
　来年３月２日㈫〜５月30日㈰に「今宿
の自然写真展」で展示する、同センター
で撮影した写真を募集。サイズは自由。
写真は額に入れて持参してください。詳
細は問い合わせを。c50人（先着）y無
料e４月１日以降に同センターへ。

読書活動ボランティア講座（絵本の読
み聞かせコース）
　読み聞かせの実演と実習、佐賀女子
短期大学名誉教授 白根恵子氏の講演
など。日程など詳細は問い合わせを。d

５月19日㈫〜６月26日㈮の全４回、午前
10時半〜午後０時半i同図書館図書
サービス課a852-0623f852-0801t絵
本の読み聞かせ初心者c100人（抽選）
y無料e３月25日からホームページに
掲載、または同図書館・各分館、情報プ
ラザ（市役所１階）などで配布する申込
書を４月1日〜21日（必着）に同図書館
へ。

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６時半（４月〜９月） x月曜（祝休日のときは翌平日）

総合図書館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目７-１　a852-0600 f852-0609
o午前10時〜午後８時（日・祝休日は午後７時まで）x月曜（祝休日のときは翌平
日）、月末

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）

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。


