福岡市政だより

11

令和２
（2020）
年５月15日

講座

催し 教室

〒 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。

情報 BOX

応 募 事 項

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

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）
● 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

※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。

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。

新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力を

6/

楽水園
2
①落語
（内浜落語会）②手書きの寺子屋〜筆ペン写経〜
6
●
土
他

掲載している情報は４月28日時点のものです。新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止のため、イベント等が中止、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にご
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）にも情報を掲載しています。利用等の際は、密閉、密
集、密接を避けるなど、感染拡大防止にご協力をお願いしま
す。

いずれも抹茶サービス付き。①四笑亭楽孤（よんしょうてい らっ
こ）
、粗忽家すず柑（そこつや すずかん）が出演。②般若心経を書きま
す。使用した筆ペンは持ち帰れます。d６月①６日㈯午後１時〜２時②
24日 ㈬ 午 前10時 〜 正 午li同 園（ 博 多 区 住 吉 二 丁 目 ）af2626665c①30人②８人（いずれも先着）y①1,000円②3,000円e電話か
ファクスで、
５月15日以降に同園へ。

6/

3 カヌー体験教室

7

d①６月７日㈰②７月12日㈰③８月16日㈰④９月13日㈰⑤10月４日㈰い
ずれも午前10時〜正午、
午後１時〜３時l集合は老司河畔公園（南区
他
老司四丁目）i南区企画振興課a559-5064f562-3824t市内に住む
か通勤・通学する小学４年生以上c各回25人（先着）y1,000円e往復
はがき
（〒811-3115古賀市久保1352-125 福岡市カヌー協会 大塚宛て）
かメール（m fc-info@fccanoe.sakura.ne.jp）に応募事項と希望日時を
書いて同協会へ。受け付け開始は②６月12日③７月16日④８月13日⑤
９月４日。①は受け付け中。

日
●

6/

6

土
●

3 月隈パークゴルフ場

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電話かファクスで、
５月15日以降に同ゴルフ場へ。

6/

6 2
●
土

パークゴルフ初心者教室

東図書館

6/

早良障がい者フレンドホーム
3
はじめてのパソコン教室
（ワード）
9
●

知的書評合戦 ビブリオバトル

「雨」をテーマにしたお薦めの本の発表およびディスカッションを行
うイベントを観覧できます。バトラー（発表者）も募集中です。詳細は
問い合わせを。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a674-3982f674-3973y無料e不要

火
他

講座・教室 市ヨットハーバー

講座・教室 生ごみ堆肥を使った菜園講座

①初心者ヨット教室②ジュニアヨット教室

d６月①６日㈯②７日㈰午前10時〜午後４時li市ヨットハーバー（西区小戸三丁
a882-2151f881-2344t市内に住む①16歳以上②小学３年〜中学生c①10人
目）
（先着）②18人（抽選）y①3,000円②1,500円eホームページで①５月15日以降②
５月15日〜29日に受け付けます。

催 し

もーもーらんど油山牧場

段ボール・設置型コンポストの作り方、木枠コンポストを使った雑草の処理の
仕方も学びます。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）
、
ファクスに参加者全員の応募事項と希望日
を書いて、①５月29日②６月12日
（いずれも必着）
までに同研究所へ。
内容
日時
①下仁田ネギの本植え、ナスの整枝の仕方、タマネギ・
６／６㈯13:30〜15:00
バレイショの収穫と保存方法

①羊毛あそび②満喫ツアー

①牧場の羊の毛を使って、羊のマスコットを作ります。②家畜との触れ合いな
ど。
ミニソフトクリームとレストランでのバーベキュー付き。d６月①６日㈯午前10
時半〜午後０時半②13日㈯午前10時〜午後０時半li同牧場（南区柏原）a8657020f865-7040t①不問②４歳以上（①未就学児②小学生以下は保護者同伴）
c①24人②40人
（いずれも抽選）y①1,000円②1,600円e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代表者の氏名を書いて５月①24日②
28日
（いずれも必着）
までに同牧場へ。
ホームページでも受け付けます。

夜間・休日急患診療
●救急車を呼ぶべきか
迷ったときは

a＃7119

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

土 曜 日

小児科
内科

②ハーブの育て方、ハーブの活用と保存の仕方、花
６／18㈭10:00～11:40
ネットを使ってピーマンを育てる

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。
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。

●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

▼

午後7時半〜翌朝6時半

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。

午後5時〜翌朝7時半
午後7時〜翌朝7時半

▼

内科、
小児科、
外科、
産婦人科
午前9時〜翌朝7時半
日・祝休日
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。

区
東
南

博多
城南
西

電 話
651-3835
541-3299

診療科
内科・小児科

441-0020
831-7979

882-3145

内科

診療日時
日・祝休日の
午前９時
〜午後４時半

※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（５月後半の日曜日）
５月17日㈰

福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）
八木病院（東区馬出二丁目21-25）

那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）

a565-3531
a831- 6911
a841-0835
a891-1234

５月24日㈰

a＃8000

●急患診療所（各区保健福祉センター）

日 内科、小児科
▼▼

平

d６月９日〜７月21日の火
入力から学び、ポスター作りまで行います。
曜日午前10時〜正午
（６月30日を除く。
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18歳以上で肢体・
内部障がいのある人c６人（抽選）y1,300円e電話かファクス、
メール
（m sawara-friend@nonohana.or.jp）
で、
５月15日〜22日に同ホームへ。

a608-0001
a651-0022

原三信病院（博多区大博町１-８）
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）
昭和病院（西区徳永大町911-１）
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）

a291-3434
a591-8088
a771-6361
a558-0081
a807-8811
a891-2511

５月31日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）
木村病院（博多区千代二丁目13-19）
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）
福岡記念病院(早良区西新一丁目１-35)

a632-3333
a641-1966
a831-6031
a861-2780
a881-1331
a８２１-４７３１

※外科当番医は変更の可能性があります。最新の情報は
各医療機関へお問い合わせください。
※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。

情報 BOX
応募事項

講座

催し 教室

お知
らせ

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

6/
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金
●

減塩でもおいしく食べられるこつについて学び、調理実習を行いま
す。d６月11日㈭、26日㈮午前10時半〜午後１時半 ※内容は同じlふ
くふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i健康増進課a711-4374f7335535t市内に住むか通勤・通学する18歳以上c各25人（抽選）y無料
e往復はがきに応募事項と希望日を書いて、
５月15日〜28日
（必着）
に
同課（〒810-0001中央区天神１-８-１）へ。
１人１通。当落通知は１週間前
に発送。

2

市総合体育館

集まった参加者でチームを編成し、試合を行います。d午後８時〜
10時li同体育館
（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318t18
歳以上c20人（先着）y500円e電話かメール（m info@fukuoka-cityarena.jp）
で、
５月15日以降に同体育館へ。

アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
3
ハーブせっけん作り
13
●

6/

20

ハーブの香りや効能について学び、せっけんを作ります。小学３年
生以下は保護者同伴。d午後１時半〜３時li同公園（東区香椎照葉
四丁目）a661-5980f661-8020c30人（先着）y500円（入館料別）e
電話かファクスで、
５月15日以降に同公園へ。

2 かなたけの里公園

はじめての米づくり体験

田植えから収穫まで行います。11月21日は試食会もあり。小学生以
d６月20日㈯、
下は保護者同伴。
８月８日㈯、10月17日㈯、11月21日㈯
他
午前９時半〜正午（11月21日は午後２時まで）li同公園（西区金武）
af811-5118c10組（抽選。
１組５人まで）y１組3,500円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６月５日
（消印有効）
までに同公園へ。

土
●

6/

東平尾公園
27 2
●
土

博多の森を楽しむ会
「キノコ観察会」

ベスト電器スタジアム（博多区東平尾公園二丁目）周辺を散策しま
す。d午前10時〜正午i博多の森陸上競技場a611-1515f611-8988
t小学生以上
（小学生は保護者同伴）c30人
（先着）y100円e電話か
メール
（m rikujyo.hakatanomori@midorimachi.jp）
で、
５月15日以降に同
競技場へ。

催 し

あすみん（ＮＰＯ・ボランティア交流センター）
①ボランティア講座②ＮＰＯなんでも相談

①ボランティア募集情報の紹介もあり。②事業や運営、広報、助成金の受け方
などの相談に応じます。d６月①16日㈫午後７時〜８時半②17日㈬午後６時、
７時、
８時から（各50分）liあすみん（中央区今泉一丁目）a724-4801f724-4901
t①不問②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c①20人②３組（いずれも先着）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団体名を書いて同施設へ（①の受
け付け開始は５月15日）
。定員を超えた場合のみ通知。

福北連携コーナー

北九州市立美術館やいのちのた
び博物館など北九州市内の文化施
設の学芸員が、
見どころを分かりやす
く紹介・解説する動画です。各施設の
休館中も、施設や展示物について知
ることができます。ホームページで
随 時 配 信。i北 九 州 市 文 化 企 画 課
a093-582-2391f093-581-5755

北九州市立美術館編
動画冒頭イメージ

動画
「武蔵・小次郎の文化施設道場破り」
を配信

日
●

6/

30
他

6/

土

28

火
●

個人参加フットサル

令和２
（2020）
年５月15日

●氏名
（ふりがな）
●年齢

6/

おいしい減塩料理で、健康づくり
11 3
●
木
他

福岡市政だより

応募等のはがきの料金は 63 円です。
●電話番号
●小中高生は学年

3 ひとり親家庭支援センター

10

※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。

養育費・面会交流セミナー

d午後１時半〜３時半li同センター（中央区大手門二丁目）a7158805f725-7720t市内に住む一人親c15人（先着）y無料n３カ月〜
小学生（無料。前日までに申し込みを）e電話で５月15日以降に同セン
ターへ。

3 ももち体育館

バラエティステップ教室

ステップ台を使うエアロビクスです。d６月30日〜９月８日の火曜日
午後６時50分〜７時40分
（８月11日を除く。連続講座）li同体育館
（早
良 区 百 道 二 丁目）a851-4550f851-5551t18歳 以 上c25人（ 抽 選 ）
y5,500円e往復はがき（〒814-0006早良区百道２-３-15）で５月15日〜
31日
（必着）
に同体育館へ。

催 し

雁の巣レクリエーションセンター

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。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。
li同センター
（東区奈多）a606-3458f607-9057t①小学生以上
（小学生は保
護者同伴）②産後４カ月以降の母親と乳幼児（父親も可）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と、
ファクスの場合はファクス番号も書いて、
６月９日
（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
定員
費用
①ノルディック・ウォーキン
各日30人 無料
（ポールレン
月曜日10:00〜11:30
グ教室
（先着） タル代300円）
②バギーエクササイズ体
10組
６／17㈬11:00～11:45
験会
（抽選）

無料

広報課からの ス マ ー ト ニ ュ ー ス
SmartNewsで市の情報が見られます
お知らせ
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しています｡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

お知らせ

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。個人は来年３月15日まで。i
資産課税課a711-4195f733-5902

市総合図書館映像ホール・シネラ
の上映中止

事業所用家屋の貸付申告書の提
出を

感染症対策のため、
５月31日㈰まで
上映を中止しています。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
i同図書館a852-0600f852-0609

事業所税の納税義務者に事業所用
家屋を貸し付けている場合は、
「事業
所用家屋の貸付申告書」を貸付開始
日から１カ月以内に提出してくださ
い。申告書は市ホームページからダ
ウンロードできます。i資産課税課
a711-4195f733-5902

市税に関する課税証明書（所得証明
書）
の発行開始日の延期について
給与からの引き去り
（特別徴収）の
みの人については５月22日㈮から開
始します。i各区課税課

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

工業統計調査を実施します
５月中旬から６月にかけて、県知事
任命の調査員が従業員４人以上の製
造業を営む事業所に電話で調査を依
頼します。調査票などの用品は郵送。
i統計調査課a711-4081f711-4934
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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。

お知
らせ

相談 しごと

情報 BOX

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

令和２年度予算、財政状況、財政運
営の取り組み等について分かりやす
く解説しています。
【 閲覧・配布】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。i財政調整課a711-41
66f733-5586

「第２次市消費者教育推進計画」
を策定しました

戦没者等の遺族に第11回特別弔
慰金を支給します

【閲覧・配布】
６月８日まで消費生活
センター（中央区舞鶴二丁目）
、情報
公開室（市役所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。i同セ
ンターa712-2929f712-2765

【対象】戦没者などの死亡当時の遺
族で、令和２年４月１日現在、公務扶助
料・遺族年金などを受ける人がいな
い場合、次の順番による先順位の遺
族1人に支給。①令和２年４月1日まで
に戦傷病者戦没者遺族等援護法によ
る弔慰金の受給権を取得した人②戦
没者等の子③戦没者等の父母、
孫、
祖
父母、兄弟姉妹
（戦没者などの死亡当
時に生計関係があったなどの要件を
満たしているかどうかによって順番が
変動）
④上記①〜③以外で、戦没者な
どの死亡時まで引き続き１年以上生
計関係があった三親等以内の親族
（おい、めいなど）
【 支給内容】額面25
万円（５年償還の記名国債）
【 請求期
限】令和５年３月31日までi各区福祉・
介護保険課

市の見どころや相談窓口、公共施設
など、
情報プラザで問い合わせが多い
情報を掲載しています。
スマートフォン
を使ってAR（拡張現実）
で市を紹介す
る動画も見ることができます。
A6サイ
ズ
（105mm×148mm）
のポケットブック＝写
真＝で、携帯に便
利です。同プラザ
（市役所１階）
、各
区情報コーナー、
各出張所、各市民
センター などで
i同プラ
配布中。
ザ a733-5333f
733-5335

福岡マラソン2020の
開催中止について

11月８日㈰に開催を予定してい
た
「福岡マラソン２０２０」
は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を考
慮し、中止することを決定しまし
た。
ご理解のほどよろしくお願いし
i福岡マラソン総合コール
ます。
センターa711-4422f733-5595

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。d６月11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、５月15日以降に同セン
ターへ。

しごと
※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。

ビデオ通話や電話で起業や雇用・
労務等に関する相談ができます

障がいのある子どものための教
育の場を検討する就学相談会
大学教授、医師、福祉機関の職員、
教員などが相談に応じます。d７月20
日㈪、22日㈬、27日㈪、29日㈬、
８月５
日 ㈬、17日 ㈪、24日 ㈪、26日 ㈬、28日
㈮、31日㈪、
９月２日㈬、
７日㈪、
９日㈬、
14日㈪、16日㈬、18日㈮、23日㈬、28日
㈪いずれも午後１時半、
２時、
２時半、
３
時、
３時半から（各１時間程度）li発
達教育センター（中央区地行浜二丁
目 ）a845-0015f845-0025t 来 年
度の新小学１年生と保護者 小・中・
特別支援学校の在校生と保護者y無
料e５月18日〜７月13日に在籍する園
（所）
および就学前施設、
学校へ。

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

各施設のコンシェルジュへ相談す
ることができます。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。
【 ①起
業②法人登記等に関して】時間、問
い合わせ先（電話番号・メールアドレ
ス）
は共通。d午前10時〜午後９時
（行
政書士への相談は平日午前10時〜午
後５時）i①スタートアップカフェ②
開業ワンストップセンターa080-39
40-9455m fukuoka@startupcafe.jp
【雇用や労務に関して】d月〜土曜日
（祝休日を除く）午前11時〜午後９時
i市 雇 用 労 働 相 談センターa0801001-4675m info@fukuoka-ecc.jp【海
外展開に関して】d午後１時〜７時
（土・日曜日は６時まで）iグローバル
スタートアップセンターa080-39409455m global@startupcafe.jp

▽

「たいたいＢООＫ 2020」
発行

相 談

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。

▽

第一種普通自動車運転免許の取得
費用の一部を助成します。自動車学
校入校手続き後の申請は不可。詳細
は問い合わせを。
【 対象】市内に１年
以上住む18歳以上の障がい者（所得
制限あり。今年度中に18歳になる人
も含む）
。免許取得後の助成金請求時
まで引き続き市内に居住している必
要あり【申請】身体障害者手帳、療育
手帳（判定書でも可）
、精神障害者保
健福祉手帳と印鑑を持参し、来年３月
31日までに住所地の各区福祉・介護
保険課へ。前年度の市民税課税状況
を証明するものと住民票が必要な場
合もあります。i各区福祉・介護保険
課

▽▽

障がい者自動車運転免許取得助
成事業の申請を受け付けます

ひきこもり相談

パソコンを使ったビデオ通話

スタートアップカフェの定期相談会
定期相談会を開催しています。ビ
デオ通話や電話等で相談できます。
※いずれも予約制。
【会社の資金調達
に関して】火・金曜日午前10時〜午後
２時【健康・医療・介護などの分野での
IT活用に関して】水曜日午後２時〜８
時【法人設立や税務、労務、法務、特
許などに関する専門家への相談】木
曜日午後５時〜10時（弁護士・行政書
士・司法書士・弁理士は午後６時から）
liスタートアップカフェ
（中央区大
名二丁目）a080-3940-9455m fukuo
ka@startupcafe.jp

区福祉・介護保険課一般事務補助
職員を募集
同課
（博多・中央・城南・西）
で主に福
祉乗車券の交付に関する補助業務に
従事。
【 任用期間】
７月１日〜８月31日
【募集案内・申込書の配布】
５月15日か
ら各区
（東・南・早良を除く）
同課、障が
い者支援課（市役所12階）で。市ホー
ムページにも掲載【申込期間】
５月18
日〜29日（必着）i障がい者支援課
a711-4985f711-4818

市立こども病院・市民病院（看護
師・薬剤師・事務職）
を募集
【勤務場所】市立こども病院（東区
香椎照葉五丁目）
、市民病院（博多区
吉塚本町）
【 募集案内の配布】
５月11
日から市立病院機構法人運営課（東
区香椎照葉五丁目）
、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。ホームページにも掲載【申
込期間】
５月27日
（消印有効）
までi同
課a692-3422f682-7300

調理師試験
詳細はホームページで確認を。
【日
時 】10月10日㈯午後１時半〜３時半
【受験手数料】6,100円【受験案内の配
布】
５月11日から各区衛生課で【申込
期間】
６月５日（消印有効）までi調理
技術技能センターa03-3667-1815f
03-3667-1868

福岡地区職業訓練協会の講習
パソコン「パワーポイント３日で
マスター」講座 パソコン「エクセル
中級データベースと実務関数」講座
パソコン
「イラストレーター」
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
▽

受付期間は管理費が７月31日まで、
工事費は11月30日まで。
【 申請書など
の配布】各区地域整備課
（西区は土木
第１・２課）
、情報プラザ（市役所１階）
で。市ホームページにも掲載。詳細は
道路維持課まで問い合わせを。i道
路維持課a711-4488f733-5591

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

▽

「ふくおかしの家計簿」を作成しま
した

▽

防犯灯の管理費と工事費の補助
金申請を受け付けます

情報 BOX
応募事項
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電話以外で申し込む場合は
次の
「応募事項」
を書いてください。

●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

※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。

油山市民の森

まもるーむ福岡（保健環境学習室）

〒811-1355 南区桧原855-４ a871-6969 f801-1463
o午前９時～午後６時

〒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）

※いずれも中学生以下は保護者同
伴。申し込みは①③④⑤往復はがきで５
月①③④22日⑤29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。②不要。
※雨天の場合などの詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
①森の自然かんさつ会
d６月14日㈰午前10時半〜午後０時半
c40人
（抽選）y200円
②登山アプリを使おう
山中での現在地が分かり、登山の記
録等ができるアプリ
「YAMAP（ヤマップ）
」
の使い方を紹介。d６月14日㈰午前11
時〜正午（受け付けは10時半から）tス
マートフォンを持参できる人y無料

③地図読み座談会
登山地図の読み方を座学で学びま
す。d６月14日㈰午後１時〜２時t18歳
以上c20人
（抽選）y200円
④きのこ観察会
d６月14日㈰午後２時〜３時半t小学生
以上c20人
（抽選）y200円
⑤にょろ先生のヘビ教室
ヘビにまつわる話を座学で学びます
=写真。d６月21日㈰午後１時〜３時c
40人
（抽選）y500円

ヒトとお魚の違いを見つけよう 〜 私の
体の中にいる魚〜
人と魚の体の形や仕組みの違いにつ
いて、模型=写真=などを使いながら学
びます。d６月20日㈯午前10時半〜正午
t小学生以上（小学生は保護者同伴）
c40人
y無料e電話かメール
（先着）
（m
mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、５月
15日午前10時以降に同施設へ。

人工イクラをつくろう
食品添加物についても学びます。小
学３年生以下は保護者同伴。d６月27日
㈯午前10時半〜11時c25人（先着）y
無料e電話かメール
（m mamoroom@fch.
chuo.fukuoka.jp）で、５月15日午前10時
以降に同施設へ。
映 像シアタ ー 辛 子 明 太 子（ めんたい
こ）
って何でできているの？
映像とクイズで身近な食品の表示に
ついて学びます。小学３年生以下は保護
者同伴。d６月27日㈯午前11時半〜正
午c25人（先着）y無料e電話か来所
で、
当日午前10時以降に同施設へ。

臨海３Rステーション（リサイクルプラザ）

西部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）

〒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）

※臨海工場定期点検のため、
６月９日
㈫〜12日㈮は休館。
６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y①200円 ② ⑧
500円③④⑥⑦⑨無料（④⑨は部品代
別）⑤300円e①②③⑤⑧往復はがきか
ファクスで、①５月28日②６月６日③６月５
日⑤６月15日⑧６月16日（いずれも必着）
までに同 施 設 へ。① ② ③ ⑤ はホーム
ページでも受け付けます。④⑥⑦⑨電
話かファクスで、
６月２日以降に同施設
へ。
内容・日時
定員
①古布でぞうり作り
６／６㈯10:00～13:00

10人
（抽選）

②らくらくリフォームソーイング
６月の催し
10人
６／16～７／14の 火 曜 日10:00～
一部講座は材料を持参。t市内に住
（抽選）
13:00（連続講座）
むか通勤・通学する人y①500円②1,000
③基本の包丁研ぎ講座
５人
円③④⑤無料e①②はがきかファクス
６／18㈭10:00～12:00
（抽選）
で、
５月21日（必着）までに同施設へ。③
④傘の修理
各6人
④⑤電話かファクスで、
③希望日の３日
６／19㈮、21㈰10:00～13:00
（先着）
前までに④⑤随時同施設へ。
①②は当
⑤はた織りでスマホケースづくり
10人
６／25㈭10:00～13:00
（抽選） 選者のみ通知。
⑥堆肥・菜園づくり相談会
10人
内容・日時
定員
６／25㈭14:00～16:00
（先着） ①立てて使えるペンケース作り
８人
⑦木製のまな板削り
各11人
６／６㈯、13㈯13:00～16:00
（抽選）
６／25㈭、27㈯10:00～16:00
（先着） （連続講座）
⑧はた織り機でオリジナル布づくり ３人
②パッチワーク教室（小物を作りま
６／26㈮10:00～13:00
（抽選） す）
８人
６／９～７／28の火曜日13:00～16:00 （抽選）
⑨おもちゃの病院
10人
６／28㈰10:00～14:00
（先着） （連続講座）

③ハーブ入りリサイクルせっけん
各５人
作り
（先着）
水曜日10:30～11:30
④牛乳パックで紙すき体験
―
毎日10:30～15:30の30分程度
⑤牛乳パックでかざぐるま
―
毎日10:30～15:30の30分程度

⑤の風車

市民体育館

植物園

〒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）

〒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）

※大規模修理・プールの水の入れ替
えのため、
５月18日㈪、19日㈫は休館し
ます。プールは20日㈬まで休み。
※以下の教室は開催前の体験会（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。
おトクにエクササイズ エアロ＆ヨガ
前半は音楽に合わせた有酸素運動
を、
後半はヨガを行います。d６月25日〜
９月24日の木曜日午前10時〜11時半（７
月23日、
８月13日を除く。連続講座）t18
歳以上c25人（抽選）y8,400円eはが
きかファクスで、
５月15日〜31日（必着）
に同体育館へ。ホームページでも受け
付けます。

あさヨガ
ウチョウランと山野草展
園芸講座 寄せ植え講座
d６月30日〜８月18日の火曜日午前11
d６
販売や相談コーナーもあります。
花苗や観葉植物を使って寄せ植えを
時15分〜午後０時半（連続講座）t18歳 月９日㈫〜14日㈰y入場無料
（入園料別） 作ります。d６月17日㈬午後１時半〜３
以上c25人（抽選）y5,600円eはがき 園芸講座 梅雨のバラの手入れと管理
時 半c30人（ 抽 選 ）y2,000円（ 入 園 料
かファクスで、
５月15日〜31日（必着）に d６月12日㈮午後１時半〜３時半（受け 別）e往復はがきかファクスに応募事項
同体育館へ。ホームページでも受け付 付けは１時から）c50人（先着）y無料 とファクスの場合はファクス番号も書い
けます。
（入園料別）e不要
て、
６月３日
（必着）
までに同園へ。ホーム
園芸講座 ウチョウランを育ててみよう ページでも受け付けます。
d６月13日㈯午
旬の植物ガイド
d６月20日㈯午後１時半〜３時半（受け
後１時半〜３時
半（受け付けは
付けは１時から）c50人（先着）y無料
c10人
１時から）
（入園料別）e不要
（先着）y2,000
円（ 入 園 料 別 ）
e不要
過去のエクササイズ（有酸素運動）

あいくる（中央児童会館）

今津リフレッシュ農園

〒810-0021 中央区今泉一丁目19-22

〒819-0165 西区今津5685

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）

o午前７時～午後７時
（４月〜９月）
x月曜
（祝休日のときは翌平日）

a741-3551 f741-3541

8

a806-2565 f806-2570

ジャガイモ・タマネギ収穫体験
乳幼児を対象とした親子あそび
１口当たりジャガイモ10株、タマネギ
火〜金曜日に実施（曜日によって時 18個程度を収穫できます。d６月６日㈯、
間・対象年齢など異なる）
。詳細はホーム ７日㈰、13日㈯、14日㈰午前９時〜午後４
ページで確認を。
時t市内に住む人c1,000組（抽選。
１組
おもちゃ病院
１口）y１口1,000円e往復はがきに応募
d６月21日㈰午前10時〜午後２時t乳 事項と希望
幼児〜高校生（未就学児は保護者同伴） 日を書いて、
c20組
（先着。
５月15日 〜
1 組 1 個）y１
28日（必着）
個 100 円 e 電
に同農園へ
話かファクス
（１組１通）
。
で、
６月２日以
降に同施設
へ。
過去の収穫体験

ウチョウラン▶︎

新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力を
掲載している情報は４月28日時点のものです。新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止のため、イベント等が中止、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にご
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）にも情報を掲載しています。利用等の際は、密閉、密
集、密接を避けるなど、感染拡大防止にご協力をお願いしま
す。
記事の訂正
令和２年５月１日号３面に掲載した「予防接種の期限を延長します」の記事につ
いて、
子どもの定期予防接種の内容に一部誤りがありました。
新型コロナウイルスの影響で、定期予防接種ができなかった場合に当面の間
定期予防接種として取り扱う対象は、接種期限が今年の１月１日以降で切れる子
どもです。お詫びして訂正します。i保健予防課a711-4270f733-5535

