
〒 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。

6/

19
●金

2老人福祉センター長生園　長生園オレンジカフェ

　認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気の中で話をしたり
相談したりできます。d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁
目）a641-0903f641-0907tおおむね50歳以上c15人（先着）y無料
e電話かファクス、来所で、６月１日以降に同園へ。定員を超えた場合
のみ通知。

6/

20
●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、
６月２日以降に同ゴルフ場へ。

6/

23
●火

2今宿野外活動センター　
今宿の四季をたのしむ〜きのこ編〜

　散策しながらキノコ＝写真＝を観察しま
す。18歳未満は保護者同伴。d午前10時
半〜午後１時半li同センター（西区今
宿上ノ原）a806-3114f806-3115c20人

（抽選）y500円e往復はがき（〒819-0163
西区今宿上ノ原217-２）で６月１日〜16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
込む場合は当選者のみ通知。

6/

28
●日

2海づり公園　小学生サビキ釣り大会

　釣れた魚の長さを競います。入賞者にはクーラーボックス等釣り具
の賞品もあり。d午前９時〜午後１時
li同公園（西区小田）a809-2666f 

809-2669t小学生（保護者同伴）c30人
（抽選）y900円 ※保護者の入園料別（釣
りをする場合は釣り台利用料等も必要）
e往復はがき（〒819-0203西区小田池ノ
浦地先）かファクスで、５月28日〜６月22日

（必着）に同公園へ。ホームページでも受
け付けます。

6/

28
●日

2東障がい者フレンドホーム　夏の収穫祭

　ジャガイモ、タマネギを収穫した後、カレーライスをいただきます。
ジャガイモ、タマネギの持ち帰りあり。d午前11時〜午後１時li同
ホーム（東区松島三丁目）a621-8840f621-8863t障がいのある人

（家族・介助者の同伴可）などc30人（先着）y300円e電話かファクス
に応募事項と参加人数を書いて、６月２日以降に同ホームへ。来所で
も受け付けます。

7/

2
●木

3おいしい減塩料理で、健康づくり

　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。d午前
10時半〜午後１時半lふくふくプラザ（中
央区荒戸三丁目）i健康増進課a711-
4374f733-5535t市内に住むか通勤・通
学する18歳以上c25人（抽選）y無料e

往復はがきで６月１日〜18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。

7/

3
●金
他

3西区こころの健康づくり教室
〜うつにならないために〜

　精神科医や臨床心理士から学びます。各回のテーマは①「不安な気
持ちにどう対処する？」②「自分でできるストレスケア」d７月①３日㈮②
17日㈮午後１時半〜３時半 ※希望回のみの参加可l西区保健福祉セ
ンター（西区内浜一丁目）i西区健康課a895-7074f891-9894t市内
に住むか通勤する人c50人（先着）y無料e電話かファクスに応募事
項と希望日を書いて、６月１日以降に同課へ。来所でも受け付けます。

7/

4
●土

3精華女子短期大学　あなたもお料理1年生

　ハンバーグやゼリーなどを作ります。支払い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。d午前10時半〜午後２時l同短
期大学（博多区南八幡町二丁目）i同短期大学食物栄養専攻・寺師
a591-6331f592-3591c20人（先着）y1,650円（６月27日までに振り込
みが必要）e電話かファクス、メール（m terashi@seika.ac.jp）で、問
い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。定員を超えた場合の
み通知。

新型コロナウイルスの感染対策にご協力を

　イベント等は感染対策を徹底した上で実施します。密集、
密接、密閉の回避、マスクの着用など新型コロナウイルスの
感染対策にご協力をお願いします。なお、感染拡大防止のた
め、イベント等の中止や施設の利用制限等を行う場合があ
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。 ※掲載している情報は５月18日時点のものです。

過去の釣りイベント

市博物館　企画展示 『日本書紀』の時代の筑紫

　『日本書紀』に書かれている「筑紫」の姿を同時代の出土品で紹介します。d開
催中〜７月19日㈰午前９時半〜午後５時半（入館は５時まで）x月曜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

植物園 
令和元年度花と緑のまちかど写真コンテスト入賞作品展

d５月26日㈫〜６月21日㈰午前９時〜午後５時（入園は４時半まで）x月曜li同
園（中央区小笹五丁目）a522-3210f522-3275y無料（入園料別）

催 し

調理例（揚げ焼き魚）

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６月１日 情報BOX11 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



7/

4
●土

3まもるーむ福岡　何のにおいかな

　においを当てる実験をして、身の回りに
あるにおいについて学びます＝写真。小学
３年生以下は保護者同伴。d午前10時半
〜11時liまもるーむ福岡（中央区地行
浜二丁目）a831-0669f831-0670c25人

（先着）y無料e電話かメール（m mamoro
om@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、６月３日
午前10時以降に同施設へ。

7/

4
●土
他

3障がい者ボウリング教室

　規則やマナーなどを学びます。d７月４日㈯、８月29日㈯、９月26日
㈯、11月28日㈯、12月19日㈯、来年１月30日㈯午後２時〜４時（連続講
座）lスポガ香椎（東区千早三丁目）i市障がい者スポーツ協会
a781-0561f781-0565t市内に住むか通勤・通学する、障がいのある
中学生以上c30人（抽選）y6,000円e５月25日以降にホームページに
掲載、またはさん・さんプラザ（南区清水一丁目）、情報プラザ（市役所
1階）で配布する申込書を６月１日〜15日（必着）に同協会へ。

7/

6
●月
他

3福岡ファミリー・サポート・センター　
提供・両方会員養成講習会

　育児の援助をする「提供会員」と、育児の援助・依頼をする「両方会
員」になるための講習会。d７月６日㈪、16日㈭、17日㈮午前10時〜午
後３時（17日は２時半まで。連続講座）lふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）i同センターa736-1116f713-0778t市内に住み、心身共に
健康で自宅で安全に子どもを預かることができる人c100人（先着）y

無料n６カ月〜就学前（無料。６月29日までに要申し込み。抽選）e電
話かファクス、メール（m f-support@fukuoka-shakyo.or.jp）で、６月１日
以降に同センターへ。来所（ふくふくプラザ内）でも受け付けます。定
員を超えた場合のみ通知。

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a791-7151f791-2994t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６月①③④９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）７／21㈫ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） a791-7151 30人

②普通１

７／４㈯ 博多消防署（博多区博多駅前四
丁目） a475-0119 40人

７／８㈬ さいとぴあ（西区西都二丁目） a806-0642 30人

７／９㈭ 城南消防署（城南区神松寺二丁
目） a863-8119 30人

７／10㈮ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119 40人

７／12㈰ 中央消防署（中央区那の津二丁
目） a762-0119 40人

７／13㈪ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 30人

７／16㈭ 市民防災センター（早良区百道
浜一丁目） a821-0245 30人

７／19㈰ 東消防署 a683-0119 40人
７／21㈫ 博多消防署 a475-0119 40人
７／27㈪ 市民防災センター a821-0245 30人
７／29㈬ 中央消防署 a762-0119 40人

③普通３ ７／14㈫
消防本部 a791-7151

30人
④上級 ７／７㈫ 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

雁の巣レクリエーションセンター 
ジュニアテニススクール はじめてクラス

　初心者向けのテニス教室（チケット制）。初回のみ保
護者同伴。体験レッスン（１回1,100円）もあり。詳細は問
い合わせを。d６月６日〜来年３月27日の土曜日（８月15
日、１月２日を除く）午後３時〜４時li同センター（東区
奈多）a606-3458f607-9057t４歳〜中学生c各回40人

（先着）y3,300円（４回分）eファクス（f692-9026）か
メール（m t-style26@chic.ocn.ne.jp）で「T-style26 TENN
IS CLUB.」へ。随時受け付け。

講座・教室

はかた伝統工芸館　①博多人形伝統工芸士会作品展 
②梶原博多人形工房「ちいさな癒やし展」

　①博多人形の伝統工芸士らによる作品の展示・販売。②お地蔵様や動物など
の作品約100点を展示・販売。d６月①４日㈭〜16日㈫②18日㈭〜23日㈫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）x水曜li同館（博
多区上川端町）a409-5450f409-5460y入場無料

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

広報課からの
お知らせ

市
消
防
局
マ
ス
コ
ッ
ト

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

「
フ
ァ

イ
太
く
ん
」

お知らせ
令和２年度花と緑のまちかど写真
コンテストの作品を募集

　市内の「まち×花・緑×人×とき」を
テーマにした写真を募集。【規定】四
つ切り（ワイド可）、A４サイズ。昨年８
月１日以降に市内で撮影した未発表
の作品（３点以内）【申し込み】情報プ
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
で配布する申込書と写真を７月31日

（必着）までに緑のまちづくり協会み
どり課へ。申込書はホームページから
ダウンロードもできます。i同課a 

822-5832f822-5848
猫の不妊・去勢手術とマイクロチッ
プ装着にかかる費用の一部を助成

　迷い猫の飼い主特定に有効なマイ
クロチップ装着と不妊・去勢手術を同

時に実施する場合の費用の一部を助
成します（マイクロチップ装着済みの
場合は不妊・去勢手術のみでも可）。
手術は７月１日〜８月31日に市獣医師
会の病院で実施。【対象】市内で飼育
されている生後６カ月以上の猫【募集
数】100匹（抽選。１人１匹）【助成額】
7,500円【 申し込み 】はがき（〒819-
0005西区内浜１-４-22）かメール（m do
butsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）
に飼い主の応募事項と猫の種類・性
別・年齢（月齢）、マイクロチップ装着
の有無を書いて（有りの場合はマイク
ロチップ番号も）、６月１日〜20日（消
印有効）にふくおかどうぶつ相談室
へ。i同相談室a891-1231f891-1259

「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「お知らせ」「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

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年６月１日 10

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室

お知
らせ 応募等のはがきの料金は 63 円です。



令和３年度に使用する教科書を展
示します

　６月12日㈮〜７月１日㈬に市教育セ
ンター（早良区百道三丁目）、市発達
教育センター（中央区地行浜二丁目）
で行います。詳細は市ホームページ
で確認を。i教育支援課a711-4636 
f733-5780
福岡空港周辺の一定区域で移転
補償を行っています

　航空機騒音が著しい一定区域内に
建物や土地を所有し、定められた条件
を満たす人は、建物や土地の移転補
償を受けることができます。詳細は問
い合わせを。i空港周辺整備機構補
償課a472-4596f472-4597
８月からの新しい国民健康保険証
を７月下旬に郵送します

　簡易書留での送付を希望する人
は、６月１日から18日までに住所地の
保険年金担当課（係）に連絡してくだ
さい。 令和元年度以前から簡易書留
で送付されている場合は連絡不要で
す。i各区保険年金課、西部出張所
保険年金係
福岡アジア都市研究所市民まち
づくり研究員を募集

　「SDGs（エスディージーズ）の理念
を踏まえた持続可能な福岡のまちづ
くり」をテーマに研究する同研究員を
募集。書類・面接選考あり。【期間】７月
〜来年３月【対象】市内または近郊に
住むか、市内に通勤・通学し、月１回の
活動（平日夜間）に参加できる18歳以
上【募集案内の配布】５月25日から情
報プラザ（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。ホームページにも掲載【申込期
間】６月12日までi同研究所a733-
5686f733-5680

高齢者の肺炎球菌予防接種につ
いて

　新型コロナウイルスの発生に伴
い、高齢者の肺炎球菌予防接種につ
いて、令和２年度の対象者への個別
案内通知は当分の間行いません（予
防接種を受けることは可能です）。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、過去
に接種歴がなく次のいずれかに該当
する人 ▽令和２年度中に65歳、70歳、

75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳に
なる ▽60〜64歳で、心臓・腎臓、呼吸
器の機能およびHＩV（ヒト免疫不全ウ
イルス）による免疫機能の障がいが
ある（身体障害者手帳１級相当）【費
用】4,200円（非課税世帯等は減免制
度あり）i保健予防課a711-4270f 

733-5535、各区健康課
臨海工場の定期点検・修理によるご
みの受け入れ停止と関係施設の休館

　 ▽臨海工場（東区箱崎ふ頭四丁目）
のごみの受け入れ停止＝６月７日㈰〜
26日㈮ ▽ 臨海３Ｒステーション（東区
箱崎ふ頭四丁目）の休館＝６月９日㈫
〜12日㈮i臨海工場a642-4577f64 
2-4580、臨海３Ｒステーションa642-
4641f642-4598

市長の資産などを公開します
　「福岡市長の政治倫理に関する条
例」に基づき、昨年12月31日現在の資
産等報告書、昨年分の所得等報告書、
今年４月１日現在の関連会社等報告
書が、６月１日㈪から総務企画局総務課

（市役所８階）で閲覧できます。【時間】
午前８時45分〜午後５時半i同課
a711-4044f724-2098
今津リフレッシュ農園の体験農園
の利用者を募集

　利用期間は９月１日㈫から２年間。棚
式農園は車いす使用者、高齢者（65歳
以上）などが対象。li同農園（西区
今津5685）a806-2565f806-2570t 

市内に住む世帯か、市内に住む人が
過半数を占める５人以上の団体c142
組（抽選）e往復はがき（〒819-0165西
区今津5685）に希望農園（第２希望ま
で記入可）、世帯（団体の場合は代表
者）の住所、代表者の氏名･電話番号、
利用者数（団体の場合は市内居住者
数も記入）を書いて６月１日〜19日（必
着）に同園へ（１世帯・団体につき１通
のみ）。来所でも受け付けます（往復
はがきの持参が必要）。

農園名 面積
（平方㍍）

区画
数

年間
使用料

（１区画）
休憩ハウス
付き農園

ハウス10
畑30 55 ５万400円

集合農園 畑30 78 １万8,000円
棚式農園

（小） 畑10 9 6,000円

しごと

介護福祉士受験対策講座
d９月13日〜11月１日の日曜日午前９
時半〜午後３時半（連続講座。最終日
は５時まで）li市ひとり親家庭支援
センター（中央区大手門二丁目）
a715-8805f725-7720t市内に住む
一人親または寡婦で、介護福祉士受
験資格がある今年度受験予定者c15
人（先着）y無料n小学生まで（無料。
前日までに要予約）e電話か来所で、
６月２日以降に同センターへ。

病棟看護助手（有期職員）を募集
　ベッドシーツの交換やベッド周りの
清掃、患者の食事の配膳や下膳、患者
の移動補助などに従事。随時受け付
け。詳細はホームページかハロー
ワーク（公共職業安定所）の求人票で
確認を。【任用期間】来年３月31日まで

（再任用あり）i市民病院総務課
a632-1403f632-0900
福岡地区職業訓練協会の講習（連
続講座）

　①パソコン「ホームページ作成（ＨＴ
ＭＬ/ＣＳＳ）」講座②第二種電気工事士

（実技）直前講習③ファイナンシャル・
プランナー２級学科短期集中講習④
パソコン「Ｅxcel ＶＢＡ マクロ」講習―
を開催。詳細はホームページで確認
するか問い合わせを。d①７月６日㈪、
７日㈫、９日㈭、10日㈮、13日㈪午前10
時〜午後４時（最終日は３時まで）②７
月11日㈯、12日㈰午前９時〜午後５時
③７月12日〜８月30日の日曜日（８月９
日、16日を除く）午前10時〜午後４時
④７月19日〜８月30日の日曜日（７月
26日、８月９日、16日を除く）午前９時半
〜午後４時半l①アミカス（南区高宮
三丁目）②③同協会（東区千早五丁
目）④市中小企業サポートセンター

（博多区博多駅前二丁目 福岡商工会
議所ビル）i同協会a671-6831f67 
2-2133t①日本語入力、マウス操作
ができる人②第二種電気工事士筆記
試験合格者③ファイナンシャル・プラ
ンナー２級受験予定者④エクセルで
簡単な名簿作成、データベース編集
ができる人c①③20人②25人④15人

（いずれも先着）y①２万2,000円②２
万8,000円③３万円④２万3,000円n①
６カ月〜小学３年生（無料。６月19日ま
でに要申し込み。先着順）②③④なし
e電話で６月①②２日以降③④３日以
降に同協会へ。

　※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。

地域母子保健職員（代替職員）を
募集

　中央区地域保健福祉課で乳児等の
いる家庭への訪問や乳幼児健診、地
域の母子保健に関する相談業務等に
従事。【資格】保健師または助産師の有
資格者。他要件あり【任用期間】８月３日
〜11月９日（再任用あり）【募集案内・申
込書の配布】５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】６
月１日〜19日（必着）i中央区地域保健
福祉課a718-1111f734-1690

税務職員（高校卒業程度）を募集
　詳細はホームページに掲載。【申し
込み】インターネットで６月22日〜７月１
日に申し込み。i福岡国税局人事第２
課試験研修係a411-0031f414-5185

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は知的障
がい者の家族）が相談に応じます。 ※
変更の可能性あり。当日問い合わせ
を。d６月17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

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。d７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）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
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。随時
受け付け。

国民健康保険に関する事務の「特
定個人情報保護評価書」について

　オンライン資格確認の実施に伴い
同評価書の記載項目に変更が生じた
ため、意見を募集します。【原案の閲
覧・配布】５月28日から保険年金課（市
役所12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】６月26日（必着）までi

同課a733-5444f733-5441

相 談

意見募集

休憩ハウス付き農園

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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らせ しごと 相談 意見
募集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。



九州UMI（うみ）アカデミー
　親子でシーカヤック等のマリンスポー
ツやライフセービングなどを体験し、海
や自然について学びます。日程など詳
細はホームページで確認するか問い合
わせを。d７月４日㈯〜10月10日㈯に全
10回l市ヨットハーバー（西区小戸三丁
目）他i県マリンスポーツ実行委員会
a882-2151f881-2344t小学生と保護
者のペアc40組(先着)y小学生１万円、
保護者5,000
円eホ ー ム
ペ ージ で６ 
月１日 以 降
に受け付け
ます。

７月の講座
y①②③⑤〜⑨無料④250円e電話か
ファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.
or.jp）、来所で、６月１日以降に同セン
ターへ。

内容・日時 定員（先着）
①入浴用具の選び方と活用法
７／４㈯、15㈬10:00〜12:00

７／４＝15人、
７／15＝20人

②食事介助・どうやってするの
７／６㈪13:30〜15:30 30人

③急病の時に慌てない
７／７㈫13:30〜15:30 35人

④自助具製作教室（「握り箸」で
使えるピンセット型の箸を作り
ます）　７／11㈯14:00〜16:00

10人

⑤身近なものでできる災害対策
７／14㈫13:30〜15:30 35人

⑥安全な入浴の方法と足浴
７／18㈯、29㈬10:00〜12:00

７／18＝15人、
７／29＝20人

⑦心と体をほぐす気功
７／20㈪14:00〜16:00 40人

⑧基本の防災対策と避難行動
要支援者の防災対策
７／22㈬13:30〜15:30

35人

⑨家族をケアする若者たち ヤ
ングケアラー・若者ケアラー
７／27㈪13:30〜15:30

35人

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

健康づくりサポートセンター 
〒810-0073 中央区舞鶴二丁目５-１ あいれふ内　a7５1-２８０６ f７５１-２５７２
o午前９時〜午後５時

あいくる （中央児童会館）

〒810-0021 中央区今泉一丁目19-22　a741-3551 f741-3541
o午前９時〜午後９時 x月曜（祝休日のときは翌日）、月末（日曜のときは翌日）

総合体育館
〒813-0017 東区香椎照葉六丁目1-１
a410-0314 f410-0318
o午前８時〜午後10時50分（施設の 
使用は午前９時から ※一部は午前
８時半から） x毎月第３月曜（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。

ヨットハーバー
〒819-0001 西区小戸三丁目58-１　a882-2151 f881-2344
o午前９時半〜午後６時（４月〜９月）

過去の講座「急病の時に慌てない」

過去の同イベント参加者

初心者ヨット教室
d６月20日㈯午前10時〜午後４時t市内
に住む16歳以上c10人（先着）y3,000円
eホームページで６月１日以降に受け付
けます。
ジュニアヨット教室
d６月21日㈰午前10時〜午後４時t市
内に住む小学３年〜中学生c18人（抽
選）y1,500円eホームページで６月１日
〜11日に受け付けます。
初心者クルーザー教室
d６月27日㈯午前10時〜午後４時t市内
に住む16歳以上c10人（先着）y4,000円
eホームページで６月１日以降に受け付
けます。

新型コロナウイルスの感染対策にご協力を

　イベント等は感染対策を徹底した上で実施します。密集、
密接、密閉の回避、マスクの着用など新型コロナウイルスの
感染対策にご協力をお願いします。なお、感染拡大防止のた
め、イベント等の中止や施設の利用制限等を行う場合があ
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。 ※掲載している情報は５月18日時点のものです。
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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

女性の人生サポート講座①離婚を考え
たときに知っておきたいこと②子どもが
いる場合の離婚手続き
d６月①24日㈬午後６時〜８時②27日㈯
午後１時半〜３時半t女性c各20人（先
着）y無料n６カ月〜小学３年生（無料｡
子どもの名前、年齢・月齢を書いて各10
日前までに申し込みを。先着順）e電話
かファクス、メール（m amikas@city.fuk
uoka.lg.jp）、来所で、６月１日以降に同施
設へ。ホームページでも受け付けます。
定員を超えた場合のみ通知。

児童向け放課後開放
　遊んだりスポーツをしたりできます。
卓球ラケットの無料貸し出しもあり。詳
細は問い合わせを。d６月26日㈮、７月
27日㈪、８月27日㈭、９月25日㈮、10月22
日㈭、11月26日㈭、12月17日㈭、来年１月
21日㈭、２月25日㈭、３月18日㈭午後３時
〜６時t小学生y130円e不要
走り方教室
d７月４日㈯午前９時半〜11時、午後１時
〜２時半t小学１〜３年生c各20人（先
着）y1,000円e電話で６月１日以降に同
体育館へ。

l ①③④⑤同センター②第２研修室（あいれふ内）e ①③④⑤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） ７／４（土)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）

７／18㈯14:00〜16:00
（毎月第３土曜日開催。７・８月
は屋内で実施）

―
年会費2,000円

（ 参 加 体 験は
無料）

③気軽に糖尿病教室 ７／21㈫13:30〜15:30 12人（先着） 500円
④禁煙教室 ７／22㈬18:30〜20:00 20人（先着） 1,000円

⑤やせナイト塾
（生活習慣改善教室）

７／30〜８／27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。

６月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①の会場は南体育館（南区塩原二丁目）、上履きを持
参。c①②③なし④20組（先着。1人1個）y①②③無料④１個200円e①②③不要
④電話かファクス、来所で、６月９日以降に同施設へ。

内容 日時 対象
①あいくるがやってくる（親子あそび） ６／10㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児

②育ちの広場（親子あそび） ６／10㈬11:00〜12:00 １、２歳の幼児

③みんなであそぼう（ドッヂビー） ６／14㈰13:30〜14:30 小中高生

④木育おもちゃのひろば ６／24㈬10:00〜12:00 乳幼児
　※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。
８月から始まるクラブ（焼き物、絵画など）の参加者を募集
　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。締め切りは７月５日(必着)。


