
〒 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（６月後半の日曜日）
６月21日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
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
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	 a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
６月28日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
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

　※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。

6/

23
●火
他

2植物園　植物画コンクール入賞作品展

　入賞作品20点を展示します。d６月23日㈫〜７月12日㈰午前９時〜
午後５時（入園は30分前まで）x月曜li同園（中央区小笹五丁目）
a522-3210f522-3275y無料（入園料別）

7/

11
●土

2植物園　旬の植物ガイド

　解説員の説明を聞きながら、園内の植物を観察します。d午後１時
半〜３時半（受け付けは１時から）li同園（中央区小笹五丁目）a 

522-3210f522-3275c50人（先着）y無料（入園料別）e不要

7/

15
●水

3植物園　ハーブの効用

　ハーブやアロマオイルなどを使って、虫除けのボディージェルや肌
に優しいクリームを作ります。d午後１時半〜３時半li同園（中央区
小笹五丁目）a522-3210f522-3275c30人（抽選）y1,000円（入園料
別）e往復はがき（〒810-0033中央区小笹５-１-１）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、７月１日（必着）までに同
園へ。ホームページでも受け付けます。

7/

18
●土

3アミカス　女性の人生サポート講座
熟年離婚〜第２の人生のために〜

　財産の分け方、慰謝料や年金分割など知っておくべき制度や手続
きについて学びます。d午後１時半〜３時半liアミカス（南区高宮
三丁目）a526-3755f526-3766t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７月８日までに
申し込みを。先着順）e電話かファクス、メール（m amikas@city.fukuo
ka.lg.jp）、来所で、６月15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。

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６月１日時点のものです。

まもるーむ福岡

　①④小学３年生以下②小学生は保護者同伴。liまもるーむ福岡（中央区地
行浜二丁目）a831-0669f831-0670t①不問②小学生以上③小学４〜６年生④
小学生y無料e①電話か来所で、当日午前10時以降に同施設へ。②③④電話か
メール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、６月17日午前10時以降に同
施設へ。

内容 日時 定員
（先着）

①映像シアター 野鳥の森へピクニック（福岡の
野鳥について学びます） ７／４㈯11:30〜12:00 25人

②海辺の生きもの観察会（地行浜でアサリなど
を採集し、生態について学びます） ７／18㈯13:30〜15:30 25人

③身近な昆虫の標本づくり ７／19㈰10:30〜12:30 20人
④手作り入浴剤を作ろう（重曹などを使って入浴
剤を作り、泡が出る仕組みや効果を学びます） ７／25㈯10:30〜12:00 25人

講座・教室

市科学館 
5G＆IoTデザインワークショップ HeForSheプログラム

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したオンライン講座。5GやIoTなど
新しい技術について学び、福岡の地域課題を解決するワークショップを行いま
す。６月27日㈯午後１時半〜４時に説明会を動画で配信します（無料）。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。d７月18日㈯、８月８日㈯、10月10日
㈯、11月14日㈯いずれも午後１時〜４時（連続講座）i同館a731-2525f731-
2530t自宅でZoomを使用できる18歳以上（高校生を除く）c40人（抽選）y8,000
円eホームページで６月30日まで受け付けます。

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
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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



お知らせ
監査結果を公表

　令和元年度第２期の定期監査と財
政援助団体等監査、令和元年度の行
政監査の結果を５月28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a711-4704f733-5 
867

「介護サービス利用状況のお知ら
せ」を送付します

　介護保険等のサービスを利用して
いる人に、平成31年４月〜令和２年３
月の利用状況一覧を６月下旬に送付
します。サービス利用票や領収証など
と照らし合わせて確認してください。
i各区福祉・介護保険課
介護保険負担限度額認定証の更
新が必要です

　介護保険施設やショートステイで
の食費と居住費（滞在費）の利用者負
担額が軽減される「介護保険負担限
度額認定証」の有効期限は、毎年７月
31日です。引き続き軽減を受ける場
合は、市から送付する更新手続き用
の書類を８月31日（必着）までに住所
地の各区福祉・介護保険課に郵送し
てください。i各区同課
福祉・高齢者乗車券の申請手続き
はお済みですか

　交付額は申請月によって変わります
（７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

木造戸建て住宅の耐震改修補助
制度を活用しませんか

　昭和56年５月31日以前に建築され
た住宅の耐震改修に要する費用を最
大90万円補助します（事前に建築物
安全推進課への相談が必要）。詳細は
市ホームページで確認するか問い合
わせを。i同課a711-4580f733-5584
ブロック塀を点検しましょう 除却
工事の補助制度もあります

　自宅のブロック塀に傾きやひび割
れがないか、塀は高すぎないかなど
を点検してください。人通りが多い道
路や通学路に面している場合は特に
注意が必要です。高さ１m以上で倒壊
の危険性が高いものについては、除
却工事費用を最大15万円補助します

（事前に建築物安全推進課への相談
が必要）。点検時のチェックポイントや
補助制度など詳細は、市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを。i同
課a711-4580f733-5584
土砂災害対策改修・移転等の費用
を助成します

　土砂災害特別警戒区域（レッドゾー
ン）に指定された区域内にある住宅
で、土砂災害に対する構造耐力上の
安全性に問題がある住宅に対して、
改修・移転等の費用の一部を助成し
ます（事前に建築指導課への相談が
必要）。詳細は市ホームページで確認
するか問い合わせを。i同課a711-
4573f733-5584
７月からレジ袋の有料化（無料配
布禁止）が始まります

　 ▽マイバッグやマイボトルを持ち
歩く ▽家で食べる弁当等を買うとき
に使い捨てのスプーンなど不必要な
物をもらわない—など不必要なプラ
スチックを使わない生活を心掛けま
しょう。iプラスチック製買物袋の有
料化に関する相談窓口a0570-080-
180

生ごみ堆肥を使った菜園講座

　段ボール・木枠・設置型コンポストの作り方、夏野菜の手入れ、雑草の処理の
仕方を学ぶ講座。①防虫と忌避剤の作り方②サツマイモつる上げと施肥につい
ても学びます。d７月①４日㈯午後１時半〜３時②16日㈭午前10時〜11時40分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15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、①
６月26日②７月８日（いずれも必着）までに同研究所へ。

講座・教室

介護実習普及センター　ミニ展示 雨の日お役立ちグッズ

　雨を感知して音と光で知らせるセンサーや、靴の上から履ける携帯用長靴な
どを紹介します。d開催中〜６月30日㈫午前10時〜午後６時 ※16日㈫は休館
li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y無料

催 し
さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）

　連続講座（③⑩⑬を除く）。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。li同プラザ（南区清水一丁目）a511-1132f552-3447t市内に住む障
がいのある人（催しによって他要件あり）などy①〜⑨⑪〜⑬無料⑩1チーム
1,000円e①〜⑨⑫来所で同プラザへ。随時受け付け（⑧は６月19日までに申し
込み）。⑩⑪⑬6月16日から同プラザで配布する申込書で申し込み。

内容 日時 定員

①ジュニアサッカー教室 ６／19〜来年３／12の原則金
曜日17:00〜18:30

10人
（先着）

②フットサル教室 ６／20〜来年２／26の原則第２・
４土曜日13:30〜15:00

25人
（先着）

③スポーツ医事相談（トレー
ニングやリハビリの相談に応
じます）

６／20〜来年２／20の原則第３
土曜日15:00〜17:00（11月、来
年１月を除く）

各４人
（先着）

④レベルアップ バドミントン
教室

６／20〜来年３／13の原則第３
土曜日18:30〜20:00

15人
（先着）

⑤アスリート バドミントン教
室

６／21〜来年３／14の原則第２
日曜日18:00〜21:00

８人
（先着）

⑥リハビリ教室（障がいに応
じたスポーツ指導など）

６／23〜来年３／16の原則火
曜日10:00〜12:00（全27回）

20人
（先着）

⑦with スポーツ教室 ６／27〜来年２／14の原則第２・
４土曜日15:00〜17:00

10人
（先着）

⑧アスリート 水泳教室
６／28〜来年３／28の原則第４
日曜日 ▽ジュニアアスリートの
部＝10:00〜11:00 ▽ アスリート
の部＝13:00〜16:00

▷ジュニアアス
リート＝15人（抽
選）
▷アスリート＝10
人（抽選）

⑨アスリート 卓球教室 ７／10〜来年３／12の原則第２
金曜日18:30〜20:30

８人
（先着）

⑩福岡卓球バレー大会 ７／12㈰9：00〜17：00 24チーム
（先着）

⑪中高生水泳教室 ７／14㈫〜17㈮、８／18㈫〜21
㈮9:30〜11:00

15人
（先着）

⑫レベルアップ 卓球教室
７／19㈰、10／４㈰、12／20㈰、
来年２／11（木・祝）、３／19㈮9:30
〜12:00

20人
（先着）

⑬パラプロジェクトカップ 福
岡県内中高生ボッチャ大会 ７／25㈯10:00〜15:00 100人

（先着）

催 し

こころの病で悩んでいる家族のための講座 
統合失調症の理解

　内容は、①症状と治療について②家族への支援を通して③当事者の体験談（希
望回のみの参加可）。d①７月１日㈬午後１時〜２時半②８月５日㈬午後２時〜３時
半③９月２日㈬午後１時半〜３時（いずれも受け付けは30分前から）l東区保健福
祉センター（東区箱崎二丁目）i東区健康課a645-1079f651-3844t統合失調症
の人の家族などc各80人（先着）y無料e電話か来所で、６月15日以降に同課へ。
定員を超えた場合のみ通知。

講座・教室

福北連携コーナー
ハローキティの塗り絵で「おうち時間」を楽しもう

　「ハローキティ」が北九州市内７区の観光地（小倉城、皿
倉山など）を楽しんでいるイラストの塗り絵をホームペー
ジで配信しています。インスタグラムに「#北九州ハロー
キティぬりえ」を付けて投稿すると抽選でハローキティ
グッズが当たるキャンペーンも開催。詳細はホームペー
ジで確認を。i北九州市観光課a093-551-8150f093- 
551-8151

スマホはこちら
から
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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

お知
らせ 応募等のはがきの料金は 63 円です。



「生き活（い）き！ 体操タイム」を放
映しています

　介護予防に効果的な「よかトレ体
操」や「健口（けんこう）いきいき体操」
をJ:COMチャンネルで６月30日㈫まで
放送します（毎日午前10時〜10時25
分）。 ※放送時間・内容は変更の可能
性あり。i地域包括ケア推進課a 

711-4373f733-5587

体育館・プールの個人利用は事前
に予約が必要です

　１回２時間制で、延長はできませ
ん。毎週月〜日曜日に翌週１週間分の
予約を各施設で受け付けます。電話

（午前９時〜午後７時）のみ、先着順で
受け付け。詳細は各施設のホーム
ページで確認を。iスポーツ施設課
a711-4099f733-5595

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】６月29日〜７月７日i県住宅供
給公社管理課a781-8029f722-1181
「市戦没者合同追悼式」および「市
戦災引揚死没者追悼式」を中止し
ます

　新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、毎年６月19日に市民会館と冷
泉公園で開催している両追悼式を今
年度は中止します。i保健福祉局総
務課a711-4493f733-5587
「市防犯のまちづくり推進プラン」
を策定しました

　【閲覧・配布】６月15日㈪から防犯・
交通安全課（市役所７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
課a711-4054f711-4059

放送大学 10月入学生を募集
　同大学は、テレビ・ラジオ・インター
ネットを利用して授業を行う、国がつ
くった通信制の大学です。所定の単
位を修得すると大学卒業資格を取得
できます。教養学部（15歳以上）・大学
院（18歳以上）の学生を募集。詳細は
問い合わせを。i同大学福岡学習セ
ンターa585-3033f585-3039e電話

かホームページで募集要項を請求の
上、郵送で６月10日〜９月15日（必着）
に同大学へ。ホームページでも受け
付けます。
自立支援医療（精神通院）の有効
期間を１年延長します

　新型コロナウイルス感染防止の観
点から、有効期間を１年延長します。

【対象】３月１日〜来年２月28日に受給
者証の有効期間が満了する人【申請】
病院での診断書の取得や各区健康課
での更新申請は必要ありません。医
療機関や保険証の変更など、受給者
証の記載内容に変更が生じた場合は
変更申請が必要です。詳細は問い合
わせを。i各区健康課

しごと

高齢者活躍人材確保育成事業「マ
ンション管理」技能講習会

　建物・設備の維持管理、マンション
に関する法令、共用部分の日常清掃
などについての講習会です。d７月21
日㈫、22日㈬午前10時〜午後４時（連
続講座）l消防会館（博多区中洲中
島町）i県シルバー人材センター連
合会a292-1857f623-5677t市内に
住み、勤労意欲のある60歳以上c15人

（選考）y無料eホームページに掲
載、または同連合会（博多区吉塚本町 
県中小企業センタービル８階）、情報
プラザ（市役所１階）などで配布する
申込書を７月９日（必着）までに同連合
会へ。受講決定者のみ通知。
城南区地域保健福祉課 非常勤保
健師（産休代替）を募集

　乳幼児健診等の母子保健に関する
業務、生活習慣病や介護予防に関する
業務、統計事務の補助等に従事。【資
格】保健師の有資格者。他要件あり【任
用期間】８月３日〜10月23日（再任用あ
り）【募集案内・申込書の配布】６月15日
から各区地域保健福祉課、情報プラザ

（市役所１階）などで。市ホームページ
にも掲載【申込期間】6月30日（必着）ま
でi同課a833-4113f822-2133

道路工事監督員を募集
　道路工事における監督、地元およ
び関係機関の調整などの業務に従
事。【資格】２級土木施工管理技士以
上、または公共工事の技術的実務経
験を５年以上有する人【任用期間】10
月１日〜来年３月31日（再任用あり）

【募集案内・申込書の配布】６月10日か

　※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。

ら建設推進課（市役所５階）、情報プラ
ザ（同１階）で。市ホームページにも掲
載【申込期間】７月17日（消印有効）ま
でi同課a711-4465f711-4466
令和２年度市立学校臨時教職員
の選考試験の申し込み受け付け

　随時受け付けます。【募集区分】講
師、養護助教諭等【資格】免許を有す
るか取得見込みの人（区分により異な
る）【実施要項・申込書の配布】教職員
第１課（市役所11階）で。市ホームペー
ジにも掲載。i同課a711-4754f73 
3-5536

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「JW_CADで建築図面作
成」講習②パソコン「Accessでデータ
ベース作成」講習③パソコン「Excel 
2016」講習④調理師受験対策講習⑤
宅建（宅地建物取引士）直前対策講習
―を開催。日程や会場、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a671-6831f67 
2-2133

就職活動を支援します
　各区の就労相談窓口で、専門相談
員が就職活動中の人の相談に応じま
す（予約制）。さまざまな年代の求職
者に対応し、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a733-07 
17f711-1682t15歳以上y無料e電
話で問い合わせ先へ。市ホームペー
ジでも受け付けます。

就労について悩んでいる15〜49
歳の人やその家族を支援します

　個別相談や就労体験などの就職に
向けた支援を実施しています。詳細は
問い合わせを。d午前10時〜午後５時

（日・祝休日を除く。相談の予約受け付
けは平日のみ）li福岡若者サポー
トステーション（中央区天神一丁目 エ
ルガ ー ラオフィス11・12階 ）a739-
3405f739-3408y無料e電話かファ
クス、メール（m info@saposute.com）
で同ステーションへ。

環境・エネルギー対策推進員を募集
　地球温暖化対策・再生可能エネル
ギーをテーマとした出前講座の実施

や地球温暖化対策・省エネ推進等に
関する広報啓発・事務補助などに従
事。【資格】家庭の省エネエキスパート
など環境・エネルギー対策課が指定
する資格か同等の知識を有する人。
他要件あり【任用期間】８月１日〜来年
３月31日（再任用あり）【募集案内・申
込書の配布】同課（市役所13階）、情報
プラザ（同１階）などで。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】６月19日（必
着）までi同課a711-4282f733-5592

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。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
配偶者・パートナーからの暴力

（DV）に関する相談
　いずれも無料。【市配偶者暴力相談
支援センター DV（ドメスティックバイ
オレンス）相談専用電話】平日午前10
時〜午後５時（火曜日は８時まで）
a711-7030【内閣府 DV相談＋（プラス）】
24時間対応電話（a0120-279-889）の
ほか、SNS（会員制交流サイト）やメール
での相談に応じます。SNSとメールは10
カ国語対応。iこども家庭課a711-
4238f733-5534
弁護士による無料電話相談「女性
の権利110番」

　女性に対する暴力、職場における
差別など、女性およびLGBTの人の権
利に関する電話相談に無料で応じま
す。【電話番号・日時】６月23日㈫a 

724-2644、26日㈮a526-6070 ※いず
れも午前10時〜午後４時i県弁護士
会a741-6416f715-3207y無料

ひきこもり相談
　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面接を希望
する場合は電話かファクスで同ルー
ムに予約を。

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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らせ しごと 相談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。



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

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）

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）

美術館
〒810-0051 中央区大濠公園１-６　a7１４-6051 f７14-6071
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）

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）

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）休日＆ナイト健診（総合健診）

d①〜⑪７月５日㈰、11日㈯、12日㈰、14
日㈫、19日㈰、23日（木・祝）、26日㈰午前８
時半〜10時半（14日は午後６時〜７時） 
※③⑤は14日は休み⑫７月５日㈰午前８
時半〜10時半、14日㈫午後６時〜７時⑬
７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。 ※６月中旬に受け付けを再開。

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

　※いずれも未就学児は保護者同伴。
木育おもちゃのひろば
d７月８日㈬午前10時〜正午t乳幼児
c10組（先着。1人1個）y１個200円e電
話かファクス、来所で、６月17日以降に同
施設へ。
おもちゃ病院
d７月19日㈰午前10時〜午後２時t幼
児〜高校生c20組（先着。１組１個）y１
個100円e電話かファクス、来所で、７月
１日以降に同施設へ。
乳幼児の親子あそび
　曜日によって時間・対象年齢などが異
なります。実施日など詳細はホームペー
ジで確認を。

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
　※７月５日㈰、11日㈯、12日㈰、19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。

７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y①②500円③〜
⑥無料e①②はがきかファクス、来所
で、６月20日（必着）までに同施設へ。③
〜⑥電話かファクス、来所で、③希望日
の３日前までに④⑤⑥随時同施設へ。①
②は当選者のみ通知。

内容・日時 定員
①着物から半袖チュニックワン
ピース作り
７／２〜16の木曜日13:00〜16:00

（連続講座）

８人
（抽選）

②一閑張（いっかんばり）
７／３〜17の金曜日13:00〜16:00

（連続講座）
８人

（抽選）

　※①②③はコレクション展（古美術）。
料金は一般200円、高大生150円、中学生
以下・市内に住む65歳以上無料。
①芸術とパトロン
　パトロン（後援者）が制作を支援した
作品を中心に紹介します。d６月17日㈬
〜８月30日㈰

７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は小学生と保
護者）y①⑤⑦⑧無料（①⑧は部品代
別）②200円③⑨500円④250円⑥１組
300円e①⑦⑧電話かファクス、来所で、
７月１日以降に同施設へ。②〜⑥⑨往復
はがきかファクス、来所で、７月②１日③
４日④⑤６日⑥13日⑨20日（いずれも必
着）までに同施設へ。③〜⑥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
７／９㈭、19㈰10:00〜13:00

各６人
（先着）

②夏用ハーフパンツ作り
７／10㈮10:00〜13:00

10人
（抽選）

③ハーブ入りリサイクルせっけん
作り　水曜日10:30〜11:30

各５人
（先着）

④古布でうちわ作り
毎日10:30〜15:30の30分程度 ―

⑤牛乳パックで紙すき体験
毎日10:30〜15:30の30分程度 ―

⑥牛乳パックでかざぐるま
毎日10:30〜15:30の30分程度 ―

②コプト裂（ぎれ）と古代オリエント文
物
　古代エジプトの織物や、ペルシャ地方
の工芸品などを紹介します。d６月17日
㈬〜８月30日㈰
③仙厓（せんがい）展
　江戸時代に聖福寺（博多区御供所町）
の住職を務めた仙厓の書画を紹介します

（期間中展示替えあり）。d６月17日㈬〜
11月15日㈰
④つきなみ講座 高齢社会におけるミュー
ジアム〜コロナの時代に考える〜
　年齢に関係なく美術館・博物館を楽し
むさまざまな取り組みについて、日本と
海外の事例を紹介します。d６月20日㈯
午後３時〜４時（受け付けは２時半から）
c25人（先着）y無料e不要

初心者ヨット教室
d７月４日㈯、11日㈯午前10時〜午後４
時t市内に住む16歳以上c各10人（先
着）y3,000円eホームページで６月15
日以降に受け付けます。
ジュニアヨット教室
d７月５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15日〜
25日に受け付けます。

　※いずれも最終日の展示は午後５時
まで。入場無料。
灯（とも）す〜日々をつなぐ工芸〜
　博多織・博多人形・博多切り絵などを
展示・販売。d６月25日㈭〜30日㈫
博多人形・博多の祭り展
　「祭り」をテーマにした博多人形を展
示・販売。d７月２日㈭〜14日㈫

③堆肥づくり講座
７／14㈫10:30〜12:00

10人
（抽選）

④やさしいパッチワーク講座
７／15㈬、22㈬10:00〜13:00

（連続講座）
10人

（抽選）

⑤基本の包丁研ぎ講座
７／16㈭10:00〜12:00

４人
（抽選）

⑥親子菜園講座
７／23（木・祝）10:00〜13:00

５組
（抽選）

⑦木製のまな板削り
７／23（木・祝）、25㈯10:00〜16:00

各11人
（先着）

⑧おもちゃの病院
７／26㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

⑨はた織り機でオリジナル布づくり
７／30㈭10:00〜13:00

３人
(抽選)

④のうちわ（作品例）

過
去
の
ジ
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ア

ヨ
ッ
ト
教
室

「
山
笠
」小
副
川
祐
二
作

足利義持筆「布袋図」
＜重要文化財＞ 室町時代

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）

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。 ※掲載している情報は
６月１日時点のものです。

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年６月15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


