
〒 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。

7/

4
●土

2アイランドシティ中央公園　輪投げＴ
ツ リ ー

ＲＥＥ

　輪投げに成功すると観葉植物を持ち帰ることができます。小学３年
生以下は保護者同伴。d午後１時半〜３時半li同公園（東区香椎照
葉四丁目）a661-5980f661-8020c30人（先着）y500円（２投）e当日
午後１時25分からぐりんぐりん前芝生広場で受け付けます。

7/

6
●月
他

3雁の巣レクリエーションセンター
ガンレクじてんしゃ教室

　自転車の乗り方を学びます。雨天中止。d７月６日〜27日の月曜日
午後４時〜５時li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t４
歳〜小学生と保護者のペアc各５組（先着）y１組500円e当日午後３
時半から管理事務所で受け付けます。 

7/

8
●水
他

3博多にわか講習会

　市無形民俗文化財指定の郷土芸能「博多にわか」の講習会を実施し
ます。d７月８日〜12月９日の第２水曜日午後１時〜２時半（受け付けは
午後０時50分から） ※１回のみの参加可l奈良屋公民館（博多区奈良
屋町）i博多仁和加（にわか）振興会・高平a090-7472-1788f566-7546 
c各30人（先着）y無料e不要

7/

11
●土
他

3花畑園芸公園　園芸講座①肥料の使い方（肥料の知識）
②病害虫防除（農薬の知識と防除資材）

d７月①11日㈯②22日㈬いずれも午後１時半〜３時半li同公園（南
区柏原七丁目）a565-5114f565-3754c各30人（先着）y無料e電話
かファクスで、７月①４日②15日以降に同公園へ。

7/

14
●火
他

2市博物館　企画展示
戦国時代の博多展「筑前表錯乱」〜1550年代の動乱

　戦乱が相次いだ九州の戦国時代の転換期になった1550年代につい
て、古文書を中心に紹介します。d７月14日㈫〜９月13日㈰午前９時半〜
午後５時半（入館は５時まで） ※７月23日（木・祝）〜８月23日㈰の金・土・日曜・
祝日と８月13日㈭は午後８時まで開館（入館は７時半まで）x月曜（祝休
日のときは翌平日）li同館（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

7/

15
●水

2ふくおか難病ピアサロン

　難病相談支援センターの相談員を交え、患者同士で交流ができま
す。当日は難病に関する情報も紹介。d午前10時〜午後４時l市役所
１階多目的スペースi市難病相談支援センターa643-8292f643-
1389y無料e電話かファクスで、７月14日までに同センターへ。

7/

16
●木
他

3シニア活躍応援プロジェクト
人生100年 仕事と健康

　健康や再就職などについて考えます。個別就職相談もあり（希望者
のみ。各日先着４人）。d７月16日㈭、17日㈮午後１時半〜４時lふくふ
くプラザ（中央区荒戸三丁目）iシニア活躍応援セミナー事務局

（パーソルテンプスタッフ内）a433-7780f287-9330t市内に住むお
おむね60歳以上c各12人（先着）y無料e電話かファクスに応募事項
と個別就職相談希望の場合はその旨も書いて、７月1日以降に問い合
わせ先へ。

7/

17
●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、７月１日以降に同園へ。定員を超えた場合
のみ通知。

7/

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-
5333f586-5388c各15人（先着）y1,000円e電話かファクス、来所で、
７月１日以降に同ゴルフ場へ。

7/

19
●日

4ココロンセミナー
部落差別はなぜ起きるのか 〜これからの同和問題〜

　講師は県人権研究所理事長の新谷恭明氏。d午後１時半〜３時半
liココロンセンター（中央区舞鶴二丁目 あいれふ８階）a717-
1237f724-5162c先着順y無料eはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-
１）かファクス、メール（m jinkenkeihatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp）、来
所で同センターへ。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15日時点のものです。

あすみん（ＮＰＯ・ボランティア交流センター） 
①ＮＰＯなんでも相談②ＮＰＯ入門講座③ボランティア講座

　①事業や運営、広報、助成金の受け方などの相談に応じます。②NPOに関する知
識などを説明。③ボランティア募集情報の紹介もあり。d①７月15日㈬、８月19日
㈬、９月16日㈬いずれも午後６時、７時、８時から（各50分）②７月21日㈫午後７時〜９
時、９月19日㈯午後２時半〜４時半③８月８日㈯午後２時半〜４時liあすみん（中
央区今泉一丁目）a724-4801f724-4901t①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②③不問c①３組②③20人（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。来所でも受け付けます（①の７・８月分は受け付け
中、９月分は７月16日から受け付け開始。②③は７月１日から受け付け開始）。定員
を超えた場合のみ通知。

催 し

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７月１日 情報BOX11 催し 講座

教室 講演

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/

23
●●木・祝

3市ヨットハーバー　親子クルーザー体験セーリング

d午前10時〜正午、午後１時半〜３時半li市ヨットハーバー（西区小
戸三丁目）a882-2151f881-2344t市内に住む小学生以上の親子c

各25人（先着）y600円eホームページで７月１日以降に受け付けます。

7/

30
●木
他

2アミカス　託児で安心 アミカスＢＯＯＫタイム

　託児付きで読書やDVD観賞ができます。d７月30日㈭〜８月１日㈯午
前10時〜11時50分liアミカス図書室（南区高宮三丁目）a534-
7593f534-7595t６カ月〜小学３年生の子どもの保護者c各15人（抽
選）y無料n6カ月〜小学３年生（無料）e電話かファクス、メール（m 
amitosho@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と子どもの名前、年齢・月齢、
希望日（第２希望まで可）を書いて、７月11日までに同図書室へ。来所、
ホームページでも受け付けます。当選者のみ通知。

8/

1
●土

3スポーツ体験塾　
ボッチャ・シッティングバレーボール教室

　パラリンピック種目のボッチャ（球を投げて的に近づける競技）と
シッティングバレーボール（床に座ったまま行うバレーボール）を体験
します。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７月１日〜14日に受け付けます。当選者のみ通知。

8/

2
●日

2今宿野外活動センター　押し花アート体験

　押し花を材料にして万華鏡を作ります。d午前10時〜正午、午後１
時〜３時li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115t

小学生以上（18歳未満は保護者同伴）c各20人（先着）y1,000円e電
話で７月４日以降に同センターへ。ホームページでも受け付けます。 

8/

4
●火

3こころの病 家族講座 
統合失調症の症状と治療について

d午後１時半〜３時半l博多区保健福祉センター（博多区博多駅前二
丁目）i博多区健康課a419-1092f441-0057t統合失調症の人の家
族・支援者などc20人（先着）y無料e電話かファクス、来所で、７月２
日以降に同課（同センター内）へ。

9/

12
●土
他

3防災リーダー養成講座
博多あん（安全）・あん（安心）塾

　詳細は問い合わせを。d９月12日㈯、19日㈯、10月4日㈰、10日㈯、24
日㈯、31日㈯午前９時15分〜午後５時半（連続講座）lあいれふ（中央
区舞鶴二丁目）他i地域防災課a711-4156f733-5861t市内に住む
か通勤・通学する人（過去受講者は除く）c50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 bousai01@city.fukuoka.
lg.jp）に応募事項と応募動機、職業、市外に住む人は所属する市内の
学校・事業所（所属部署）の名称と所在地、防災組織等に所属する人は
組織名、普通救命講習１以上の受講歴の有無を書いて、７月１日以降
に同課へ。

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大人・子どもに対する方法）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c①12人②③各回20人（いず
れも先着）y無料e電話で各申込先へ。受け付け開始は７月①②１日③14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
①入門 ８／24㈪ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） a863-8119

②普通１

８／３㈪ 東消防署（東区千早四丁目） a683-0119
８／５㈬ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） a475-0119
８／６㈭ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219
８／８㈯ さいとぴあ（西区西都二丁目） a806-0642
８／17㈪ 中央消防署（中央区那の津二丁目） a762-0119
８／21㈮ 南消防署 a541-0219
８／22㈯ 博多消防署 a475-0119
８／23㈰ 市民防災センター（早良区百道浜一丁目） a821-0245

③上級
８／４㈫

消防本部（中央区舞鶴三丁目） a791-7151
８／20㈭

　※時間は①午前10時〜11時半②午前10時〜午後１時③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

盲ろう者通訳・介助員養成研修会

　盲ろう者（視覚と聴覚両方の障がいがある重度の身体障がい者）のコミュニ
ケーションと移動支援のための、通訳介助員の養成研修会。日程など詳細は問
い合わせを。d８月２日〜10月24日午前10時〜午後４時（土・日曜日で全８回）lク
ローバープラザ（春日市原町三丁目）i県身体障害者福祉協会a584-6067 
f584-6070t福岡都市圏に住み、研修修了後に市盲ろう者通訳・介助員派遣事
業に登録し活動できる人、または手話・要約筆記・点訳・朗読およびガイドヘル
パーなどに従事している人c40人（先着）y無料e電話かファクスで、７月１日以
降に同協会へ。

講座・教室

植物園　こどもスケッチ大会作品展

d７月14日㈫〜８月30日㈰午前９時〜午後５時（入園は４時半まで）x月曜（祝休
日のときは翌平日）li同園（中央区小笹五丁目）a522-3210f522-3275y無料

（入園料別）

催 し

市内６カ所の障がい者フレンドホーム　夏の催し

　対象・料金など詳細は問い合わせを。ie電話かファクス、来所（東は電話か
来所、博多は電話かファクス）で、７月１日〜10日に各ホームへ。 ▽東（東区松島三
丁 目 ）a621-8840f621-8863 ▽ 博 多（ 博 多 区 西 月隈 五 丁 目 ）a586-1360f 

586-1397 ▽南（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856 ▽城南（城南区南片江二
丁 目 ）a861-1180f861-1123 ▽ 早 良（ 早 良 区 百 道 浜 一 丁 目 ）a847-2761f 

847-2763 ▽西（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037

催 し

催し名 日時

東
パン作り ８／23㈰ 10：30〜12：00
人形劇 ８／29㈯ 14：00〜15：00

博多
革工芸 ８／11㈫ 10：00〜12：00
紙飛行機教室 ８／12㈬ 13：00〜15：00

南 楽しい習字 ８／８㈯ 10：30〜12：00
城南 親子書道教室 ８／２㈰、16㈰ 13：00〜14：30

早良
こども陶芸教室 ８／７㈮、19㈬ 10：00〜11：30（連続講座）
親子アート教室 ８／11㈫、12㈬ 10：30〜12：00
こども書道教室 ８／18㈫、19㈬ 13：30〜15：00

西
絵手紙教室 ７／26㈰ 10：00〜12：00
革クラフト ８／23㈰ 14：00〜16：00

友泉亭公園　七夕まつり

　短冊に願い事を書き、大ザサに飾ります。持ち帰り用の小ザサと短冊もありま
す。d７月１日㈬〜７日㈫午前９時〜午後４時x月曜li同公園（城南区友泉亭）
af711-0415y無料 （入園料別）e不要

催 し

情報BOX 福岡市政だより
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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。



お知らせ
新しい水洗化区域のお知らせ

　６月26日から次の区域の一部が新
しく水洗化（下水処理）区域になりまし
た。【東区】大字奈多、箱崎ふ頭一丁
目【博多区】大字立花寺【早良区】早
良六丁目、田村二丁目・四丁目【西区】
今宿上ノ原、今宿町、今津、大字飯盛、
大字千里、戸切二丁目。水洗化区域に
なった各家庭では次のように改修し
てください。 ▽くみ取り便所は３年以
内に水洗便所に改造する（貸付制度
あり） ▽風呂、台所などの雑排水は６
カ月以内に排水設備を設置し下水管

（汚水管）に流す ▽排除方式が分流式
になっている区域の汚水は汚水管
へ、雨水は側溝か雨水管に流れるよう
に接続する。i下水道事業調整課
a711-4428f733-5533、貸付制度は
下水道管理課a711-4534f733-5596

分流化区域指定のお知らせ
　６月26日から次の区域の一部が分
流化区域に指定されました。【中央
区】警固二丁目。建築する際は、分流
式の排水設備を設置し、汚水は汚水
管へ、雨水は側溝か雨水管に流す必
要があります（助成制度あり）。詳細は
市ホームページで確認を。i下水道
事 業 調 整 課a711-4428f733-5533、
助成制度は中部下水道課a711-4698 
f711-4466
第２期「市まち・ひと・しごと創生総
合戦略」を策定、「市人口ビジョン」
を改訂しました

　【閲覧・配布】7月31日㈮まで総務企
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。i同課a711-4093 
f733-5582

都市計画の原案を縦覧できます
　原案の縦覧期間中、市に意見書を
提出できます。【原案の内容】区域区
分の変更・用途地域の変更・臨港地区
の変更＝いずれもアイランドシティみ
なとづくり地区（東区みなと香椎三丁
目）【縦覧・意見書の提出】７月2日㈭〜
16日㈭に都市計画課（市役所４階）で。
市ホームページにも概要を掲載。i

同課a711-4388f733-5590
都市計画案の縦覧と都市計画審
議会の傍聴

　【内容】①地区計画の変更、道路の
変更、都市高速鉄道の変更（天神明治
通り地区）②道路の変更（天神地下
道）③生産緑地地区の変更（博多区板
付および麦野）【縦覧・意見書の提出】

7月2日㈭〜16日㈭に都市計画課（市
役所4階）で。市ホームページにも概
要を掲載【都市計画審議会の傍聴】８
月3日㈪予定。傍聴の希望者は縦覧期
間中に同課へ申し込みを。i同課
a711-4388f733-5590
九州大学箱崎キャンパス跡地等
の基盤整備事業に係る環境影響
評価書が閲覧できます

　【閲覧】７月１日㈬〜31日㈮の午前９
時半〜午後５時に箱崎公民館（東区箱
崎一丁目）、東箱崎公民館（東区箱崎
七丁目）、筥松公民館（東区筥松一丁
目）、松島公民館（東区松島三丁目）、
東区企画振興課（東区役所２階）で。
市ホームページにも掲載。 ※九大跡
地整備課（市役所３階）、都市再生機
構九州支社九大箱崎地区整備課（中
央区長浜二丁目）でも閲覧可（電話予
約が必要）。i九大跡地整備課a711-
4992f733-5909
地域で学習活動を行う10人以上
のグループに助成します

　詳細は市ホームページで確認する
か問い合わせを。【対象】 ▽家庭教育
に関する学習を行う、小中学生の保
護者など ▽人権問題に関する学習を
行う、人権課題の当事者など ▽放課
後等補充学習を行う、中学生の保護
者など【対象期間】７月１日〜来年３月
31日【助成額】対象経費の５分の４以
内で上限額23万円【申込期間】７月17
日（必着）までi市地域の教育力育
成・支援協議会事務局（人権・同和教
育課内）a711-4645f733-5538
「地域の森・花づくり活動支援事
業」助成対象団体を募集

　市内で緑化活動を行う市民団体の
植物や資材の購入に対して助成しま
す。【助成対象】①樹林地等の保全管
理・再生を行う活動で、認定区域面積
が300平方㍍以上②市街地に植樹を
行うことにより緑の名所をつくる活動
で、校区単位以上の広範囲にわたる
活動規模である③公共用地において
花壇作りなどを行う活動で、面積が10
平方㍍以上【申請書の配布】電話で市
緑のまちづくり協会みどり課へ請求
を。ホームページにも掲載【申込期
間】７月１日〜31日i同課a822-5832 
f822-5848
乳がん・子宮頸がん検診の無料
クーポン券を送付しています

　４月20日時点で市に住民登録をし
ている人で次の対象者に検診が無料
になるクーポン券を６月下旬に送付し
ています。 ▽子宮頸（けい）がん検診
＝満20歳の女性（平成11年４月２日〜
平成12年４月１日生まれ） ▽乳がん検
診＝満40歳の女性（昭和54年４月２日
〜昭和55年４月１日生まれ）。受診方
法や実施医療機関等については、同

封のチラシや市ホームページで確認
を。i健康増進課a711-4374f733-5 
535
お住まいのマンションの管理規約
を診断します

　マンション管理士が、マンション管
理規約の適正性を診断します。d７月
22日〜９月23日の第２・４水曜日午後１
時〜３時l住宅相談コーナー（市役所
３階）i住宅計画課a711-4598f733-
5589t市内の分譲マンション管理組
合の役員（理事長、理事など）c各日２
組合（先着）y無料e市ホームページ
に掲載、または情報プラザ（市役所１
階）、各区情報コーナー、各出張所で
配布する申込書を７月１日以降に同課
へ。
市総合図書館・分館の指定管理者
を募集

　令和３年度から①市総合図書館（早
良区百道浜三丁目）の建物管理業務
等②東図書館（東区千早四丁目）の運
営管理業務等③早良南図書館（早良
区四箇田団地 ※来年11月開館予定）
の運営管理業務等を行う指定管理者
を募集。【募集要項】７月３日から市
ホームページに掲載【申込期間】８月７
日〜20日i市総合図書館①運営課a 

852-0618②③図書サービス課a852-
0605 ※いずれもf852-0609
市科学館５階基本展示室 フュー
チャー展示をリニューアルしました

　今年末に小惑星「リュウグウ」から
帰還する小惑星探査機「はやぶさ２」
の最新技術や、持ち帰ってくる小惑星
の石について、パネルと映像で解説。
li同館（中央区六本松四丁目）a 

731-2525f731-2530
公園および公園施設の指定管理
者を募集

　令和３年度から ▽雁の巣レクリエー
ションセンター（東区奈多） ▽青葉公園

（東区青葉四丁目） ▽ アイランドシ
ティ中央公園（東区香椎照葉四丁目）

▽月隈北緑地（パークゴルフ場・博多
区月隈三丁目） ▽桧原運動公園（南区
桧原五丁目） ▽西南杜（もり）の湖畔
公園（城南区七隈六丁目） ▽今津運動
公園（西区今津） ▽西部運動公園（西
区飯盛） ▽ 小戸公園（西区小戸二丁
目）・生の松原海岸森林公園（西区生
の松原一丁目） ▽楽水園（博多区住吉
二丁目）・松風園（中央区平尾三丁
目）・友泉亭公園（城南区友泉亭）―の
管理運営業務等を行う指定管理者を
募集。【募集要項・申込書】６月25日か
ら市ホームページに掲載【申込期間】
８月31日までiみどり運営課a711-
4407f733-5590

しごと

中央区地域保健福祉課保健師（臨
時的任用職員）を募集

　健康教育、家庭訪問などの地域保
健活動に従事。【資格】保健師の有資
格者。他要件あり【任用期間】８月28日
〜10月27日（再任用あり）【募集案内・
申込書の配布】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】７
月１日〜10日（必着）i中央区地域保
健福祉課a718-1111f734-1690

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「仕事に必要なワード＆
エクセル」講習②商業簿記３級試験対
策講習③資格も取れる仕事で使える 
色彩検定（基礎から２級）講座④パソ
コン「イラストレーター応用」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a671-6831f672-2133
県高齢者能力活用センター「シニ
ア就業希望者セミナー」

　働いている高齢者による体験談
や、元ＫＢＣ九州朝日放送プロデュー
サーの河原公輔氏による講演など。
d７月17日㈮午後１時半〜３時半（受
け付けは１時から）l福岡商工会議所
ビル３階（博多区博多駅前二丁目）i

同センターa451-8621f451-8623t

おおむね60歳以上c100人（先着）y

無料e電話かファクス、来所で、７月１
日以降に同センター（福岡商工会議
所ビル１階）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。

働く人のライフサポート相談会
　仕事や子育て・介護、法律等、暮らし
に関わる悩みや不安についての相談
に弁護士などが応じます。d７月４日
㈯午前10時〜午後４時lイオンマリ
ナタウン店１階（西区豊浜三丁目）i

福岡地域労働者福祉推進協議会
a283-5280f283-5251y無料e不要

　※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

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
令和２（2020）年７月１日 情報BOX9 お知

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。



7月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①の会場は博多体育館（博多区山王一丁目）、上履きを
持参。y無料e不要

内容 日時 対象
①あいくるがやってくる

（親子あそび）
７／８㈬
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）

７／12㈰
13:30〜14:30 小中高生

　※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。

高校生が伝えるダンスワークショップ
　ボランティア団体「ヤングアメリカンズ福岡」に所属する福岡の高校生による表
現ワークショップです。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d８月10日

（月・祝）午後１時〜４時t小中高生c20人（抽選）y500円e往復はがきかメール（m 
info@jidoukaikan-aikuru.or.jp）に応募事項と性別を書いて、７月26日（必着）までに
同施設へ。

　※以下の申し込みは電話か来所で希
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。
30歳代のヘルシースクール（個別健康
相談）
　食事指導、運動指導等を行います。詳
細はホームページで確認するか問い合
わせを。d毎日午前９時〜午後５時t市
内に住む人。他要件ありy無料
１日糖尿病教室（食事指導、運動指導）
d８月８日㈯午前10時〜午後３時t市内
に住む人c８人（先着）y1,000円（食事
付き）
やせナイト塾（生活習慣改善教室）
d９月3日〜24日の木曜日（３カ月後の
フォロー教室まで含めて計５回）午後７
時から２時間程度t市内に住む18歳以
上で運動に支障のない人c８人（先着）

　※いずれも無料。①②④小学３年生
以下⑤小学生は保護者同伴。e①②電
話か来所で、当日午前10時以降に同施
設へ。③④⑤電話かメール（m mamoro
om@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、７月１
日午前10時以降に同施設へ。
①映像シアター 海の色のひみつ
　博多湾の水環境について学びます。
d７月18日㈯午後０時半〜１時c25人

（先着）
②映像シアター 私たちの吸っている空
気
　福岡の大気環境について学びます。
d７月25日㈯午後０時半〜１時c25人

（先着）
③身近な昆虫の標本づくり
d８月２日㈰午前10時半〜午後０時半t

小学４〜６年生c20人（先着）

８月の講座
t①②④〜⑦不問③小学生以上（小学
１〜３年生は保護者同伴）y①②④〜⑦
無料③200円e電話かファクス、メール

（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、来所で、７
月１日以降に同センターへ。

内容・日時 定員（先着）
①心地よい排せつのために　
８／１㈯、12㈬10:00〜12:00

８／１＝15人
８／12＝20人

②今日から使える介護１日講座　
８／４㈫10:00〜16:00 30人

③自助具製作教室（かがまずに
靴下が履ける「ソックスエイド」
を作ります）
８／８㈯14:00〜16:00

10組

④おむつを知って上手に当てよ
う
８／15㈯、26㈬10:00〜12:00

８／15＝15人
８／26＝20人

　①④〜⑦は連続講座。日程・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。t市内に住む障がいのある人

（催しによって他要件あり）e来所で同
プラザへ（①〜④随時受け付け⑤〜⑩７
月１日以降受け付け）。

内容・日時 定員
（先着）

①放課後スポーツ教室　７／８〜来
年３／10の原則水曜日17:00〜18:00 10人

②おもちゃ図書館　７／11〜来年３
／13の原則第２土曜日13:00〜15:00 各20人

③おはなし会　７／11〜来年３／13
の原則第２土曜日13:00〜15:00 各10人

④カブトムシ博士になろう
　カブトムシ=写真=を観察し、生態を
学びます。d８月８日㈯午前10時半〜11
時t小学１〜３年生c20人（先着）

⑤地行浜周辺の夏の植物たち 〜植物
観察会〜
　屋外での植物探しゲームを通して植
物を観察します。d８月10日（月・祝）午前
10時半〜正午t小学生以上c25人（先
着）

　※①②の日程は６月30日㈫〜８月30日
㈰。観覧料金は一般200円、高大生150円、
中学生以下・市内に住む65歳以上無料。
①コレクション展（近現代美術） 殿敷侃

（とのしき ただし）
　山口を拠点とした美術家である同氏
の油彩、版画、素描など18点を展示。
②夏休みこども美術館「みるみるこわ
い絵の世界」
　見れば見るほど怖
い絵や、怖い物語が描
かれた絵などを紹介し
ます。

③つきなみ講座 美術館の教育活動を
知っていますか？エデュケーションから
ラーニングへ
　美術館の教育活動の最前線について
紹介します。d７月18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
④ギャラリー利用の申し込み受け付け
について
　来年１月４日㈪〜６月27日㈰の利用を
受け付けます。【申請書の配布】７月１日
から同館、情報プラザ（市役所１階）で。
ホームページにも掲載【申込期間】７月
31日まで

y1,000円
「健康づくりサポート通信」を毎月発行
しています
　糖尿病や生活習慣病を予防するため
の情報を掲載。市内に住む人で希望者に
は、半年間無料で送付。申し込みは電話
かファクスで同センターへ。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせを。

⑤セルフボディーメイクでいつ
までも元気な体づくり
８／17㈪14:00〜16:00

40人

⑥もしもに備える遺言
８／21㈮13:30〜15:30 45人

⑦老後の財産を守る
８／31㈪13:30〜15:30 45人

④リフレッシュ教室（体操やトレーニ
ングなど）　７／16〜来年３／18の
原則第１・３木曜日10:30〜12:00

25人

⑤障がい別水泳（脳血管）
８／４㈫、18㈫、25㈫11:00〜12:00 各10人

⑥障がい別水泳（視覚）
８／６㈭、20㈭11:00〜12:00 各10人

⑦中高生スポーツ教室
８／７㈮、18㈫9：30〜11：00 各15人

⑧障がい者卓球まつり サウンド
テーブルテニス大会
９／６㈰9:30〜17:00

80人

⑨障がい者卓球まつり 一般卓球大
会　９／13㈰9:30〜17:00 100人

⑩福岡障がい者水泳記録会（４泳
法、100mメドレーリレー、25m挑戦な
ど）　10／18㈰9:30〜17:00

250人

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）

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）

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

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

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。7〜10月の金・土曜は午後８時まで開館（入館は
閉館30分前まで）x月曜（祝休日のときは翌平日）

アンリ・マティス
「ジャズ サーベルを
飲み込む人」1947▶

さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）
〒815-0031 南区清水一丁目17-15　a511-1132 f552-3447
o午前９時〜午後９時（プールは午前10時〜午後８時半）x月曜（祝休日のときは
翌平日）、月末（土・日曜のときは翌火曜）

③のソックスエイド ソックスエイド使用例

あ
い
れ
ふ
外
観

親子遊び

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年７月１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


