
〒 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（７月後半の日・祝日）
７月19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
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
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234

７月23日（木・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
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
７月24日（金・祝）
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
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
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
７月26日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	a721-5252
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525

　※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。

7/

22
●水

2老人福祉センター東香園　東香園カフェ

　認知症の人や家族が過ごせる「認知症カフェ」です。相談も受け付
けます。d午後１時〜３時li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-
2213f671-2214t市内に住む60歳以上の認知症の人と家族c20人

（先着）y無料e電話かファクス、来所で、７月15日以降に同園へ。

7/

30
●木
他

3老人福祉センター長生園　①福岡歴史文化特別講座
②高齢者認知症予防検査（ファイブコグ）

　①テーマは「今に残る歴史の伝承物語（東区と博多編）」です。②脳
の機能の検査や認知症予防のためのアドバイスを受けられます。d①
７月30日㈭午前10時〜正午②８月２日㈰午後２時〜３時半li同園（博
多区千代一丁目）a641-0903f641-0907t市内に住むおおむね①60
歳以上②50歳以上c①20人②25人（いずれも先着）y①無料②500円
e電話かファクス、来所で、７月15日以降に同園へ。①はメール（m 
cho-seien@magokorokai.jp）でも受け付けます。いずれも定員を超え
た場合のみ通知。
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31
●金
他

3難聴者・中途失聴者コミュニケーション講座

　手話講座、体験学習など。日常生活を送る上で必要な情報を入手す
ることもできます。d７月31日、８月７日、21日、９月25日、10月９日、23日、
11月６日、20日、12月18日の金曜日午後７時〜８時半（連続講座）lふく
ふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市ろうあ協会a406-3406f406-
3407t市内に住み、聴覚に障がいのある18歳以上c12人（先着）y無
料（テキスト代別）e往復はがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）に応
募事項とファクス番号、職業を書いて、７月15日以降に同協会へ。
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1
●土

3月隈パークゴルフ場　パークゴルフ初心者教室

　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）
y1,000円e電話かファクス、来所で、７月15日以降に同ゴルフ場へ。

8/

1
●土

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　コンポスト（段ボール、木枠、ぼかし肥）の作り方や、太陽熱を利用し
た土壌消毒について学びます。白菜の種まきも行います。d午後１時
半〜３時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c15人（抽選）y無料e

電話かはがき（〒811-0201東区三苫４-４-27）、ファクスで、７月24日（必
着）までに同研究所へ。

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29日時点のものです。

介護実習普及センター　ミニ展示 健康サポート食品

　大人のための粉ミルクや、経口補水液などを紹介します。d開催中〜７月31日
㈮午前10時〜午後６時 ※21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

市ヨットハーバー

　詳細はホームページで確認を。li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）
a882-2151f881-2344t市内に住む①③小学３年〜中学生②小学生と保護者
のペアy①③1,500円②1組2,000円eホームページで７月15日〜①20日②③28
日に受け付けます。

内容 日時 定員
（抽選）

①ジュニアヨット教室 ７／24（金・祝）10:00〜16:00 10人
②親子ディンギーヨット体験セーリン
グ

８／８㈯、９㈰10:00〜12:00、
13:30〜15:30 各回10組

③ジュニアマリン体験教室 ８／11㈫〜13㈭10:00〜16:00 各日10人

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７月15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



8/

2
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園　
親子で料理教室「夏野菜メニュー」

　夏野菜のグラタンや杏仁（あんにん）豆腐などを作ります。d午前
10時〜午後１時li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-
0883t４歳以上と保護者c10組（先着。１組３人まで）y１人500円e電
話かファクスで、７月15日午前10時以降に同農園へ。

8/

2
●日

2市総合体育館　個人参加バドミントン交流会

　1人でも参加可能。集まったメンバーで試合を行います。d午前10
時〜正午li同体育館（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f410-
0318t小学生以上c20人（先着）y500円e電話か来所で、７月15日以
降に同体育館へ。

8/

2
●日

2スタインウェイピアノ演奏会
〜秋田悠一郎氏ミニピアノコンサート〜

　小学生以下は保護者同伴。d午後５時〜６時（開場は４時55分）lパ
ピオビールーム地下２階（博多区千代一丁目）iパピオビールーム
a633-2180f633-2177c50人（先着）y無料e不要

8/

3
●月

3プロドッグトレーナーに学ぶ 
パピーのためのしつけ方教室

　６カ月齢以下の犬との信頼関係の築き方や飼い主の心得などを学
びます。d午後２時〜４時lあにまるぽーと（東区蒲田五丁目）iふく
おかどうぶつ相談室a891-1231f891-1259t市内に住む犬の飼い主
と飼い犬、これから飼う予定の人c６組（先着。１組２人、１匹まで）y無
料e電話かファクスで、７月15日午前８時半以降に同相談室へ。

8/

11
●火

2ウエルネスレストラン開放Ｄ
デ ー

ａｙ in あいれふ
〜あなたの食事をチェックしませんか〜

　食品サンプルを使って、バランスの良い食事について学びます。d

午前10時、11時、午後1時、２時から（各40分）lウエルネスレストラン
（中央区舞鶴二丁目 あいれふ２階）i健康づくりサポートセンターa751-
2806f751-2572c各８人（先着）y無料e電話かメール（m yoyaku@
kenkou-support.jp）に応募事項と希望時間を書いて、７月15日以降に
同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。
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20
●木
他

3視覚障がい者のための音訳（朗読）ボランティア養成講
座

　応募者多数の場合、７月30日㈭午後１時半〜３時半にふくふくプラ
ザで事前説明会と面接を行います。詳細は問い合わせを。d８月20日
〜11月26日の木曜日（９月10日、10月１日を除く。連続講座）午後１時半
〜３時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）iよみうりＦＢＳ文化セ
ンターa093-511-6555f093-541-6556t講座修了後にボランティア活
動ができる人c25人（選考）y無料（テキスト代別）e電話かはがき

（〒802-0001北九州市小倉北区浅野２-11-15 ＫＭＭビル別館２階）、ファ
クス、メール（m yomiuri-fbs@tempo.ocn.ne.jp）、来所（北九州市小倉北
区浅野二丁目 ＫＭＭビル別館２階）で、７月20日（消印有効）までに問
い合わせ先へ。

8/

21
●金
他

2今津リフレッシュ農園　ブドウ収穫体験

　１口当たり２房のブドウ（ニューベリーＡ）を収穫できます。d８月21
日㈮〜23日㈰、28日㈮〜30日㈰午前９時〜午後４時li同農園（西区
今津）a806-2565f806-2570t市内に住む人c2,200口（抽選。１組３口
まで）y１口300円e往復はがき（〒819-0165西区今津5685）に応募事
項と希望日（変更不可）、希望口数を書いて、７月15日〜24日（必着）に
同農園へ。来所でも受け付けます（往復はがきを持参してください）。
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23
●日

2中央市民センター　夏の映画会 アニメ「ペット２」

　未就学児は保護者同伴。d午前10時、午後２時から（各回約１時間
半）li同センター（中央区赤坂二丁目）a714-5521f714-5502c各
100人（先着）y無料e電話かファクスに代表者の応募事項と希望時
間、参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢（小中高生は学年）を書いて、７
月18日以降に同センターへ。来所、ホームページでも受け付けます。
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23
●日

2松風園　親子体験茶会

d午後１時15分〜２時15分、２時半〜３時半li同園（中央区平尾三丁
目）af524-8264c各４組（先着）y１人800円（中学生以下は500円）
e電話かファクスで、７月15日以降に同園へ。

9/

3
●木
他

3女性リーダー育成研修

　職場でリーダーとして活躍するために必要な知識をオンラインで学
びます。詳細はホームページで確認を。d９月３日〜24日の木曜日午前
９時半〜正午、午後１時半〜３時半（連続講座）iＶＩコンサルティング
a093-513-5188f093-513-5199t市内に住むか通勤する女性c30人

（先着）y5,000円eホームページで７月15日以降に受け付けます。

アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　①樹名札作り
②ツリーワーカー（木登りのプロ）が教える木登り体験

　①は公園内の木に付ける木製の名札を作ります。d①７月22日㈬〜８月31日
㈪午前10時〜午後４時半 ※火曜日を除く。定員に達したら終了②８月22日㈯午
前10時〜午後０時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-
8020t小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）c①100人②20人（いずれも
先着）y①無料（入館料別）②1,000円e①当日ぐりんぐりん入り口で受け付け②
電話かファクス、来所で、７月22日以降に同公園へ。

催 し

市博物館　企画展示 戦争とわたしたちのくらし

　29回目となる本展示では、同館所蔵の戦時資料（衣食住など、当時の人々の
生活事情が分かるもの）を紹介します。d開催中〜８月10日（月・祝）午前９時半〜
午後５時半 ※７月23日（木・祝）以降の金・土・日曜・祝日は午後８時まで開館。いず
れも入館は閉館30分前まで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

催 し

映像ホール・シネラ　インド映画特集

　上映はいずれも午後２時から。詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。li市総合図書館映像ホール・シネラ（早良区百道浜三丁目）a852-0600 
f852-0609

タイトル 上映日 タイトル 上映日
河は流れる ８／１㈯、２㈰ 飛びたち ８／19㈬、22㈯
青いマンゴー ８／５㈬、６㈭ テロリスト ８／20㈭、23㈰
ぼくの家出 ８／７㈮、８㈯ 誓いの炎 ８／21㈮、26㈬
少年とハーモニカ ８／９㈰、10（月・祝） 悲哀 ８／25㈫、27㈭
妻は、はるか日本に ８／13㈭、15㈯ ヴァナジャ ８／28㈮、29㈯
占拠 ８／14㈮、16㈰

催 し

かなたけの里公園　
①ブドウわくわく収穫体験②夏の里山観察会〜バッタ編〜

　①１口当たり１㎏（３〜４房）程度の巨峰を収穫。持ち帰りできる量は出来高に
よって増減する場合あり。②原っぱと水辺で生き物を探す観察会。小学生以下は
保護者同伴。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d８月①15日㈯、
16日㈰、19日㈬午後１時半〜３時半②23日㈰午前10時〜正午li同公園（西区
金武）af811-5118c①各50口②30人（いずれも抽選）y①１口1,000円②無料
e往復はがき（〒819-0035西区金武1367）に代表者の応募事項と①は参加人数、
希望日、希望口数（１組２口まで）、②は参加者全員の氏名・年齢も書いて、７月15
日〜①31日②28日（いずれも消印有効）に同公園へ。いずれも１通５人まで。

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

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
防犯灯の管理費と工事費の補助
金申請の締切について

　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

市政に関する意識調査にご協力を
　市内に住む18歳以上を対象に、「福
岡市の住みやすさ」「福岡市の農林水
産業」「障がいを理由とする差別の解
消」についてアンケート調査を行いま
す。4,500人を無作為に選び、調査票
を郵送しますので、８月４日までに返送
してください。i広聴課a711-4067f 

733-5580

地域集会所建設費などを助成
　来年度に町内会・自治会が集会所

を建設（購入）、増改築、修繕する場合
や、集会施設・会議室等を借り上げる
場合に費用の２分の１を助成します

（要件、審査あり）。また、集会施設用
地を購入する際の融資の斡旋（あっ
せん）も行います。i各区地域支援
課、入部出張所e電話か市ホーム
ページで詳細を確認の上、８月31日ま
でに住所地の問い合わせ先へ。

介護保険負担割合証を送付します
　要介護・要支援認定者と事業対象
者に「介護保険負担割合証」を７月下
旬に送付しますので、８月１日からの
自己負担割合を確認してください。な
お、この証は介護保険のサービスを
受ける際に必要です。介護保険被保
険者証と一緒にケアマネジャーや
サービス事業者に提示してください。
i各区福祉・介護保険課
農業女子インターンシップ受講生
募集

　女性農業経営者から農作業や加工・
販売などについて直接指導を受ける
研修。詳細は問い合わせを。d９月〜来
年３月の50日程度l市内の受け入れ
農家の農地他i農林水産局政策企画

課a711-4841f733-5583t市 内 に 住
み、受け入れ農家の作業日程に合わせ
た研修に参加でき、自家用車や公共交
通機関等で研修場所に通える20歳以
上の女性c５人程度（面接により選考）
y無料e市ホームページに掲載、また
は各区情報コーナー、各出張所などで
配布する募集チラシを確認の上、７月
22日（必着）までに同課へ。

一人親の養育費確保を支援します
　次の本人負担費用等を補助しま
す。 ▽養育費に関する取り決めについ
て公正証書等を作成する際の費用 ▽

養育費保証契約を保証会社と締結す
る際の費用（保証料）。詳細は問い合
わせを。【対象】本年６月１日以降に作
成または保証契約を締結した、市内に
住む一人親家庭の母または父。他要
件ありiひとり親家庭支援センター
a715-8805f725-7720

市の施設の指定管理者を募集します
　①中央児童会館「あいくる」（中央
区今泉一丁目）②ひとり親家庭支援セ
ンター（中央区大手門二丁目）③健康
づくりサポートセンター（中央区舞鶴
二丁目）④ＮＰＯ・ボランティア交流セ
ンター「あすみん」（中央区今泉一丁
目）⑤農林業ふれあい施設＜立花寺
緑地リフレッシュ農園（博多区立花寺
二丁目）、花畑園芸公園（南区柏原七
丁目）、今津リフレッシュ農園（西区今
津）＞。詳細は７月①14日②〜⑤16日
以降に市ホームページに掲載する募

集要項で確認を。i①こども未来局
企画課a711-4188f733-5534②こど
も家庭課a711-4238f733-5534③健
康増進課a711-4374f733-5535④市
民公益活動推進課a711-4283f733- 
5768⑤農業振興課a711-4852f714- 
4033

ずっと一緒に暮らすための犬猫よ
ろず相談

　犬のしつけや犬・猫のトリミングの
方法、健康管理、飼い主の万が一に備
える「ペット信託」などの相談に応じま
す。d７月19日㈰午後１時〜４時li

ふくおかどうぶつ相談室（西区内浜一
丁 目 ）a891-1231f891-1259y無 料
eペット信託相談、犬のしつけ相談は
要予約（各先着３組）。電話かファクス
で、７月15日以降に同相談室へ。
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。d７月18日㈯午前10時
〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l博多市民センター５階（博多区山王
一丁目）i県行政書士会a641-2501 
f641-2503y無料e不要

相 談

福北連携コーナー
ギラヴァンツ北九州の選手と一緒に体を動かそう

　「ギラヴァンツ北九州公式YouTube（ユーチューブ）チャン
ネル」で、選手たちが自宅でできるストレッチなどを動画で紹
介しています。i北九州市スポーツ振興課a093-582-2395 
f093-582-2677

ス
マ
ホ
は

こ
ち
ら
か
ら

まもるーむ福岡

　小学３年生以下は保護者同伴。liまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）
a831-0669f831-0670t①②③不問④⑤小学生以上c①各20人②〜⑤25人

（いずれも先着）y無料e①③電話か来所で、当日①午後1時③午前10時以降に
同施設へ。②④⑤電話かメール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、７
月15日午前10時以降に同施設へ。

内容 日時

①カブトガニ観察会 ７／25㈯、８／１㈯
15:00〜15:30

②カブトガニのペーパークラフト ８／１㈯10:30〜11:00
③映像シアター おなかを痛くする悪いやつのお話（食
中毒予防等について学びます） ８／１㈯11:30〜12:00

④特別講座 虫の口と食べもの（虫の口を顕微鏡で観察
し、食べる仕組みを学びます） ８／９㈰10:30〜12:00

⑤特別講座 すごい昆虫を探して世界をまわる（九州大
学総合研究博物館の丸山宗利氏が、アリと共生する不思
議な昆虫について話します）

８／22㈯10:30〜12:00

講座・教室 市美術館　夏休みこどもワークショップ ①きってはってこ
わい絵をつくろう②オンラインでみるみるこわい絵の世界

　①さまざまな素材を使って怖い絵を作ります。②同館で開催中の「みるみるこ
わい絵の世界」を自宅で見ることができます。詳細はホームページで確認するか
問い合わせを。d８月①８日㈯午前10時半〜11時半、23日㈰午後１時半〜２時半
②12日㈬、17日㈪午前10時半〜11時、午後１時半〜２時li同館（中央区大濠公園）
他a714-6051f714-6071t①小学１〜３年生と家族など②小学３〜６年生c各回①
５組②５人（いずれも抽選）y無料（①は観覧料別 ※中学生以下は無料）e往復は
がき（〒810-0051中央区大濠公園１-６）かメール（m workshop@fukuoka-art-museum.
jp）に代表者の応募事項と希望日時、参加者全員の氏名・年齢、メールの場合は
メールアドレスも書いて、７月26日（必着）までに同館へ。１通①４人②２人まで（１組１
通）。

催 し

はかた伝統工芸館　①絲
いとごろものつかさ

衣司〜紫と茜
あかね

物語〜
②伝統工芸のあるくらし「夏のイッピン展」

　①爪掻本綴（つめがきほんつづれ）、江戸古法友禅、京絞の着物作家の作品を
展示・販売。着付けの実演もあり。詳細は問い合わせを。②博多織や博多張子（は
りこ）、マルティグラスなどを展示・販売。d①７月17日㈮〜21日㈫②７月23日（木・
祝）〜８月４日㈫いずれも午前10時〜午後６時（入館は５時半まで） ※最終日の展
示は①４時②５時までx水曜li同館（博多区上川端町）a409-5450f409-5460 
y入場無料

催 し

あいくる（中央児童会館）　７月の事業（一部抜粋）

　未就学児は保護者同伴。①②は上履きを持参。l①東体育館（東区香住ケ丘
一丁目）② ▽22日＝中央体育館（中央区赤坂二丁目） ▽29日＝早良体育館（早良
区四箇六丁目） ▽30日＝南体育館（南区塩原二丁目）③同会館（中央区今泉一丁
目）i同会館a741-3551f741-3541c①②なし③10組（先着）y無料e不要

内容 日時 対象
①あかちゃんといっしょ（乳幼児
の親子あそび） ７／21㈫10:30〜11:30 まだ一人で

歩けない乳幼児
②あいくるがやってくる（親子あ
そび）

７／22㈬、29㈬、30㈭
10:00〜12:00 ２歳以上の幼児

③育ちの広場（親子あそび） ７／22㈬11:00〜12:00 １、２歳の幼児
　※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。

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
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教室
お知
らせ 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。



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）

　※いずれも自家用車等で直接来所し
てください。②③中学生以下④高校生
以下は保護者同伴。
①家族でキャンプ
　芝生のキャンプ場にテントを張り、宿
泊できます。詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。d８月１日㈯、８
日㈯、９日㈰、15日㈯、22日㈯、29日㈯か
らそれぞれ１泊２日t小中学生と保護者
y大人1,360円、小中学生660円e電話
で各利用日の10日前までに同施設へ。
②星と遊ぼう会
　天文台で季節の星座を観察します。
クラフトキットの販売もあり。d７月25日
㈯午後８時〜９時半c60人（抽選）y入
場無料e電話で７月15日〜22日に同施
設へ。ホームページでも受け付けます。

８・９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（①⑫は小学生以
上と保護者）y①１組500円②④200円
③⑤〜⑧⑩無料（③⑧は部品代別）⑨⑪
500円⑫１組100円e①②④⑤⑨⑪⑫往
復はがきかファクス、来所で、①７月22日
②７月25日④⑤８月９日⑨８月15日⑪８月
18日⑫８月20日（いずれも必着）までに
同施設へ。①②④⑤⑨はホームページ
でも受け付けます。③⑥⑦⑧⑩電話か
ファクス、来所で、８月１日以降に同施設へ。

内容・日時 定員
①親子おもしろエコクッキング
８／２㈰10:00〜13:00

５組
（抽選）

②古布でぞうり作り
８／４㈫10:00〜13:00

10人
（抽選）

③傘の修理
８／16㈰、20㈭10:00〜13:00

各6人
（先着）

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）

７・８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（①は小学生と保
護者）y①②⑦無料③1,000円④800円
⑤500円⑥300円e①〜⑥はがきかファ
クス、来所で、①②７月19日③④７月21日
⑤７月22日⑥８月４日（いずれも必着）ま
でに同施設へ。⑦電話かファクス、来所
で、希望日の３日前までに同施設へ。①
〜⑥は当選者のみ通知。

内容・日時 定員
①親子で体験 古布ぞうり作り
７／23（木・祝）13:00〜16:00

５組
（抽選）

②風呂敷でエコバッグ
７／25㈯10:00〜12:00

10人
（抽選）

③パッチワーク教室
８／４〜９／22の原則火曜日13:00
〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

④衣類のリフォーム教室
８／５〜９／30の 水 曜 日13:00〜
16:00（連続講座）　

８人
（抽選）

⑤後ろ下がりのチュニックと夏用
マスク作り
８／７㈮、21㈮、28㈮13:00〜16:00

（連続講座）

８人
（抽選）

⑥古布ぞうり作り
８ ／20㈭、27㈭13:00〜16:00（連続
講座）

８人
（抽選）

⑦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）

③星空観察会（スターウオッチング）
　天文台で季節の星座を観察します。
d８月１日㈯午後８時〜９時半c60人（抽
選）y無料e電話で７月15日〜28日に同
施設へ。ホームページでも受け付けま
す。
④ペルセウス座流星群観望会
　プランＡ（一晩中野外で観測）とプラン
Ｂ（宿泊室付き）あり。d８月12日㈬午後６
時半〜13日㈭午前９時（１泊２日）c ▽Ａ
＝50人 ▽Ｂ＝30人（いずれも抽選）y ▽Ａ
＝大人500円、高校生以下300円 ▽Ｂ＝大
人1,600円、高校生以下900円eファクス
に代表者の応募事項と希望プラン、参
加者全員の年齢・性別を書いて、７月31
日までに同施設へ。ホームページでも
受け付けます。

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

休日健診（総合健診）
d①〜⑪８月１日㈯、２日㈰、９日㈰、23日
㈰、30日㈰午前８時半〜10時半⑫８月２
日㈰午前８時半〜10時半⑬８月23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。

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
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
　※８月９日㈰、30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。

④傘布でエコバッグ作り
８／19㈬10:00〜13:00

10人
（抽選）

⑤ボランティアが教える包丁研ぎ
８／20㈭10:00〜12:00

４人
（抽選）

⑥木製のまな板削り
８／22㈯、27㈭10:00〜16:00

各11人
（先着）

⑦生ごみリサイクル相談会
８／23㈰10:00〜11:30

10人
（先着）

⑧おもちゃの病院
８／23㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

⑨らくらくリフォームソーイング
８／25〜９／29の火曜日10:00〜13: 
00（９／22を除く。連続講座）

10人
（抽選）

⑩堆肥・菜園作り相談会
８／27㈭14:00〜16:00

10人
（先着）

⑪はた織り機でオリジナル布作り　
８／28㈮10:00〜13:00

３人
（抽選）

⑫親子でリサイクルせっけん作り
８／30㈰10:00〜11：30

５組
（抽選）

背振少年自然の家
〒811-1113 早良区板屋530　a804-6771 f804-6772
利用受付時間　午前９時〜午後５時

　※いずれも無料。託児は３カ月〜小学
生（無料。前日までに要申し込み）。
８・９月の講座と催し
t市内に住む一人親(グリーフ・ケアは
配偶者と死別した人）c各10人（先着）
e電話か来所で、７月15日以降に同セン
ターへ。

内容 日時
生活支援講座　子育て講
座

８／２㈰13：30〜
15：30

グリーフ・ケアおしゃべり会
（死別の悲しみを語り合
う場）

８／30㈰13：30〜
15：30

養育費・面会交流セミナー ９／６㈰13:30〜
15:30

就業支援講習会
　いずれも連続講座。詳細は問い合わ
せを。t市内に住む一人親か寡婦c①

〜⑪各10人⑫８人（いずれも定員を超え
た場合は選考）e電話か来所で、７月15
日〜31日に同センターへ。

内容 日時
①介護職員初任者
通信＋スクーリング

８/22〜12/５の土曜日
９:30〜16:30

②初めてのパソコン９/３〜10の水〜金曜日
９:30〜16:30

③エクセル基礎 ９/４〜10/１の水〜金
曜日18:30〜20:30

④調剤事務 ９/11〜10/14の 水・金
曜日９:30〜12:30

⑤ワード・エクセル
基礎

９/12〜10/31の土曜日
９:30〜16:30
９/15〜29の火〜金曜
日９:30〜16:30

⑥秘書検定３級講座 ９/17〜10/８の火・木曜
日９:30〜16:30

⑦登録販売者受験
対策

９/18〜11/25の 水・金
曜日18:15〜20:45

⑧エクセル検定対
策

９/27〜11/８の日曜日
９:30〜16:30

⑨ワード検定対策 10/７〜22の水・木曜日
９:30〜16:30

⑩パワーポイント 10/７〜30の水〜金曜
日18:30〜20:30

⑪アプリケーション
活用

10/28〜11/５の 水・木
曜日９:30〜16:30

⑫介護実務者通信
＋スクーリング

11/１〜来年２/25の原
則火曜日９:30〜18:30

ひとり親家庭支援センター
〒810-0074 中央区大手門二丁目５-15　a715-8805 f725-7720
o午前９時〜午後９時（日祝日は午後５時半まで）x月曜

　※いずれも無料（入園料別）。②③の
申し込みは往復はがきかファクスに応
募事項とファクスの場合はファクス番号
も書いて、開催日の２週間前（必着）まで
に同園へ。ホームページでも受け付け
ます。
①アサガオ展
d７月21日㈫〜８月30日㈰
②子ども教室〜食虫植物の不思議〜
d８月２日㈰午後１時半〜３時半t小学
４〜６年生c20人（抽選）
③親子体験教室〜葉脈標本づくり〜
d８月９日㈰午後１時半〜３時半t小学
生と保護者c12組（抽選。１組３人まで）

植物園
〒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）

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年７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


