
〒 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。

8/

3
●月
他

2舞鶴公園　ラジオ体操をしよう

　雨天中止。d８月３日㈪〜28日㈮午前８時40分〜50分 ※土日祝日と
13日、14日を除くl同公園平和台陸上競技場東側テニスコート横（中
央区城内）i同公園a781-2153f715-7590y無料e不要

8/

5
●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、８月４日までに同センターへ。ホームページ
でも受け付けます。

8/

6
●木
他

2平和首長会議　原爆ポスター展

　同会議が作成した「ヒロシマ・ナガサキ被爆の実相等に関するポス
ター」を展示します。d８月６日㈭〜14日㈮午前８時45分〜午後６時 ※
平日のみl市役所15階展望ロビーi総務企画局総務課a711-4044 
f724-2098y無料

8/

8
●土

3西部運動公園　夏の生きもの教室

　ヤゴやオタマジャクシなどを観察（小学生向け。10歳未満は保護者
同伴）。d午前10時〜正午li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-
0549c15人（先着）y無料e電話か来所で、８月１日以降に同公園へ。

8/

8
●土
他

3もーもーらんど油山牧場　①手作りアイスクリーム教
室②手作り生ウインナー教室

d８月①８日㈯午前10時半〜11時半②22日㈯午前10時半〜11時半、
11時50分〜午後０時50分li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-
7040t①６歳以上②不問（いずれも小学生以下は保護者同伴）c①８組

（先着。１組２人）②各10組（抽選。１組２人）y１組①800円②1,500円
e①電話で８月１日以降に同牧場へ。②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当日の連絡が可能な電話番号を
書いて８月１日〜10日（必着）までに同牧場へ。いずれもホームページ
でも受け付けます。①は定員を超えた場合のみ通知。

8/

9
●日
他

2未来の魚たちの住
す み か

処を展示
〜みんなで魚たちにメッセージを書こう〜

　海に沈める前の、竹で作った魚礁にメッセージを書くことができま
す。沈めた後の様子はウェブ配信します。d８月９日㈰〜９月６日㈰午
前10時〜午後５時lまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）iふくお
かＦＵＮa407-6970m uminogakko@fun-fukuoka.or.jp y無料e不要

8/

15
●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、
８月１日以降に同ゴルフ場へ。

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。a471-0099でも受け付けます。
　また、現在診療中の医療機関をホームページ（「ふくおか
医療情報ネット」で検索）で確認できます。

●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
※８月13日㈭、14日㈮は午後７時〜翌朝７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・祝休日と８月13日㈭〜15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。

●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。

●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。

●外科当番医（８月前半の日・祝日）
８月２日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
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
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
８月９日㈰
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
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
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
８月10日（月・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
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
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。

老人福祉センター若久園　陶芸教室「高齢者創作講座」

　再来年３月までの連続講座。詳細は問い合わせを。d火曜日午前10時〜正午
li同園（南区若久六丁目）a511-7255f511-7558t市内に住む60歳以上c６人

（先着）y１カ月3,500円（初回は7,000円）e電話か来所で同園へ。

講座・教室

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７月13日時点のものです。

R60倶
く ら ぶ

楽部　①万葉集を学び現地を訪ねる文学・歴史プチ
旅②英語でガイド〜博多の歴史を学び英語で案内しよう〜

　①能古島編です。②実際に街を歩きながら英語でガイドするこつを学びます。
d①９月４日〜11月６日の第１・３金曜日②９月10日〜11月26日の第２・４木曜日い
ずれも午前10時〜正午（連続講座）l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）、
①の最終回の集合は能古島渡船場iアラカンフェスタ実行委員会事務局
a401-3456m info@r60festa.jpt18歳以上c①20人②15人（いずれも先着）y 

①5,000円②6,000円（①の最終回は交通費等別）e電話かメールで、８月１日以降
に同事務局へ。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８月１日 情報BOX15 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/

16
●日

2さいとぴあ映画館「赤いハンカチ」

　九州大学ギターサークルによる演奏もあり。d午後２時半〜４時半
liさいとぴあ（西区西都二丁目）a807-8900f807-8895c100人（先
着）y高校生以上1,000円、中学生以下100円、座席を使わない乳幼児
は無料 ※全席指定eチケットは同施設で販売。

8/

21
●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、８月１日以降に同園へ。定員を超えた場合
のみ通知。

8/

22
●土

2今津運動公園　こども樹木博士
〜公園の「みどり」を観察してみよう〜

　樹木医の解説を受けながら、公園内の樹木などを観察します。d午
後２時〜４時li同公園（西区今津）a807-6625f807-6627t小中学
生c20人（先着）y無料e電話か来所で、８月１日以降に同公園へ。
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。

8/

22
●土

2埋蔵文化財センター　収蔵庫見学ツアー
「迷路から脱出せよ」

　クイズを解きながら迷路に見立てた収蔵庫=写真=から脱出しま
す。d①午前９時半〜正午②午後１時〜４時li同センター（博多区
井相田二丁目）a571-2921f571-2825t

小学生と保護者c①15組②25組（いず
れも抽選。１組５人まで）y無料eメール

（m maibun-c.EPB@city.fukuoka.lg.jp）に
代表者の応募事項と希望時間帯、参加
者全員の氏名・年齢（学年）を書いて、８月
１日〜14日に同センターへ。来所でも受
け付けます。

8/

22
●土

3ココロンセミナー　僕は目で音を聴く
〜意外と知らない聴覚障害者の世界〜

　講師はデフ（聴覚障がい者）漫画家の平本龍之介氏。d午後２時〜４
時lあいれふ講堂（中央区舞鶴二丁目）iココロンセンターa717-
1237f724-5162c60人（先着）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。

8/

22
●土
他

2かなたけの里公園　ソバづくり体験

　種まきから収穫、そば打ちまでを体験。日程など詳細は問い合わせ
を。d８月22日〜来年１月24日の土曜日または日曜日（全８回）午前９時
半〜正午（午後１時、３時までの回あり）li同公園（西区金武）
af811-5118c８組（先着。１組５人まで）y１組4,000円e往復はがき

（〒819-0035 西区金武1367）で８月１日以降に同公園へ。

8/

22
●土
他

3西部３Ｒステーション　①コンポストで楽しい循環生活
②海辺の宝探し〜オリジナルフォトフレームを作ろう〜

　①初めての人でも簡単にできる段ボールコンポストの講座です。②
海洋プラスチックごみや博多湾の生き物について学んだ後、実際に
海辺の観察を行い、漂着物を使ってリサイクル工作をします。d８月①
22日㈯午前10時〜正午②23日㈰10時〜午後１時l①同ステーション

（西区今宿青木）②保健環境研究所（中央区地行浜二丁目）i同ス
テーションa882-3190f882-4580t市内に住むか通勤・通学する人

（②は小学生と保護者）c①８人②５組（いずれも抽選。②は１組３人ま
で）y無料eはがき（〒819-0162西区今宿青木1043-２）かファクス、来
所で、８月１日〜15日（必着）に同ステーションへ。

8/

22
●土
他

3市ヨットハーバー
①初心者ヨット教室②親子クルーザー体験セーリング

d８月①22日㈯、23日㈰午前10時〜午後４時②23日㈰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①16歳以上②小学生以上と保護
者c①各10人②各回25人（いずれも先着）y①3,000円②600円eホー
ムページで８月１日午前10時以降に受け付けます。

8/

23
●日

2アクロス弦楽合奏団　定期演奏会

　ハイドンの「チェロ協奏曲第１番 ハ長調」などを演奏します。未就学
児は入場不可。d午後３時から（２時間程度）lアクロス福岡シンフォ
ニーホール（中央区天神一丁目）iアクロス福岡チケットセンター
a725-9112f725-9102y全席指定Ｓ席3,000円、Ｓ席ペア5,000円、Ａ席
2,000円 ※学生は各1,000円引きe電話か来所で同センター（アクロ
ス福岡２階）へ。ホームページでも販売。

8/

26
●水

3西障がい者フレンドホーム　エコバッグ作り

　パソコンを使ってイラストを描き、オリジナルのエコバッグを作りま
す。d午後１時〜３時li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017 
f883-7037t市内に住む障がいのある人c６人（抽選）y500円e電
話かはがき（〒819-0005西区内浜１‐５‐54）、ファクス、来所で、８月11日

（必着）までに同ホームへ。

過去の初心者ヨット教室 過去の親子クルーザー体験セーリング

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８月②１日①③④11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）９／17㈭ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） a791-7151 20人

②普通１

９／７㈪ 中央消防署（中央区那の津二丁目）a762-0119 20人

９／18㈮ 南消防署（南区塩原二丁目） a541-0219 20人

９／24㈭ 城南消防署（城南区神松寺二丁目）a863-8119 12人

③普通３ ９／11㈮ 消防本部 a791-7151 20人

④上級 ９／３㈭ 消防本部 a791-7151 20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

展示例
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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。

埋蔵文化財センター　企画展 
「疫病に負けるな〜福岡の場合〜」

　福岡に住んでいた古代の人々が、どのように疫病
と向き合ってきたのかを出土した資料から紹介しま
す。d開催中〜10月18日㈰午前９時〜午後５時（入館
は４時半まで）x月曜li同センター（博多区井相
田二丁目）a571-2921f571-2825y無料

催 し



8/

27
●木
他

2楽水園　座禅とお抹茶体験

　東林寺（博多区）で座禅体験をした後、楽水園で茶道体験もします。
d８月27日㈭、９月14日㈪午前10時〜正午li同園（博多区住吉二丁
目）af262-6665c各15人（先着）y1,000円e電話かファクスで、８月
１日以降に同園へ。

8/

29
●土

2「ハカタオフク」の旅 開催記念 博多人形絵付け体験

　招き猫やだるまの人形に絵付けを
します。博多人形の販売もあり。d午
前11時〜正午、午後１時〜２時、２時半
〜３時半li六本松 蔦屋（つたや）書
店（中央区六本松四丁目）a731-7760 
m ropponmatsu.event@ccc.co.jpc各
回10人（先着）y1,100円e電話か来
所で、８月１日以降に同書店へ。

8/

29
●土
他

3市民防災センター　新米パパママ応急手当て講習会

　１歳前後の子どもに対する心肺蘇生法や異物除去法などを学びま
す。d８月29日㈯、30日㈰午後２時〜３時半li同センター（早良区百
道浜一丁目）a847-5990f847-5970t１歳前後の子どもや孫がいる
人、子どもが生まれる予定の人c各10組（先着）y無料e電話かファ
クスで、８月３日以降に同センターへ。

8/

30
●日

2まもるーむ福岡　ふくおか環境連絡交流会
「環境活動と新型コロナ感染症」

　環境活動を行う団体・個人が集い、新型コロナウイルスによる活動
の変化や運営の工夫などについてみんなで話します。オンライン参加
も可。詳細はホームページで確認を。d午後１時半〜３時半liまも
るーむ福岡（中央区地行浜二丁目）a831-0669f831-0670c20人（先
着） ※オンラインは25人（先着）y無料e電話かメール（m mamoro
om@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、８月１日以降に同施設へ。オンライ
ン参加希望者はホームページで受け付けます。

9/

1
●火
他

3早良障がい者フレンドホーム
はじめてのパソコン教室（エクセル初心者）

　エクセルの基礎を学びます。d９月１日〜10月６日の火曜日午前10
時〜正午（９月22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市内に住む肢体・内部障がいのある18
歳以上c６人（抽選）y1,300円e電話かファクス、メール（m sawara-
friend@nonohana.or.jp）、来所で、８月1日〜10日に同ホームへ。

9/

3
●木
他

3東平尾公園　緑まちテニス教室（中級者向け）

d９月３日〜10月29日の木曜日午後７時〜９時（10月１日を除く連続講
座）li同公園（博多区東平尾公園一丁目）a611-1544f624-6161 
t20歳以上c20人（抽選）y1万円eはがき（〒812-0852博多区東平尾
公園１-１-１）かファクス、メール（m Tennis.hakatanomori@midorimachi.
jp）に応募事項とテニス歴を書いて、８月１日〜23日（必着）に同公園
へ。

9/

5
●土

2東平尾公園　博多の森を楽しむ会「昆虫ウオッチング」

　ベスト電器スタジアム（東平尾公園内）の裏山で昆虫を観察します。
d午前10時〜午後０時半li同公園（博多区東平尾公園二丁目）
a611-1515f611-8988t小学生以上（小学生は保護者同伴）c30人

（先着）y100円e電話かファクス、メール（m rikujyo.hakatanomori@mi
dorimachi.jp）、来所で、８月１日以降に同公園へ。

9/

5
●土

3スポーツ体験塾 ①体力測定会②バドミントン教室

d①午前10時、10時半、11時、11時半から（各30分）②午後２時〜４時l

中央体育館（中央区赤坂二丁目）i市スポーツ協会事業課a645-
1233f645-1220t①不問②小学生c①各20人②40人（いずれも抽
選）y無料eホームページで８月１日〜14日に受け付けます。当選者
のみ通知。

9/

6
●日

2アイランドシティ中央公園　スポーツ鬼ごっこ体験会

　小学３年生以下は保護者同伴。d午前10時〜正午、午後１時半〜３
時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020c各
30人（先着）y300円e電話かファクス、来所で、８月６日以降に同公園
へ。

9/

12
●土

2市民総合スポーツ大会「バウンドテニス大会」

　ダブルス団体戦（１チーム６人）・ラリー戦を行います。d午前９時〜
午後６時l博多体育館（博多区山王一丁目）i市バウンドテニス協会
af471-7369t市内に住むか通勤・通学する18歳以上のペアy１人
600円e往復はがき（〒812-0893博多区那珂３-25-20-401）に応募事項
と経験の有無を書いて８月１日〜14日（必着）に同協会へ。

9/

12
●土
他

2
西区歴史よかとこ案内人と巡る
秋
しゅうせい

晴の歴史探訪ウォーキング
　①住吉神社など②夫婦塚古墳など③今津元寇防塁など―を巡りま
す。d９月①12日㈯午前９時半〜正午②19日㈯午前９時半〜午後３時
③24日㈭午前９時半〜午後３時l①集合は地下鉄姪浜駅南口、解散
は住吉神社②集合は地下鉄姪浜駅南口、解散は地下鉄橋本駅③集合
はJR九大学研都市駅、解散は今津バス停i西区歴史よかとこ案内人
事務局・矢野a881-7128m nishikuyokatoko@gmail.comy300円eはが
き（〒819-0013西区愛宕浜１-16-６）かメールに応募事項と希望日を書
いて、希望日の４日前（必着）までに同事務局へ。

作
品
例

アクロス福岡 
夏休み子ども企画 夏休み子ども手作り体験

　博多人形の絵付け体験やアクセサリー作
りなどを週替わりで行います（先着順。随時
受け付け）。時間など詳細はホームページで
確認を。d開催中〜８月23日㈰午前10時〜午
後６時lアクロス福岡匠（たくみ）ギャラリー

（中央区天神一丁目）iアクロス福岡文化観
光情報ひろばa725-9100f725-9102t小学
生以上y有料（体験によって異なる）e不要

講座・教室

南障がい者フレンドホーム 
パソコン①バラエティ②エクセル

　いずれも連続講座。①名刺やカレンダーを作成します。②基礎から学びます。
d８月17日〜10月12日の月曜日（９月21日を除く）①午前10時〜正午②午後１時
〜３時li同ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856t市内に住む障
がいのある人（介助者の同伴可）c各４人（抽選）y①1,000円程度②1,400円程
度e電話かファクス、メール（m minami-friend03@c-fukushin.or.jp）に応募事項と
障がいの種別を書いて、８月11日までに同ホームへ。来所でも受け付けます。

講座・教室

アジア美術館 
コレクション展 あじびヘアカタログ

　アジアの美術作品に登場する人物の髪型に着目した
展示です。d開催中〜９月22日（火・祝）午前９時半〜午後
６時 ※金・土曜日は８時まで（入室はいずれも30分前ま
で）x水曜li同美術館（博多区上川端町 リバレイン
センタービル７階）a263-1100f263-1105y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

同
展
ポ
ス
タ
ー

過
去
の
博
多
人
形
絵
付
け

体
験

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。



雁の巣レクリエーションセンター　①ノルディック・ウォーキ
ング教室②B

ブ ル ー ホ ー ク
LUEHAWK親子でキャッチボール

　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（３km程
度歩きます）。雨天中止。②福岡ソフトバンクホークスの元選手らが指導します。
d①月曜日（祝休日を除く）午前９時〜10時半②８月23日㈰午前10時〜11時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）②５歳〜小学３年生と保護者のペアc①各30人（先着）②15組（抽選）y①
無料（ポールレンタル代300円）②１組400円e①当日午前８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、来
所で、８月13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。

催 し

はかた伝統工芸館　①博多人形妖怪展②博多織セレクト展

　①妖怪をテーマにした、カッパや化け猫
などの作品を展示・販売します。②扇子や
ランチョンマットなど、夏向けの作品を展
示・販売します。d８月①６日㈭〜11日㈫②
13日㈭〜25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５
時まで）li同館（博多区上川端町）a 

409-5450f409-5460y入場無料

催 し9/

14
●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。d９月14日㈪〜16日㈬午前10時〜午後３時

（16日は２時半まで。連続講座）lなみきスクエア（東区千早四丁目）
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c20人（先着）y無料n

６カ月〜就学前（無料。９月７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、８月１日以降に同
センターへ。来所（中央区荒戸三丁目 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。

9/

27
●日
他

3障がい者サッカー教室

d９月27日㈰、11月29日㈰、12月20日㈰、来年１月31日㈰、２月28日㈰、
３月６日㈯午前10時〜正午（連続講座）l西南杜（もり）の湖畔公園（城
南区七隈六丁目）i市障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565 
t13歳以上の知的障がい者（チームでの申し込みも可）c40人（抽選）
y１人500円eホームページに掲載、または情報プラザ（市役所１階）、
同協会（中央区荒戸三丁目 ふくふくプラザ３階）、さん・さんプラザ（南
区清水一丁目）で配布する申込書を７月31日〜８月14日（必着）に同協
会へ。

9/

30
●水

2全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜）
福岡市予選会（ゴルフ競技）

　詳細はホームページに掲載する申込書で確認するか問い合わせ
を。d午前８時からlセブンミリオンカントリークラブ（早良区小笠木）
i早良区老人クラブ連合会事務局af833-4397t市内に住む60歳以
上c32組（先着。４人１組）y１人１万1,000円（70歳以上は１万500円）e

ホームページに掲載の申込書を８月１日以降に同事務局へ。 

まもるーむ福岡

　いずれも無料。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）a831-0669f831-0670t①〜⑦不問⑧小学生以上⑨小学生e①
②⑥電話か来所で、当日午前10時以降に同施設へ。③④⑤⑦⑧⑨電話かメール

（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、８月１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 クロツラヘラサギ福くん
の冒険 ８／８㈯11:30〜12:00 25人

②カブトガニ観察会 ８／８㈯、15㈯15:00〜
15:30 各20人

③スライムを作ろう ８／13㈭10:30〜11:00 25人
④カブトムシ観察会 ８／14㈮10:30〜11:00 25人
⑤バランストンボを作ろう ８／15㈯10:30〜11:00 25人
⑥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？ ８／15㈯11:30〜12:00 25人

⑦アルソミトラグライダー（インドネシア
に生息する植物の種の形をしたグライ
ダーを作って飛ばします）

８／23㈰10:30〜11:00 25人

⑧深海の真価 〜海の恋人たち〜（深海魚
マップや模型を作ります） ８／29㈯10:30〜12:00 25人

⑨天気予報紙を作ろう（空気中の水分と反
応して色の変わる天気予報紙を作ります）８／30㈰10:30〜12:00 20人

催 し

市美術館　バリアフリーギャラリーツアー

　障がいがある人もない人も参加できます（②は障がいのある人のみ）。li同
館（中央区大濠公園）a714-6051f714-6071c各10人程度（抽選）y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参加者全員の氏名（介助者がいる場合は介助
者の氏名も）、障がいの有無（①②は障がいの程度も）、補助が必要な場合はそ
の旨を書いて、８月１日〜18日に同館へ。いずれも障がいのある人は１通２人 
まで。

内容 日時
①おしゃべりとてざわりのツアー（視覚障がい者のため
のツアー。触れられる作品や教材を使い、会話しながら
鑑賞します）

８／29㈯14:00〜15:30

②目で聴くツアー（聴覚障がい者のためのツアー。手話
通訳者を介して、対話しながら作品を鑑賞します） ８／30㈰14:00〜15:30

③みんなで車いすツアー（車いす利用者のためのツ
アー。参加者全員と学芸員も車いすに乗って鑑賞します）９／６㈰14:00〜15:30

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

市博物館　①企画展示 ダルマさん大集合②企画展示 発
掘された戦争の痕跡

　①禅宗の開祖である達磨（だるま）を描いた絵
画や工芸作品を紹介します。②市内で発掘された
戦争の遺構や、旧陸軍の連隊があった福岡城跡
で出土した遺物などを紹介します。d①開催中〜
９月13日㈰②８月12日㈬〜９月13日㈰いずれも午
前９時半〜午後５時半。８月23日㈰までの金・土・日
曜・祝日と８月13日㈭は午後８時まで開館（入館は
いずれも閉館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）a 

845-5011f845-5019y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

原田嘉平作 浩宮殿下ダルマ運び

市ヨットハーバー　小型船舶免許教室

　日時など詳細は問い合わせを。①国家試験免除コース②更新・失効講習。
d①希望する２日間午前９時〜午後４時。実技は別途実施②第1または第３土曜
日の午後１時から更新は１時間、失効は２時間20分li市ヨットハーバー（西区 
小戸三丁目）a882-2151f881-2344c各５人（先着）y①１級14万7,000円、２級12
万4,000円②更新8,000円、失効1万4,000円e電話かファクスに応募事項と希望
日時を書いて同施設へ。定員を超えた場合のみ通知。

講座・教室

舞遊の館　浴衣で福岡城散策

　着付け代込み。着用した浴衣（中古）・半幅帯・腰ひもは返却不要。詳細は問い
合わせを。d開催中〜９月10日㈭午前９時〜午後３時li同館（中央区城内 三
の丸スクエア内）a707-3191f707-3193y3,500円e電話かファクスで同館へ。
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。

催 し

博
多
人
形
の
展
示
例



日前までに各担当課へ。

産後ヘルパーを派遣しています
　出産後、家族などから家事や育児
の支援を受けることが難しい家庭に、
市が委託した事業者からヘルパーを
派遣します。今年度から「ベビーサ
ポートかすみ草」（東・博多・中央区対
象）が追加されました。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、生後６か月未
満の赤ちゃんがいる人【利用料金】１
回当たり2,100円（２時間まで） ※非課
税世帯等は減免制度あり。iこども
発達支援課a711-4178f733-5534

貯水槽は定期的に点検・清掃を
　マンションなどで貯水槽を設置して
いる場合は、水質維持のために定期
的な点検や清掃が必要です。なお、飲
用水の消毒状態を家庭で確認できる

「水質検査キット」を各区衛生課、情報
プラザ（市役所１階）で無料配布して
います。i生活衛生課a711-4273f 

733-5588

市民農園利用者を募集
　利用期間は９月６日〜来年７月31日

（１世帯１区画＝15平方㍍）。i農業振
興課a711-4852f714-4033t市内に
住む人y1区画8,000円e往復はがき

（〒810-8620住所不要）に応募事項と
希望農園（１カ所）を書いて、８月１日〜
10日（消印有効）に市民農園組合事務
局（農業振興課内）へ。

農園名 募集区画
（抽選）

東部土井（東区土井一丁目）８区画
博多立花寺（博多区立花寺
二丁目） １区画

南部野多目（南区野多目四
丁目） １区画

城南神松寺（城南区神松寺
一丁目） ２区画

西部萩ケ丘（西区戸切三丁
目） ２区画

令和２年度版の住まいに関する 
冊子（３種）ができました

　「住まいづくりの手引き」「マンショ
ン管理の手引き」「賃貸住宅住まいの
手引き」を住宅相談コーナー（市役所
３階）、情報プラザ（同１階）、各区情報
コーナー、各出張所などで配布してい
ます。 ※原則１人１冊。分譲マンション
管理組合などで複数部を必要とする
場合は事前に住宅計画課へ相談を。
市ホームページにも掲載。i同課
a711-4808f733-5589

敬老祝品を贈呈（カタログギフト）
　100歳の人（来年３月末時点）に、敬
老祝品を掲載したカタログを８月に郵
送します。商品を選んで同封のはが

お知らせ
マンション管理士を派遣します

　管理組合の運営、管理規約、管理委
託契約、長期修繕計画などの相談に
応じる同管理士を無料で派遣します。
派遣は同一年度に１回（大規模修繕や
長期修繕計画に係る場合は、２回可）。
詳細は問い合わせを。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、情報プラザ（市
役所１階）で配布の申込書を同課へ。
「はやかけんレール＆カーシェア」
サービス利用で、はやかけんポイ
ントを進呈します

　交通系ICカード「はやかけん」で地
下鉄に乗車し、対象駅最寄りの「タイ
ムズカーシェア」（カーシェアリング）
を利用した人の利用料金を220円優待

（割引）します。さらに７月27日〜来年３
月31日は「はやかけんポイント」も200
円分進呈します。詳細はタイムズカー
シェアのホームページで確認するか
問い合わせを。iタイムズカーシェア
a0120-20-5037
①「心の輪を広げる体験作文」と②

「障がい者週間のポスター」を募集
  テーマは①「障がいのある人とない
人との心のふれあい体験」②「障がい

きを返送してください。詳細は問い合
わせを。i高齢福祉課a711-4881f 

733-5587
「マイエンディングノート」を配布
しています

　もしものときのために、自分の希望
や必要なことをまとめておける冊子
を情報プラザ（市役所１階）、各区情報
コーナー、各出張所などで配布してい
ます。i地域包括ケア推進課a711-
4373f733-5587

楽水園　フォトコンテストの作品
を募集

　同園で撮影した写真を募集します。
選考した10作品を来年２月１日㈪〜28
日㈰に展示します。詳細は問い合わ
せを。li同園（博多区住吉二丁目）
af262-6665y無料（入園料別）e郵
送（〒812-0018博多区住吉２-10-７）か
来所で、８月１日〜12月28日（必着）に
同園へ（１人１点）。
緑のカーテンコンテストの作品を
募集

　朝顔やゴーヤなどによる緑のカー
テンを設置している個人や団体の作
品を募集。詳細は市ホームページに
掲載または情報プラザ（市役所１階）
などで配布する応募用紙で確認を。

【申込期間】８月３日〜９月11日（必着）
i環境・エネルギー対策課a711-42 
82f733-5592
ふくおか「働き方改革」推進企業
を認定します

　【対象】市内に本店または主たる事
務所を有する企業【要件】年次有給休
暇の取得促進や仕事と子育ての両立
の支援など、市が定める基準を満たし
ていること【申請書の配布】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２階）、情
報プラザ（市役所１階）などで。市ホー
ムページにも掲載【申請期間】８月３日
〜31日（ 消 印 有 効 ）i経 営 支 援 課
a441-1232f441-3211

市ヨットハーバー　保管艇を募集
　募集艇種は浮き桟橋（海上係留）＝
セーリングクルーザー12m未満、艇置
き場（陸上保管）＝セーリングディン
ギー６m未満。料金や申し込み方法な
ど詳細は電話で問い合わせを。i市
ヨットハーバーa882-2151f881-2344

のある人とない人との相互理解の促
進」 ※規格など詳細は、市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを。【対
象】市内に住むか通学する①小学生
以上②小中学生【申し込み】応募事項
と作品名、生年月日、性別、障がいの
有無と程度、ファクス番号、職業また
は学校名（学年）を書いた用紙と作品
を郵送（〒810-8620住所不要）で９月４日

（必着）までに障がい者支援課へ。i

同課a711-4985f711-4818

「明るい選挙」啓発ポスターを募集
　「明るい選挙」をテーマにしたポス
ターを募集。【規格】四つ切りか八つ
切り。画材は自由【対象】市内の小学
校〜高校に通学する人【申し込み】作
品の裏に応募事項を書いて９月７日

（必着）までに学校がある区の選挙管
理委員会へ持参。i市選挙管理委員
会a711-4682f733-5790、各区選挙
管理委員会（各区役所内）

出前講座を受け付けています
　市職員が地域に出向き、市の取り
組みや暮らしに役立つ情報を分かり
やすく説明します。全194講座を掲載
した「出前講座テーマ集」を情報プラザ

（市役所1階）や各区情報コーナー、各
出張所、各市民センターなどで配布し
ています。市ホームページにも掲載。
i広聴課a711-4067f733-5580t市
内に住むか通勤・通学する人で構成
された、おおむね10人以上のグルー
プy無料（会場は各自市内に準備を）
e市ホームページに掲載、または
テーマ集にある申込書を希望日の14

①秋季イタリア語講座②英会話教室

　いずれも週１回の連続講座。定員など詳細は問い合わせを。l①TKP博多駅筑
紫口ビジネスセンター（博多区博多駅中央街）②博多座西銀ビル（博多区下川端
町）i①福岡日伊協会a476-2153f476-2634②福岡日英協会a476-2155f 

476-2634 ※いずれも電話は平日のみe電話かファクスで各問い合わせ先へ。
言語 日時 費用

①イタリア語

▽はじめてコース＝９／７〜12／７の月曜
日18：30〜20：00 ▽初中級コース＝９／８〜
12／８の火曜日18：30〜20：00 ▽ 中級会話
コース＝９／10〜11／26の木曜日19：00〜
20：30

１万8,000円（はじめて
コース・初中級コース
はテキスト代別）

②英語
いずれも９／７〜11／30 ▽初級＝月・水曜
日 ▽中級＝月・火・木曜日 ▽上級＝金曜日
いずれも18：30〜20：00

２万円（テキスト代別）

講座・教室

市科学館

　①「夏まつり in 市科学館」夏限定の特別プログラムを開催します。詳細は
ホームページで確認を。②「忍者キッズ in 福岡〜プログラミングで忍者ベアー
を動かしてみよう〜」プログラミングを体験します。d８月①７日㈮〜19日㈬午前
９時半〜午後９時半（入場は９時まで） ※終了時間が早いコーナーあり②18日㈫
午後1時半〜４時15分l同館（中央区六本松四丁目）i①同館a731-2525f731- 
2530②忍者ベアプロジェクト（クウキ内）a713-4815f713-4816t①イベントに
より異なる②小学４年〜中学生c①イベントにより異なる②20人（抽選）y①無料

（一部有料のイベントあり）②無料e①一部イベントはホームページで事前申し
込み②ホームページで８月５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

福岡市政だより
令和２（2020）年８月１日 情報BOX11 講座

教室
お知
らせ



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。d8月16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 ）a891-1231f 

891-1259y無料 e

ペット信託相談、犬の
しつけ相 談は要 予
約。電話かファクス
で、８月３日以降に同
相談室へ。

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者（今回は聴覚障が
い者）が相談に応じます。 ※変更の可
能性あり。当日問い合わせを。d８月
19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

医師による不妊専門相談
　不妊治療専門医の結城裕之医師が
相談に応じます。d８月20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）a080-3986-8872 
m 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、８月１日以降に同セン
ターへ。

チケット法律相談
　天神弁護士センター（中央区渡辺
通五丁目）または六本松法律相談セ
ンター（中央区六本松四丁目）で弁護
士に無料で相談できます。d午前10
時〜午後７時（土日祝日は午後１時ま
で。１人30分）i市役所市民相談室
a711-4019f733-5580t市内に住む
か通勤・通学する人（市民相談室法律
相談、チケット法律相談のいずれかで
１人年１回）c毎月40人（先着）e毎月
第１金曜日（閉庁日の場合は直前の開
庁日）の午前９時から市役所２階市民
相談室で電話か来所で受け付け、チ
ケットを受け取り後、同センターへ予
約を。

ゲーム依存等に対応したひきこも
り相談

　ゲーム依存やネット依存で悩む引
きこもりの人の相談に応じます。d水
曜日〜土曜日午前９時〜午後１時iカ
ウンセリングスペース やどりぎ（博多
区吉塚一丁目）a409-5178m yadori
gi@japanmac.or.jpt市内に住むおお
むね15歳以上の引きこもり本人とそ
の家族y電話相談は無料。面接相談
は２回目以降有料。

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。d８月５日㈬、９月２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

相 談
児童扶養手当の現況届・特別児童
扶養手当の所得状況届を提出し
てください

　児童扶養手当を受給している人は
８月３日〜31日に、特別児童扶養手当
を受給している人は８月12日〜９月11
日に提出してください。提出がない場
合は、８月分以降の手当の支給ができ
ません。なお、来年６月までに児童扶
養手当の支給要件該当から７年経過
または手当を受給し始めて５年経過
する人と、一部支給停止適用除外届
出書を提出したことがある人は、現況
届と併せて一部支給停止適用除外届
の手続きも必要です。i各区子育て
支援課
西部３Rステーションで未使用の
食品の寄付を受け付けています

　家庭で余っている未使用の食品を、
「フードバンク福岡」を通して子ども食
堂など必要としている人に無償で提
供する、フードドライブ活動を同ス
テーション（西区今宿青木）で行って
います。引き取りができる食品など詳
細は市ホームページで確認するか問
い合わせを。i同ステーションa882-
3190f882-4580
博多座「市民檜（ひのき）舞台の
月」利用者を募集

　申込期間など詳細はホームページ
で確認を。来年12月に演劇、日本舞
踊、バレエ、ミュージカルなどの発表
の場として利用できます（選考会あ
り）。【場所】博多座（博多区下川端町）

【対象】舞台芸術活動をしている団体、
個人など【費用】１日当たり、平日30万
円、土日祝日35万円（付属設備使用料
など別）【募集案内・申込書の配布】７
月31日から博多座または文化施設課

（市役所14階）で。市ホームページにも
掲載。i「市民檜舞台の月」公演事務
局a263-5861f263-3632
犬猫のマイクロチップ装着にかか
る費用の一部を助成

　飼い主特定に有効な犬猫のマイク
ロチップ装着費用の一部を助成します

（上限1,500円）。助成決定前に装着し
た場合は対象になりません。【対象】次
の全ての条件を満たす犬猫（犬の場
合は今年度の狂犬病予防注射を受け
ている必要あり） ▽飼い主が市内に住
む20歳以上 ▽市内で飼育されている

▽市内の動物病院でマイクロチップ
装着が可能【募集数】50匹（抽選）【申
し込み】はがき（〒819-0005西区内浜１-
４-22）かファクス、メール（m dobutsuk
anri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）に飼い
主の応募事項と犬・猫のいずれかと名
前を書いて、８月３日〜20日（消印有
効）にふくおかどうぶ
つ相談室へ。当選者
に手続き方法に関す
る資料と申請書類を
送付（別途書類審査
あり）。i同相談室a 

891-1231f891-1259
東市民センター等の指定管理者
を募集

　令和３年度から ▽東市民センター

▽千早音楽・演劇練習場 ▽千早駅前
駐車場—の運営管理業務を行う指定
管理者を募集。【募集要項】７月27日か
ら市ホームページに掲載【申込期間】
９月１日〜14日i東区生涯学習推進
課a645-1144f645-1042

ル２階）af738-0073t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c各３人（先着）y無料e

電話かファクス、来所で同センターへ。

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。電話（a737-8829 火・木曜日午前
10時〜午後1時）かファクスで事前に
予約してください。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

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。
働く人の介護サポートセンターを
ご利用ください

　働く人が介護に直面しても仕事と
介護を両立できるよう、ケアマネ
ジャーの資格を持つ相談員が情報提
供やアドバイスを行います。li同セ
ンター（市役所地下１階）a982-5407 
f982-5409o月・水・金曜日（祝休日を
除く）正午〜午後８時、日曜日午前10
時〜午後６時

境界問題無料相談会
　近隣との境界に関する問題、土地・
建物に関する測量や登記などについ
て、土地家屋調査士が相談に応じま
す。d８月19日㈬午後１時〜４時（１人
30分）li県土地家屋調査士会（中
央区舞鶴三丁目）a741-5780f731-
5202c５人（先着）y無料e電話か
ファクスで、８月４日以降に同会へ。

しごと

非常勤調理業務員を追加募集
　市立小学校で給食調理業務などに
従事。随時受け付け。【募集案内・申込
書の配布】教育委員会職員課（市役所
11階）、情報プラザ（同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。郵送での請求は、封
筒の表に「非常勤調理業務員申込書
請求」と朱書きし、120円切手を貼った
返信用封筒（Ａ４が入るもの）を同封し
て同課（〒810-8621住所不要）へ。i同
課a711-4609f711-4936

市消防音楽隊の隊員を募集
　【資格】平成14年４月１日までに生ま
れた人で、クラリネットの演奏（吹奏
楽）ができる人【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】７月27日から消防
局総務課（中央区舞鶴三丁目）で。
ホームページにも掲載【申込期間】８
月20日（必着）までi同課a725-6519 
f791-2535

　※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。

自転車駐車場の指定管理者を募集

　令和３年度から ▽東区 ▽博多区 ▽

博多駅地区 ▽中洲川端地区 ▽中央区

▽天神地区 ▽西区—自転車駐車場の
管理業務等を行う指定管理者を募
集。【募集要項】８月３日から市ホーム
ページに掲載【申込期間】８月24日〜
９月３日（ 必 着 ）i自転 車 課a711-
4468f733-5591
ふくおかエコリサーチ 「カナブ
ン？コガネムシ？どっち調査」

　SNS（会員制交流サイト）やメールを
使って参加型調査を行います。見つ
けたカナブンやコガネムシの写真を
投稿してください。詳細は問い合わせ
を。iグリーンシティ福岡a215-3913 
m fuku.kogane@gmail.comeメールで
８月31日までに問い合わせ先へ。フェ
イスブック、ツイッターに「＃カナブン
コガネムシ」を付けた投稿でも可。

東光院の庭園を閉鎖しています
　同院（博多区吉塚三丁目）はブロッ
ク塀改良工事中のため10月下旬ごろ
まで庭園への立ち入りはできませ
ん。建物のみ見学可。i文化財活用
課a711-4666f733-5537

中学校卒業程度認定試験
　【願書の受付期間】９月４日まで【試
験日】10月22日㈭。申し込み方法など
詳細は問い合わせを。i県義務教育
課a643-3908f643-3912
戦没者を慰霊する巡拝に参加す
る遺児を募集

　巡礼地域はトラック諸島、パラオ諸
島、ソロモン諸島、フィリピン、マリア
ナ諸島、ミャンマー・タイ、東部ニュー
ギニア、西部ニューギニア、ビスマー
ク諸島、台湾・バシー海峡、マーシャル
諸島、中国。費用や申し込み方法など
詳細は問い合わせを。i県遺族連合
会a761-0012f781-2056t上記地域
での戦没者の遺児

人権擁護委員が委嘱されました
　同委員は、地域住民からの人権相
談の対応や、人権についての啓発活
動を行います。７月1日付で久保井摂
氏、岡多恵子氏、上野佳津子氏、山岡
寿氏、田中純氏、横手菜穂子氏、内田
博文氏、中村佐和子氏、松尾重信氏、
原田博治氏、笠原嘉治氏、中山篤志氏
が委嘱されました。相談方法など詳
細は問い合わせを。i福岡法務局人
権擁護部a739-4151f722-6183
SmartNews（スマートニュース）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、市の最新情報や
イベント情報などを配信。アプリは下
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
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※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

お知
らせ 相談 しごと

スマホは
こちらから

カナブン（左）とコガネムシ（右）

スマホは
こちらから



①労働経営セミナー②労働教育
講座

　テーマは①「企業におけるハラスメ
ント防止対策〜これからの環境に円
滑に対応していくために〜」。講師は
弁護士の恩穂井達也氏。②「うちの会
社、実はブラック？〜休日、残業代、解
雇、退職勧奨について考える〜」。講
師は弁護士の西野祐貴氏。d８月31
日㈪①午後２時半〜４時半②７時〜８
時半（開場は各30分前）l福岡商工会
議所２階（博多区博多駅前二丁目）i

県労働政策課a643-3585f643-3588 
c各25人（先着）y無料e電話かファ
クス、メール（m koyou-kikaku@pref.
fukuoka.lg.jp）で同課へ。定員を超え
た場合のみ通知。

職業訓練10月生を募集
　①ものづくりＣＡＤ科ＮＣコース②
建設機械科③ビジネスワーク科④ビ
ル管理技術科⑤住宅リフォームＣＡＤ
技術科⑥ＣＡＤ／ＣＡＭ科⑦ビル設備
サービス科―で募集。託児あり。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。d10月２日㈮
〜来年３月①〜⑤29日㈪⑥⑦30日㈫
li①〜⑤福岡職業能力開発促進セ
ンター飯塚訓練センター（飯塚市柏
の森）a0948-22-4988f0948-22-4912 
⑥⑦福岡職業能力開発促進センター

（北九州市八幡西区穴生三丁目）a 

093-641-6909f093-631-6516t ハ
ローワーク（公共職業安定所）に求職
申請をしている人c①12人②〜⑥15
人⑦20人（いずれも選考）y無料（教
科書代など別）e来所で８月３日以降
に住所地のハローワークへ。申込期
限は９月①〜⑤10日⑥⑦７日。
難病患者等ホームヘルパー養成
研修

d基礎課程①８月28日㈮午前10時〜
午後３時、基礎課程②９月４日㈮午前９
時50分〜正午、10日㈭午前９時10分
〜午後２時（連続講座）lあいあいセ
ンター（中央区長浜一丁目）i市障が
い者基幹相談支援センターa406-
2580f738-3382t市 内に住 む か 通
勤・通学する人で、①介護職員初任者
研修の修了者または履修中の人、２級
課程研修の修了者、介護福祉士②介
護福祉士養成のための実務者研修の
修了者または履修中の人、介護職員
基礎研修または１級課程研修の修了
者、介護福祉士c各50人（先着）y無
料e市ホームページに掲載する申込
書を８月１日以降に同問い合わせ先
へ。定員を超えた場合のみ通知。

市保育士就職支援研修会
　保育実践講座や求人紹介、就職相
談会などを実施。d８月26日㈬午後６
時半〜８時l市役所５階i指導監査
課a711-4262f733-5718t保育所に
就職を希望する人（来年３月に卒業見
込みの学生も可）c10人（先着）y無
料e電話か郵送（〒810-8620住所不
要）、ファクス、メール（m hoiku-kyujin- 
kyushoku@city.fukuoka.lg.jp）に応募
事項と生年月日を書いて、８月１日以
降に同課へ。来所（市役所13階）でも
受け付けます。

県警察官を募集
　警察官Ａ（男性、女性、武道指導）、
警察官Ｂ（男性、女性）を募集。【募集
案内の配布】県警察本部（博多区東公
園）、各警察署・交番で。ホームページ
にも掲載【申込期間】８月13日〜９月２
日 ※インターネットで申し込む場合
は８月31日までi県警採用センター
af622-0700

学校運営補助員を募集
　施設の手すりなどの簡単な拭き上
げ作業、教職員のサポート等に従事。
随時受け付け（定員になり次第終了）。

【任用期間】来年３月31日までのうち
必要な期間【募集案内・申込書の配
布】教育委員会職員課（市役所11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a711-4609f711-4936

市社会福祉事業団の職員を募集
　【募集職種】社会福祉職、保育士、
言語聴覚士、理学療法士、作業療法士

【採用予定日】来年4月1日以降【募集
案内・申込書の配布】市社会福祉事業
団事務局（中央区荒戸三丁目）、情報
プラザ（市役所1階）で。ホームページ
にも掲載。郵送での請求は、封筒の表
に「受験申込書請求」と朱書きし、140
円切手を貼った返信用封筒（Ａ４が入
るもの）を同封して同事務局（〒810-
0062中央区荒戸３-３-39）へ【申込期
間】８月11日〜24日（消印有効）i同
事務局総務課a731-3711f731-3722
市立こども病院・市民病院（医療
技術職）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）【募集職種】診療放射線技
師、臨床検査技師、理学療法士、言語
聴覚士、管理栄養士、医療ソーシャル
ワーカー【募集案内の配布】７月29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】８月15日（消印有効）までi同課
a692-3422f682-7300
東区地域保健福祉課 非常勤保健
師を募集

　【資格】保健師の有資格者。他要件
あり【任用期間】９月28日〜来年１月16
日（再任用あり）【募集案内・申込書の
配布】７月27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】８
月３日〜14日（必着）i東区地域保健
福祉課a645-1088f631-2295
市立急患診療センター看護師を
募集

　詳細はホームページに掲載。【資 
格】土・日曜・祝休日に月３〜５回出勤
できる看護師または准看護師。ゴー
ルデンウイーク、年末年始は出勤が
必須。 他要件あり【勤務場所】同セン
ター（早良区百道浜一丁目）、東・博
多・南・城南・西区の急患診療所（各区
保健福祉センター内）【申込期間】９月
12日までi同センターa847-1099f 

852-1510

市職員（中級・初級・消防吏員Ｂ・保育士・運輸業務従事者・海技・就職氷河期
世代）を募集

　【募集案内・申込書の配布】７月30日から人事委員会事務局任用課（市役所５
階）、情報プラザ（同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【申込期間】 ▽電子申請＝７月30日午前９時〜８月12日午後５時（受信有
効） ▽郵送＝７月30日〜８月14日（消印有効）※重複申し込みは不可。詳細は募集
案内か市ホームページで確認を。i同課a711-4687f733-5866

シニア活躍応援セミナー 初心者
のための①コールセンターのお
仕事②販売のお仕事

　仕事内容や求められる技能につい
て説明します。参加者には粗品を進
呈。d８月①25日㈫②26日㈬いずれも
午後２時〜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60歳以上c各18人（先着）y

無料e電話かファクスで、８月３日以
降に問い合わせ先へ。定員を超えた
場合のみ通知。
高齢者活躍人材確保育成事業「ハ
ウスクリーニング」技能講習会

　清掃における洗剤の知識と効率的
な作業方法について学びます。d８月
19日㈬、20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８月７日（必着）までに同
連合会へ。受講決定者のみ通知。

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「パワーポイント２日でマ
スター」講習②ガス溶接技能講習③
パソコン「HP作成（HTML/CSS編）」講習

④パソコン「Excel2016」講習⑤第二種
電気工事士（学科）直前講習⑥パソコン

「Excel VBAマクロ（応用）」講習⑦パソ
コン「Auto CADによる建築・機械設計」
講習⑧パソコン「経理で役立つ会計ソ
フト実務」講習⑨福祉住環境コーディ
ネーター２級直前講習―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

県南広域水道企業団職員を募集
　【募集職種】土木職（大学・短大・高
専卒程度）【資格】平成４年４月２日か
ら平成13年４月１日までに生まれた人

【採用予定日】来年４月１日【募集案内
の配布】同企業団（久留米市荒木町白
口）などで。郵送希望の場合は、封筒
の表に「職員採用試験案内請求」と朱
書きし、140円切手を貼った返信用封筒

（Ａ４サイズが入るもの）を同封して同
企業団総務課（〒830-0062久留米市
荒木町白口55）へ【申し込み】８月３日
〜８月21日（消印有効）に同課へ。i同
課a0942-27-1561f0942-27-1795

福岡県警マスコット
ふっけい君

早期採用（採用予定日：原則今年12月１日、運輸業務従事者は来年２月１日）
募集区分 受験資格

中
級 行政事務 平成７年４月２日〜平成12年４月１日に生まれた人

初
級 行政事務 平成９年４月２日〜平成14年４月１日に生まれた人（４年制大学在

学者と卒業者は受験できません）
運輸業務従事者

（地下鉄職員） 平成２年４月２日〜平成14年４月１日に生まれた人

定期採用（採用予定日：原則来年４月１日）
募集区分 受験資格

中
級

行政事務
平成８年４月２日〜平成13年４月１日に生まれた人

学校事務

初
級

行政事務 平成10年４月２日〜平成15年４月１日に生まれた人（４年制大学
在学者と卒業者は受験できません）学校事務

行政
技術

土木

平成７年４月２日〜平成15年４月１日に生まれた人（４年制大学
在学者と卒業者は受験できません）

建築

電気

機械

消防吏員Ｂ 平成８年４月２日〜平成15年４月１日に生まれた人で、日本国籍
を有する人（４年制大学在学者と卒業者は受験できません）

保育士 平成７年４月２日以降に生まれた人で、保育士として登録され
ている人または来年３月31日までに登録される見込みの人

運輸業務従事者
（地下鉄職員） 平成３年４月２日〜平成15年４月１日に生まれた人

海技（航海） 昭和60年４月２日〜平成15年４月１日に生まれた人で、６級以上
の海技士（航海）の免許を有する人（取得見込みは不可）

就職氷河期世代
（行政事務） 昭和45年４月２日から昭和61年４月１日までに生まれた人

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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９月の講座
y①③〜⑤無料②250円e電話かファク
ス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、
来所で、８月１日以降に同センターへ。

内容・日時 定員（先着）
①お互いの負担を軽くするリフ
ト移乗
９／５㈯、16㈬10:00〜12:00

９／５＝15人
９／16＝20人

②自助具製作教室（握り箸で使
える「ピンセット型箸」を作りま
す）
９／12㈯14:00〜16:00

10人

③介助が必要になってもお出
かけ 旅行を楽しむ
９／14㈪14:00〜16:00

40人

④生活を助ける自助具
９／19㈯、30㈬10:00〜12:00

９／19＝15人
９／30＝20人

⑤人生の最終段階をともに生
きる
９／23㈬14:00〜16:00

45人

８月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①は上履きを持参、会場は ▽４日＝城南体育館（城南区
別府六丁目） ▽５日＝東体育館（東区香住ケ丘一丁目） ▽６日＝西体育館（西区拾六
町一丁目） ▽７日＝博多体育館（博多区山王一丁目）c①②なし③10組（先着。1人1
個）y①②無料③１個200円e①②不要③電話かファクス、来所で、８月４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） ８／４㈫〜７㈮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） ８／９㈰13:30〜14:30 小中高生

③木育おもちゃのひろば ８／26㈬10:00〜12:00 乳幼児

夏休みわくわく教室の参加者を募集
　「夏のペーパークラフトをつくろう」「風鈴をつくろう」「おもしろ科学あそび」な
ど。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。

　※いずれも申し込みはホームページ
でも受け付けます。空きがあれば当日
も受け付け可。
ナイフワーク講座
　ナイフを使って箸やスプーンを作り
ます。d９月５日㈯、19日㈯いずれも午前
10時半〜午後０時半、午後２時〜４時t

小学３年生以上（中学生以下は保護者
同伴）c各回５人（抽選）y500円e往復
はがきに応募事項と参加者全員の氏
名・年齢、希望日時を書いて、８月１日以
降に同施設へ。締め切りは ▽５日分＝８
月14日 ▽19日分＝８月28日（いずれも必
着）。
朝の森ヨガ
d９月12日㈯午前７時〜９時t18歳以上
c20人（抽選）y1,500円（ヨガマットレン

タル代別途500円）e往復はがきに応募
事項と参加者全員の氏名・年齢を書い
て、８月１日〜21日（必着）に同施設へ。
はじめよう地図とコンパス（初心者向け）
d９月12日㈯午前10時〜正午t18歳以
上c10人（抽選）y500円（コンパスレン
タル代別途150円）e往復はがきに応募
事項と参加者全員の氏名・年齢を書い
て、８月１日〜21日（必着）に同施設へ。

せふりこども天文教室
　季節ごとの天文現象をテーマに、星
空の不思議を学び、実験やクラフト作り
を体験します。d８月８日㈯午後７時〜９
時l市教育センター（早良区百道三丁
目）t小学４年〜中学生c10人（抽選）
y1,000円eファクスに代表者の応募事
項と参加人数、保護者同伴の有無を書
いて、８月１日〜５日に背振少年自然の
家へ。ホームページでも受け付けます。
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。
中学生以下は保護者同伴。d８月８日㈯
午後８時〜９時半t自家用車等で直接
来所できる人c60人（抽選）y無料e電
話で８月1日〜５日に背振少年自然の家
へ。ホームページでも受け付けます。野外を歩きながら学びます

②の「ピンセット型箸」

大型天体望遠鏡
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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

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

l①③④⑤同センター②大濠公園（中央区）e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。

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）

８／29㈯、９／12㈯10:00〜
15:00 各８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）

９／19㈯14:00〜16:00
（毎月第３土曜日開催） 20人（先着）

年会費2,000円
（ 参 加 体 験は
無料）

③気軽に糖尿病教室 ９／24㈭13:30〜15:30 ８人（先着） 500円
④禁煙教室 ９／26㈯10:00〜11:30 ９人（先着） 1,000円

⑤やせナイト塾（生活習慣改
善教室）

10／１〜22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、8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。

　※いずれも入園料別。申し込みは①
当日午後１時から受け付け②③④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、８月②
23日③25日④26日（いずれも必着）まで
に同園へ。ホームページでも受け付け
ます。
①園芸講座〜夏のバラの手入れと管理〜
　秋にバラを咲かせるためのせん定や
施肥等の管理について、実習を交えて
学びます。d８月20日㈭午後１時半〜３
時半c50人（先着）y無料
②植物ってこんなに面白い
　園内の植物や生き物を観察し、新聞
を作ります。d９月６日㈰、10月４日㈰、11
月７日㈯、12月５日㈯午後１時半〜４時

（連続講座）t小学生以上c20人（抽選）

　※以下の託児は６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）。
夫・パートナーとの関係を考える〜こ
れってDV？〜
　講義やグループワークを通して学び
ます=写真。d９月12日㈯午後１時半〜３
時半t女性c20人（先着）y無料e電話

（a526-3788）かファクス、メール（m ami
kas.soudan@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、
８月１日以降に同施設へ。ホームページ
でも受け付けます
女性の人生サポート講座「老後とお金
〜税務編〜」
　相続税や贈与税など税金の仕組みを
税理士が解説します。d９月26日㈯午後

y2,000円
③園芸講座〜レモングラスの壁飾り〜
　レモングラスとカボチャの種で壁飾り
=写真=を作ります。d９月８日㈫午後１
時半〜３時半c20人（抽選）y500円

④園芸講座〜写真基礎講座（花とみど
りのまちかど写真）〜
　撮影した作品は12月に園内で展示し
ます。d９月９日㈬、10月７日㈬、11月４日
㈬または18日㈬午後１時半〜３時半（連
続講座）c30人（抽選）y1,000円

１時半〜３時半t女性c20人（先着）y

無料e電話かファクス、メール（m amik
as@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、８月1日
以降に同施設へ。ホームページでも受
け付けます。

花畑園芸公園
〒811-1353 南区柏原七丁目571-１
a５６５-５１１４ f５６５-３７５４
o午前９時〜午後５時 ※園芸相談

（a566-3987）は午前10時〜正午、午
後１時〜４時x月曜（祝休日のときは
翌平日） ※園芸相談は木曜も休み。

今宿野外活動センター
〒819-0163 西区今宿上ノ原217-２
a806-3114 f806-3115
o午前９時〜午後６時半（４月〜９月）
x月曜（祝休日のときは翌平日）

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）

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

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）

油山市民の森
〒811-1355 南区桧原855-４　a871-6969 f801-1463
o午前９時〜午後６時

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

ブドウフェア
　同公園で採れた巨峰やネオマスカッ
トなどを販売します。d８月10日（月・祝）、
23日㈰午前10時〜午後４時y入場無料
e不要
園芸講座 秋冬野菜・花の種まきと植え
付け
　ダイコンや白菜などの育て方につい
て学びます。d８月18日㈫午後１時半〜
３時半c50人（先着）y無料e電話か
ファクスで、８月11日以降に同公園へ。
定員を超えた場合のみ通知。

　※いずれも18歳未満は保護者同伴。
申し込みは①往復はがきで８月11日（必
着）までに同センターへ。②電話で８月８
日以降に同センターへ。いずれもホーム
ページでも受け付けます。 ※①のホー
ムページ申し込みは当選者のみ通知。
①みんなでズブぬれ 夏あそび
d８月23日㈰午前10時〜午後０時半t 

家族c25人（抽選）y３歳以上600円、２
歳以下無料
②そば打ち教室
d８月26日㈬、９月24日㈭、10月21日㈬、
11月25日㈬午前10時半〜午後１時半

（連続講座）c20人（先着）y6,000円

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、８月13日〜15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。


