
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29日時点のものです。

〒 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。
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27
●木
他

2はかた伝統工芸館　博多人形与一賞展

　若手博多人形師の登竜門である同賞の受賞作品などを展示しま
す。d８月27日㈭〜９月８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水曜日li同館（博多区上川端町）
a409-5450f409-5460y無料

8/

29
●土
他

3楽水園　①寄せ植え教室②落語（内浜落語会）

　①初心者向け②粗忽家とまと（そこつ
やとまと）・粗忽家勘春（そこつやかん
しゅん）=写真=が出演。抹茶サービス付
き。d①８月29日㈯午前10時〜11時②９
月５日㈯午後１時〜２時li同園（博多
区住吉二丁目）af262-6665c①10人
②12人（いずれも先着）y①2,000円②
1,000円e電話かファクスで、８月15日以
降に同園へ。

9/

2
●水
他

3うつ病予防講座

　正しい知識とストレスへの対処方法を学びます。d９月２日㈬、９日
㈬午前10時〜正午 ※１日のみの受講も可l城南区保健福祉センター

（城南区鳥飼五丁目）i城南区健康課a831-4209f822-5844c各30人
（先着）y無料e電話かファクス、メール（m kenko.JWO@city.fukuoka.
lg.jp）、来所で同課（同センター内）へ。

生ごみ堆肥を使った菜園講座 

　①②は段ボール・木枠・設置型（ぼかし肥）コンポストの作り方、雑草の処理の
仕方も学びます。l①②クリーンパーク・東部敷地内（東区蒲田一丁目）③立花寺
１丁目種苗育成施設内（博多区立花寺一丁目）i循環生活研究所a405-
5217f405-5951t①②市内に住む人③市内に住む小学生以下と保護者c①②
15人③20人（いずれも抽選）y①②無料③１人300円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、①８月
22日②９月３日③９月14日（いずれも必着）までに同研究所へ。

内容 日時
①バレイショ、白菜の植え付け、ニンジンの種まき ９／５㈯13:30〜15:00
②キャベツの植え付け、下仁田ネギの土寄せ ９／17㈭10:00〜11:40
③段ボール・木枠コンポストの使い方、芋づるの堆肥
化、サツマイモの収穫・調理など ９／27㈰10:00〜13:00

講座・教室

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月後半の日・祝日）
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

８月16日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
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
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
８月23日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	a721-5252
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
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
８月30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

　※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。

アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん

　小学３年生以下は保護者同伴。①は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。li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020t①
③不問②小学生以上c①③30人②20人（いずれも先着）y①500円（２投）②
1,000円③300円（入館料別）e①不要②③電話かファクス、来所で、②８月27日③９
月３日以降に同公園へ。

内容 日時

①輪投げＴＲＥＥ（ツリー） ８／23㈰13:30〜15:30
（受け付けは13:25から）

②ツリーワーカー（木登りのプロ）が教える木登
り体験 ９／27㈰10:00〜12:30

③白玉団子作りとお月見会 10／３㈯18:30〜20:30

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

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

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年８月15日 14催し 講座

教室
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●土

3不登校セミナー 
「15歳からの選択肢〜学ぶ・働く・休む〜」

d午前10時〜正午l早良市民センター（早良区百道二丁目）i不登
校よりそいネット事務局a283-8815f292-3217t子どもの不登校・行
き渋りに悩む保護者や、不登校支援の関係者などc30人（先着）y500
円e電話かファクス、メール（m info@futokosien-net.main.jp）で、８月
15日以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。
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16
●水

4東図書館　「がんについての情報講座 知ることから始
めよう 乳がんのこと」

　済生会福岡総合病院の医師が話します。d午後２時〜３時半lなみ
きスクエア（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973c30
人（先着）y無料e電話か来所で、８月15日以降に東図書館（なみきス
クエア内）へ。

9/

17
●木

3舞鶴公園　ドライアジサイのリースづくり

　アジサイのドライフラワーを使って作りま
す＝写真。d午前10時半〜午後０時半、２時〜
４時li同公園（中央区城内）a781-2153f 

715-7590c各６人（抽選）y1,500円eはがき
（〒810-0043中央区城内１-４）かファクス、メー
ル（m ｍaiduru@midorimachi.jp）に応募事項
と希望時間を書いて、８月15日〜25日（必着）
に同公園へ。当選者のみ通知。
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17
●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。d９月17日㈭〜19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、８月29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。
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18
●金

4市民福祉講演会 1人の100歩より、100人の１歩 
〜認知症になってもこの家、この地域で暮らしたい〜

d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市社
会福祉協議会総務課a731-2946f731-2947c100人（抽選）y無料n

６カ月〜就学前（無料。要申し込み。先着順）e電話かファクス、来所で、
８月15日〜28日に同課（ふくふくプラザ内）へ。空きがあれば当日も受
け付けます。

応募等のはがきの料金は 63 円です。
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6
●日
他

3高齢者外出支援ボランティア入門講座

　認知症の人への接し方や車いすの操作方法など、知識や技術を学
びます。d９月６日㈰、13日㈰午前10時〜正午（連続講座）lふくふく
プラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会ボランティアセン
ターa713-0777f713-0778t市内に住み、講座修了後にボランティア
として活動できる人c20人（先着）y500円e電話かファクスで、８月15
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。

9/

6
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園
市民向け 秋冬野菜栽培講習

　家庭菜園の初心者向けに講習や相談会を行います。d午前10時〜
正午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883c20人

（先着）y300円e電話かファクスで、８月15日午前10時以降に同農園
へ。定員を超えた場合のみ通知。
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6
●日
他

3早良障がい者フレンドホーム
アスリートボッチャ教室

　初心者向け。d９月６日〜来年３月７日の第１日曜日午後１時半〜３
時半（１月を除く連続講座）li同ホーム（早良区百道浜一丁目）
a847-2761f847-2763t市内に住む小学生以上の重度脳性まひ者か
四肢重度機能障がい者c10人（抽選）y無料e電話かファクス、メール

（m sawara-friend@nonohana.or.jp）で、8月15日〜29日に同ホームへ。
来所でも受け付けます。

9/

7
●月
他

3南障がい者フレンドホーム　はじめての手話教室

d９月７日〜来年３月29日の月曜日午後１時半〜３時（祝日を除く。連続
講座）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）c６人（抽選）y1,000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28日までに同ホームへ。来所
でも受け付けます。
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8
●火

4国連講演会
日本の対北朝鮮外交 その特徴と問題点

　立命館アジア太平洋大学教授 綛田（かせだ）芳憲氏が話します。d

午後２時〜３時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i日本国際連合協
会福岡県本部a713-8115f761-6762c60人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m unaj-fukuoka@nifty.com）で、8月15日以降に同本
部へ。ホームページでも受け付けます。 

アミカス　①男性カレッジ パパと子どものフォトコミュニ
ケーション②ママのためのお仕事スタートアップ

　①スマートフォン撮影のこつを学び、子ど
もをモデルに撮影会を行います。②子育て
をしながら就職活動を始める際の不安につ
いて、ハローワークの就職支援ナビゲー
ターと一緒に考えます。d９月①19日㈯午後
２時〜４時②25日㈮午前10時〜正午liア
ミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-
3766t①３歳〜10歳と父親のペア②再就職
を希望する子育て中の女性c①10組②12人

（いずれも先着）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
開催日の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.
fukuoka.lg.jp）で、８月15日以降に同施設へ。
来所、ホームページでも受け付けます。

講座・教室

図
書
室
、
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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月曜日午前９時〜10時半（祝日を
除く）②９月13日㈰午前10時〜11時li

同センター（東区奈多）a606-3458f 

607-9057t①小学生以上（小学生以下
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、９月３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。

講座・教室

過去のノルディック・ウォーキング教室

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
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教室 講演



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。

福北連携コーナー
「北九州国際漫画大賞」の４コマ漫画作品を募集

　自作の未発表作品に限ります。プロ・アマチュアは問いません。テーマは ▽

一般部門＝自由（好きなテーマで描いてください） ▽ジュニア部門（12歳以下）＝
「走る」。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。【申込期間】９月２日 
（必着）までi北九州市漫画ミュージアムa093-512-5077f093-512-5130

9/

19
●土
他

2かなたけの里公園　クリわくわく収穫体験

　クリは持ち帰り可（１組１kg程
度。出来高により増減する場合あ
り）。d９月19日㈯〜22日（火・祝）午
前10時半〜正午li同公園（西
区 金 武 ）a811-5118f400-0147 
c各15組（抽選。１組５人まで）y

１組1,000円e往復はがき（〒819-
0035西区金武1367）に代表者の
応募事項と希望日、参加人数を
書いて８月15日〜９月１日（消印
有効）に同公園へ（１組１通）。

9/

21
●●月・祝

3中央市民センター
60歳からできる犬猫、地域への社会貢献

　高齢者が犬や猫などのペットを飼う上での問題点や解決方法、ボラ
ンティア活動の仕方を、対談や講話、質疑応答形式で学習するセミ
ナー。個別相談もあり。d午後１時〜４時li同センター（中央区赤坂
二丁目）a714-5521f714-5502c150人（先着）y無料e電話かファク
ス、来所で、８月20日以降に同センターへ。定員を超えた場合のみ通
知。

9/

26
●土
他

3市小学生ハンドボールスポーツ教室

　日程など詳細は問い合わせを。d９月26日〜12月19日の土曜日午後
５時〜７時（連続講座）l福岡大学（城南区七隈八丁目）i市ハンド
ボール協会事務局・光成a090-3418-9094f716-5036t市内に通学す
る小学生c20人（先着）y1,000円e電話かメール（m k.mitsunari621@
gmail.com）に応募事項と学校名、保護者氏名、メールアドレスを書い
て、８月15日以降に同事務局へ。

過去の同イベント

博多伝統芸能館　公演

　博多芸妓（げいぎ）による唄や舞=写真、
お座敷遊びの体験など。d９月10日㈭午後
４時〜４時50分l同館（博多区冷泉町）i

博多伝統芸能振興会a441-1118（当日は
080-2705-5462）f441-1149c10人（先着）
y3,000円e電話かファクス、メール（m fk
kdentou@fukunet.or.jp）に代表者の応募
事項とメールアドレス、参加人数（中高生
と小学生以下がいる場合はそれぞれの人
数も記入）を書いて同会へ。ホームページ
でも受け付けます。

催 し

東障がい者フレンドホーム　介護者支援講座

　li同ホーム（東区松島三丁目）a621-8840f621-8863t障がいのある人の
保護者・介護者c①②10人③15人（いずれも先着）y①②300円③500円e電話
かファクス、メール（m higashi.f02@c-fukushin.or.jp）に応募事項と参加者の人数
を書いて、８月15日以降に同ホームへ。来所でも受け付けます。

内容 日時
①リラックスヨガ ９／16㈬10:30〜12:00
②ベリーダンス 11／20㈮10:30〜12:00
③中華まん作り 来年１／20㈬10:30〜12:30

講座・教室

9/

26
●土
他

3楽
がくどうじゅく

動塾

　体を楽しく動かしながら運動神経を高めます。d９月26日㈯、10月10
日㈯、24日㈯午前10時〜11時半l西日本短期大学（中央区福浜一丁
目）i同短期大学健康スポーツコミュニケーション学科 小川研究室・
星子研究室a721-1152f721-1536t幼稚園・保育園の年長〜小学４
年生（保護者同伴）c各30人（先着）y無料e電話かファクス、メール

（m kenspo@nishitan.jp）に、応募事項と通っている幼稚園・保育園・小
学校の名前、保護者氏名、メールアドレス、希望日を書いて、９月２日以
降に同研究室へ。ホームページでも受け付けます。

9/

27
●日

2リメンバー福岡 自死遺族の集い

　家族、友人、恋人などを自死（自殺）で亡くした人たちが、寄り添い語
り合う集い。d午後１時15分〜４時（受け付けは１時から）lあいれふ８
階（中央区舞鶴二丁目）i精神保健福祉センターa737-1275f737-
8827y500円e不要

10/

17
●土

3松風園　季節の室
しつらい

礼とおもてなし 秋編〜五穀豊穣を祝
い、実りに感謝する秋〜

　室礼とは季節や人生の節目に
季節の野菜などを飾り＝写真、部
屋を整えることです。室礼の話を
聞き、簡単な実技を行います。抹
茶セット付き。d午前11時〜午後
０時半、２時〜３時半li同園（中
央区平尾三丁目）af524-8264 
c各10人（先着）y3,500円（入園
料別）e電話で８月17日午前９時
以降に同園へ。

市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、遺跡から出土した資料を
基に紹介します。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月曜日li同セン
ター（博多区井相田二丁目）a571-2921f571-2825 
y無料

催 し

高齢者活躍人材確保育成事業
「ファッションコーディネートセミナー」

　年齢にふさわしい着こなし方を学びます。d９月１４日㈪午後１時半〜３時半l

大博多ビル（博多区博多駅前二丁目）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c50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９月４日（必着）まで
に同連合会へ。受講決定者のみ通知。

講座・教室

市科学館　ふくおかSSJ（スーパーサイエンスジュニア）・ 
こども科学研究所

　プログラミングソフトを使い、ロボットを操作し
ます=写真。詳細はホームページで確認を。d９月
〜12月の土曜日午後３時半〜６時（連続講座）li

同館（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-
2530t小学４年生以上c12人（抽選）y３万円（材
料費別）eホームページで８月31日まで受け付け
ます。

講座・教室

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年８月15日 12

●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
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スマホ用無料防災アプリ「ツナガル+
プラス

」の登録を
　平常時は地域の電子掲示板として使えます。災害が起きると

「災害時モード」に切り替わり、近くの避難所や避難経路が地図
上に表示されます。また、避難所内
のコミュニティに参加すると、避難
所のスケジュールや、市からの物資
支援の状況などを確認することが
できます。車中泊など指定避難所以
外の場所で避難する場合も、位置や
被災状況を発信し、市に支援を求め
ることができます。LINEアカウン
トでもログインできます。ぜひ地域
の情報交換ツールや防災ツールと
して活用してください。i地域防災
課 a711-4156 f733-5861

避難所内での情報共有
のイメージ

iOS Android
ダウンロードはこちらから

市美術館

　コレクション展（古美術）。o午前９時半〜午後５時半（10月までの金・土曜日は
８時まで） ※入館は閉館30分前までx月曜日（祝日のときは翌平日）li市美術
館（中央区大濠公園）a714-6051f714-6071y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

内容 日時
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。 開催中〜８／30㈰

②コプト裂（ぎれ）と古代オリエント文物 エジプトの古い織
物や、インダス文明期の土器などを紹介します。 開催中〜８／30㈰

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。

開催中〜11／15㈰

つきなみ講座 コレクション展「芸術とパトロン」をもっと楽しむために
　学芸員が展覧会の魅力について語ります。d８月22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

催 し

市生活ガイドを配布しています

　日常生活に関わる手続きや相談窓口、防災・防犯に
関する情報など、暮らしの便利情報をまとめた冊子「ふ
くおか市生活ガイド」＝写真＝を、情報プラザ(市役所1
階)、各区役所、各出張所などで希望者に配布していま
す。市ホームページ(「ふくおか市生活ガイド」で検索)
でも閲覧できます。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

毎年６月に改訂

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
の最新情報やイベント情報などを配信。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

介護実習普及センター
ミニ展示 フットケアグッズ

　中敷きの凹凸が足裏を刺激し血行を良くするスリッ
パや、もみ玉が回転する足裏マッサージ器＝写真＝など
を展示。d開催中〜８月31日㈪午前10時〜午後６時　
※18日㈫は休館li同センター（中央区荒戸三丁目 ふ
くふくプラザ３階）a731-8100f731-5361y無料

催 し

KBC点字教室

　点字の読み書きを学びます。初心者向け。d10月６日〜12月22日の火曜日午
前10時〜正午（11月３日を除く。連続講座）lKBC会館（中央区長浜一丁目）iKBC
開発a751-4070f715-1148c20人（先着）y無料e電話かファクスで、９月７日以
降に問い合わせ先へ。

講座・教室

「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「催し」「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

今宿野外活動センター　
①パパとママのためのキャンプ教室②あおぞらピザ教室

　18歳未満は保護者同伴。①火おこし
など、キャンプに必要な技術を学びま
す。②石窯でピザを作ります。d９月①
13日㈰午前10時〜午後１時②22日（火・
祝）午前10時〜正午、午後１時半〜３時半
li同センター（ 西 区 今 宿 上ノ原 ）
a806-3114f806-3115c①６組（先着。１
組５人まで）②各５組（抽選。１組５人ま
で）y①１組3,000円②小学生以上1,000
円、未就学児500円n①小学生以下（無
料。申し込み時に予約を。先着順）②な
しe①電話で８月22日以降に同センターへ。②往復はがき（〒819-0163西区今宿
上ノ原217-２）に参加者全員の応募事項と希望時間、アレルギーの有無を書いて
８月15日〜９月８日（必着）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。ホームページでの申し込みは当選者のみ通知。

催 し

過去のあおぞらピザ教室

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月曜日（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

雲澤等悦（うんたくとうえつ）筆 
達磨（だるま）図

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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お知らせ
情報プラザ通信が新しくなりました

　市政情報や市内のイベント、四季
折々の旬の情報などを掲載した冊子

「情報プラザ通信」＝写真＝を発行して
います（日本語・英語を併記）。九州各
県の情報等も紹介。今年度から、持ち
運びやすいA5サイズに変更しました。

【発行】５・８・11・２月末【配布】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。i同
プラザa733-5333f733-5335

市国民健康保険運営協議会を開催
　市国民健康保険事業の運営を審議
する同協議会を傍聴できます。d８月
26日㈬午後５時〜６時半（受け付けは
４時45分〜４時55分）l天神ビル11階

（中央区天神二丁目）i保険年金課
a711-4242f733-5441c10人（抽選）y

無料e不要
アミカスの閉館時間が午後５時に
なる日があります

　通常、平日午後９時半閉館のとこ
ろ、９月７日㈪は午後５時に閉館しま
す。iアミカスa526-3755f526-3766

市営住宅などの緊急工事店を募集
　詳細はホームページで確認を。【対
象】市の競争入札参加資格登録業者
名簿（令和元〜３年度）に登録され、市
内に事業所があり、休日・夜間などで
も常時受け付けができ、修繕業務な
どに着手し完了することができる業
者【募集業種（等級）】建築（Ｂ・Ｃ・Ｄ）・
一般土木（Ｃ・Ｄ）、電気、管、消防施設、
電気通信（TV共同受信設備の修繕な
ど）、ほ装、樹木の保育管理、塗装、畳、
襖（ふすま）、防水、防蟻（ぼうぎ）、建築
物清掃、その他清掃、金属製建具、
フェンス、交通安全施設、体育遊戯施
設、ガラス、機械（ポンプの取り替え・
修理など）【指定期間】10月１日から２
年間【募集要項・申請書の配布】８月
14日から住宅供給公社（博多区店屋
町）で。ホームページにも掲載。  ※申
請書の配布は平日の午前10時〜午後
５時（正午〜午後１時を除く）。現在指
定中の工事店は申請不要【申請期間】
８月21日〜25日i同 公 社 総 務 課a 

271-2571f291-7350

市施設の緊急工事店を追加募集
　詳細はホームページで確認を。【募
集業種（等級）】一般土木・建築（Ｃ・
Ｄ）、電気・管（Ｂ・Ｃ）、機械、塗装、防水、
金属製建具、木製建具、黒板、フェン
ス、厨房用機械器具、消防施設、電気
通信、体育遊戯施設、内装インテリ
ア、畳。応募は１業種のみ（一般土木は
希望順位１位のみ）【指定期間】10月１
日から２年間【募集要項・申請書】８月
15日からホームページに掲載【申請
期間】９月14日〜15日i市施設整備
公社総務課a738-7220f738-7230

臓器移植普及啓発ポスターコンテ
スト「いのちのリレー」の作品を募集

　臓器移植をテーマに、相手を思い
やる優しさや命の大切さをイメージ
できる作品を募集。詳細は問い合わ
せを。【規定】四つ切り画用紙（縦）【対
象】県内に住むか通勤・通学する人

【申し込み】郵送（〒812-0016博多区博
多駅南２-９-30 県メディカルセンター
内）か持参で、９月25日（必着）までに
県腎臓病患者連絡協議会事務局へ。
i同事務局a713-8020f733-4200

市高齢者美術展の作品を募集
　10月13日㈫〜18日㈰に市美術館で
開催される同展の出品作品を募集

（各部門につき１人１点、自作で未発表
のもの）。詳細は問い合わせを。【部
門・サイズ】 ▽ 洋画、日本画＝10〜50
号 ▽書＝全紙（縦）以内（掛け軸の長
さは不問） ▽写真＝四つ切り〜全紙 ▽
工芸＝展示区画は１平方㍍以内【対
象】市内に住む60歳以上のアマチュ
ア【申し込み】往復はがき（〒810-0062
中央区荒戸３-３-39）に応募事項と生
年月日、出品部門名、作品の題名（ふ
りがな）、作品サイズ、老人クラブに所
属する人は所属クラブ名、昨年度特
別賞を受賞した人は「特別出品」と朱
書きして、８月15日〜９月14日（必着）
に市老人クラブ連合会事務局へ。作
品は後日、自身で搬入。i同事務局a 

713-1340f713-0157
市障がい者等地域生活支援協議
会が傍聴できます

　市の障がい者生活支援に関する課
題について検討する協議会を公開し
ます。傍聴を希望する人は当日開始
10分前までに会場へ。手話通訳者、要
約筆記者の派遣を希望する人は８月
20日までに障がい者支援課へ。d８月
27日㈭午後３時〜５時（受け付けは２
時半から）lTKPガーデンシティPREMI
UM天神スカイホール（中央区天神一
丁目 西日本新聞会館16階）i同課a 

711-4985f711-4818c10人（抽選）e

不要
お住まいの地域で利用可能な高
齢者向けサービスの情報を紹介
しています

　配食や家事等の生活援助、訪問理
美容などさまざまな介護保険外（自
費）サービスをホームページ（「福岡
市ケアインフォ」で検索）で紹介して
います。i保健福祉局政策推進課
a733-5343f733-5587
はかた伝統工芸館の指定管理者
を募集

　令和３年度から同館（早良区百道浜
三丁目 市博物館内 ※来年４月に移
転）の管理・運営、伝統産業の振興に
関する業務を行う指定管理者を募
集。【募集要項の配布】８月17日から地
域産業支援課（博多区博多駅前二丁
目 福岡商工会議所ビル２階）で。市
ホームページにも掲載【申込期間】９
月23日〜30日（必着）i同課a441-
3303f441-3211
福岡空港周辺ではドローンなど
の飛行は禁止されています

　「重要施設の周辺地域の上空にお
ける小型無人機等の飛行の禁止に関
する法律」が改正され、福岡空港が飛
行禁止対象施設に追加されました。
飛行禁止場所は空港の敷地および周
辺約300ｍの範囲で、博多区の一部

（主に県道112号福岡日田線の東側と
ユニバ通りの西側）と東区の一部（社
領三丁目と二又瀬の一部）が含まれ

ます。飛行禁止の対象はドローン、無
線操縦（ラジコン）機などで、違反する
と罰金などが課せられる場合があり
ます。注意してください。詳細は国土
交通省か福岡国際空港のホームペー
ジで確認を。i同空港a623-0501f 

623-0539
不用品の処分に無許可の業者を
利用しないでください

　「不用品を安く回収します」と市内
を巡回したり、チラシやインターネッ
トなどで宣伝したりしている業者は、
市の許可なく違法に回収している業
者です。無許可の業者に依頼すると、
不法投棄など不適正な処理をされた
り、高額な料金を請求されたりするな
どのトラブルにつながりますので利
用しないでください。市が許可した業
者や、家庭から出る不用品などのご
みの出し方については市ホームペー
ジで確認を。許可した業者は市事業
用環境協会（a432-0123）でも確認で
きます。i収集管理課a711-4346f 

733-5907
介護保険料の口座振替がイン
ターネットで申し込めるようにな
ります

　８月17日からパソコンやスマート
フォンで介護保険料の口座振替の申
し込みができるようになります。詳細
は問い合わせを。i各区福祉・介護保
険課

スマホは
こちらから

後期高齢者医療保険料の口座振
替がインターネットで申し込める
ようになります

　８月17日からパソコンやスマート
フォンで後期高齢者医療保険料の口
座振替の申し込みができるようにな
ります。詳細は問い合わせを。i保険
年金課a711-4242f733-5441

スマホは
こちらから

在宅で療養中の40歳未満のがん
患者に助成します

　訪問介護、福祉用具の貸与・購入に
係る費用の一部を助成します。詳細
は市ホームページで確認するか問い
合わせを。【対象】市内に住む０歳〜
39歳のがん患者で、在宅生活への支
援と介護が必要な人【申請書の配布】
地域医療課（市役所12階）で。市ホー
ムページにも掲載i同課a711-4892 
f733-5535
ひとり親家庭の親子を釣り体験に
無料招待します

　詳細はホームページで確認するか
問い合わせを。集合・解散は各対象の
区の区役所（中央区は市役所）。d①

８月29日㈯②９月12日㈯③９月26日㈯
④10月10日㈯⑤10月24日㈯いずれも
午前９時〜午後３時li海づり公園

（西区小田）a809-2666f809-2669t 

①南区②中央区③城南区④早良区⑤
西区―に住む一人親家庭の親子c各
５組（抽選）e電話で８月15日から各開
催日の５日前までに同公園へ。ホーム
ページでも受け付けます。
夜間ごみ収集の紹介動画を配信
しています

　夜間ごみの収集の歴史やごみ収集
の様子などを、ふくおか環境財団の
ホームページで紹介しています。 ※
例年開催している「親子ミッドナイト
ツアー」は今年は中止します。i同財
団a731-2704f731-2706
令和２年度高齢者乗車券の申請
時にＩＣカードの提出は不要です

　令和２年度分の高齢者乗車券は郵
送・オンラインで申請を受け付け、郵
送で交付します。交通用福祉ＩＣカード
を希望する人には、新しいカードに助
成金額をチャージして郵送します。現
在利用しているカードを申請時に提
出する必要はありませんので、ご注意
ください。現在利用しているカードの
取り扱いについては、改めてお知らせ
します。i高齢者乗車券郵送受付セ
ンターa0120-502-633f0120-880-219

市民相談室 法律相談
　市役所と各区役所の市民相談室
で、弁護士による法律相談を実施して
います。t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

各６人（先着）y無料e電話か来所で、
希望日の１週間前（祝休日の場合は翌
開庁日）以降の午前９時〜午後５時に
各問い合わせ先へ。

場所・問い合わせ先 実施日
市役所
a711-4019f733-5580 月〜水曜日

東区役所
a645-1011f651-5097 木曜日

博多区役所
a419-1013f452-6735 水曜日

中央区役所
a718-1014f714-2141 金曜日

南区役所
a559-5010f562-3824 火曜日

城南区役所
a833-4010f844-1204 金曜日

早良区役所
a833-4308f846-2864 月曜日

西区役所
a895-7008f885-0467 木曜日

　※時間は午後１時〜４時。１人25分。
　※８月13日㈭、14日㈮は休み。

相 談
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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

お知
らせ 相談



総合図書館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目７-１　a852-0600 f852-0609
o午前10時〜午後８時（日・祝休日は午後７時まで）x月曜日（祝休日のときは翌
平日）、月末

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月曜日（祝休日のときは翌平日）

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y①③900円②④
⑥⑦⑧無料（②⑧は部品代別）⑤⑨500
円e①③④⑤⑦⑨往復はがきかファク
ス、来所で、①８月29日③９月２日④９月５
日⑤９月10日⑦９月16日⑨９月17日（い
ずれも必着）までに同施設へ。①③④⑤
⑦はホームページでも受け付けます。
②⑥⑧電話かファクス、来所で、９月１日
以降に同施設へ。

内容・日時 定員
①やさしいパッチワーク講座
９／９〜10／７の水曜日10：00〜
13：00（９／23を除く。連続講座）

９人
（抽選）

②傘の修理
９／10㈭、20㈰10：00〜13：00

各６人
（先着）

③がまぐちペンケース作り
９／12㈯10：00〜13：00

10人
（抽選）

④ボランティアが教える包丁研ぎ
９／17㈭10：00〜12：00

４人
（抽選）

⑤エコクッキング（パキスタン風カ
レーやタルトを作ります）
９／20㈰10：00〜13：00

７人
（抽選）

⑥木製のまな板削り
９／24㈭、26㈯10：00〜16：00

各11人
（先着）

⑦オーガニック菜園講座
９／26㈯10：30〜12：00

15人
（抽選）

⑧おもちゃの病院
９／27㈰10：00〜14：00

10人
（先着）

⑨はた織り機でオリジナル布作り
９／27㈰10：00〜13：00

３人
（抽選）

８・９月の催し
　一部講座は材料を持参。③の会場は
保健環境研究所（中央区地行浜二丁
目）。t市内に住むか通勤・通学する人

（①はウェブ会議サービス「Zoom（ズー
ム）」が使用できる人。③は小学生と保
護者）y①③④⑦無料②⑤⑥500円e①
メール（m recycle@fukuoka-seibuplaza.
com）で８月15日以降に同施設へ。②〜⑥
はがきかファクス、来所で、②８月21日③
８月30日④９月３日⑤⑥８月28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。②〜⑥は当選者のみ通知。

内容・日時 定員
①オンライン講座 コンポストで始
める循環生活〜ダンボールコンポ
スト〜　８／29㈯10:00〜11:30

20人
（先着）

②着物から作務衣（さむえ）上下
（裏付き）作り　９／３〜24の木曜
日13:00〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

③海辺の宝探し 〜オリジナルフォ
トフレームを作ろう〜
９／６㈰ 10：00〜13：00

５組（抽
選。１組３
人まで）

④コンポストで楽しい循環生活
９／11㈮10:00〜12:00

８人
（抽選）

⑤直線裁ちのフード付きジャケット
作り　９／11〜25の金曜日13:00〜
16:00（連続講座）

８人
（抽選）

⑥立てて使えるペンケース作り
９／12、19の土曜日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

5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月曜日（祝休日のときは翌平日）

　※いずれも無料。①〜⑤⑦小学３年
生以下⑥小学生は保護者同伴。①②④
⑤電話か来所で、当日午前10時以降に
同施設へ。③⑥⑦電話かメール（m mam
oroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、８
月15日午前10時以降に同施設へ。
①カブトガニ観察会
d８月22日㈯、９月５日㈯、12日㈯いずれ
も午後３時〜３時半c各20人（先着）
②映像シアター おうちがなくなる？
　映像とクイズで外来生物について学
びます。d８月23日㈰午前11時半〜正午
c25人（先着）
③ちりめんじゃこワールド
　ちりめんじゃこの中に混じっている生
き物を探します。d９月５日㈯午前10時
半〜11時c25人（先着）

④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。d９
月５日㈯午前11時半〜正午c25人（先着）
⑤映像シアター 野鳥の森へピクニック
　映像とクイズで学びます。d９月12日
㈯午前11時半〜正午c25人（先着）
⑥特別講座 夜の昆虫を集める方法
　同施設周辺で野外観察をしながら夜
行性の昆虫（ガなど）の採集方法を学び
ます。d９月12日㈯午後６時〜８時t小
学生以上c25人（先着）
⑦単極モーターを作ろう
　電池と磁石で作ります。d９月19日㈯
午後２時〜３時半t小学生c20人（先
着）

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・火曜日（祝休日のときは翌平日）

高齢者・障がい者のための無料相
談会

　成年後見制度や相続・遺言などの
相談に応じます。i高齢者・障害者安
心サポートネットa737-2345f737-
0500y無料e電話かファクスで、希望
日の前日までに問い合わせ先へ。

日時 会場

８／24㈪ なみきスクエア１階
（東区千早四丁目）

８／26㈬ 早良市民センター3階
（早良区百道二丁目）

８／26㈬ 西市民センター３階
（西区内浜一丁目）

　※時間は午前10時〜午後３時。

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。d８月22日㈯午前10時
〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l中央市民センター２階（中央区赤坂
二丁目）i県行政書士会a641-2501 
f641-2503y無料e不要
労働者と使用者のトラブルの解
決をサポートします

　いずれも無料。【労働者個人と使用
者のトラブル】福岡労働者支援事務
所a735-6149【労働組合と使用者の
トラブル】県労働委員会a643-3980 
i県労働委員会事務局調整課a643-
3980f641-4455

しごと

①子育て支援員研修②居宅訪問
型保育研修

　次の事業に従事するための知識や
技術を習得する研修を実施。日程な
ど詳細は問い合わせを。①小規模保
育事業や家庭的保育事業など②居宅
訪問型保育事業。d①９月25日㈮〜
10月27日㈫②９月30日㈬〜11月４日
㈬の間でいずれも全６回、午前９時半
から６〜８時間l天神クリスタルビル

（中央区天神四丁目）他i市子育て支
援員研修事務局（ヒューマンアカデ
ミー内）a713-8631m fko20dai2@at
human.comt市内に住むか市内での
就職を希望する人。他要件ありc①
130人②50人（いずれも先着）y無料
e情報プラザ（市役所１階）、各区情報
コーナー、各出張所、各保育所（園）な
どで配布する申込書を８月15日以降
に同事務局へ。当選者のみ通知。

　※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。

情報技術支援員を募集

　市のICT（情報通信技術）全般に関
する技術的な支援に従事。【任用期
間】11月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【募集案内・申込書】市ホーム
ページに掲載【申込期間】９月11日（必
着 ）までiシステム 刷 新 課a711-
4288f733-5594
①非行防止対策推進員②こども
育成調査アドバイザーを募集

　勤務場所は①南区役所②博多・南・
早良区役所のいずれか。【任用期間】
来年４月１日〜令和４年３月31日（再任
用あり）【募集案内・申込書の配布】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。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】９月11日（必
着）までiこども未来局企画課a711-
4188f733-5534
市こども総合相談センター 児童
指導員を募集

　同センター内の一時保護所におい
て夜間・深夜の子どもの生活指導等
に従事。資格要件あり。【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】８月17日か
ら同センター（中央区地行浜二丁
目）、情報プラザ（市役所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【申込期間】８月28日

（必着）までi同センターこども支援
第２課a832-7100f832-7830

福岡地区職業訓練協会の講習
　①賃貸不動産経営管理士受験対策
講習②はじめてのTOEIC講座③ガス溶
接技能講習④パソコン「Excel中級
データベースと実務関数」講習⑤HP

作成（JavaScript編）講習―を開催（い
ずれも連続講座）。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。d①
②９月27日〜11月１日の日曜日（①は
10月18日を除く）午前10時〜午後４時
③10月８日㈭、９日㈮午前８時半〜午
後５時半④10月11日〜25日の日曜日
午前10時〜午後４時半（最終日は４時
まで）⑤10月11日〜11月１日の日曜日
午前10時〜午後４時l①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アミカス

（南区高宮三丁目）③④⑤同協会（東
区 千 早 五 丁 目 ）i同 協 会a671-
6831f672-2133t①賃貸不動産経営
管理士受験予定者②③不問④エクセ
ルの基本操作ができる人⑤HTMLおよ
びCSSのプログラミング言語を理解し
ている人、HP作成（HTML／CSS）講習受
講者c①25人②20人③40人④⑤15人

（いずれも先着）y①②２万8,000円③
8,000円④１万6,000円⑤２万円（③④
はテキスト代別）n①③④⑤なし②６
カ月〜小学３年生（無料。９月11日まで
に要申し込み。先着順）e電話か来所
で８月①②③17日④⑤18日以降に同
協会へ。

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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映像ホール・シネラ　９月上映スケジュール
インド映画特集
２日㈬ へだたり
３日㈭ マナサロワールの愛
４日㈮ へだたり
５日㈯ マナサロワールの愛
６日㈰ シャドー・キル
８日㈫ シャドー・キル
アラヴィンダン監督特集
10日㈭ 黄金のシーター／子象ちゃん
11日㈮ サーカス
12日㈯ 魔法使いのおじいさん
13日㈰ エスタッパン

16日㈬ 黄昏
17日㈭ オリダット・あるところで
18日㈮ 追われた人々
19日㈯ 黄金のシーター／子象ちゃん
20日㈰ サーカス
21日（月・祝）魔法使いのおじいさん
22日（火・祝）エスタッパン
25日㈮ 黄昏
26日㈯ オリダット・あるところで
27日㈰  追われた人々
　※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。



走り方教室
d９月12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電話か来所で、８月15日
以降に同体育館へ。
ランニング講習会
　マラソン初心者向け。姿勢、着地方法
などを学び、５㎞ほど走ります。 ※雨天時
は多目的室で筋力トレーニングなどを行
います。d９月13日㈰、10月4日㈰午前９
時半〜11時半t18歳以上c各15人（先
着）y1,000円e電話か来所で、８月15日
以降に同体育館へ。

　※いずれも自家用車等で来所してく
ださい。中学生以下は保護者同伴。
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。d８月22日
㈯午後６時〜９時c60人（抽選）y入場
無料e電話で８月15日〜19日に同施設
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。
d８月29日㈯午後７時半〜９時c60人

（抽選）y無料e電話で８月15日〜26日
に同施設へ。ホームページでも受け付
けます。

博多伝統工芸絵付け体験
　①博多人形＝月・金・土・日曜日②博多
張子（はりこ）＝火曜日③博多独楽（こま）
＝水曜日④博多曲物（まげもの）＝木曜
日。作品は当日持ち帰り可。d午前10時
〜、午後２時〜（各回１時間半）t小学生
以上（小学３年生以下は保護者同伴）c

各回５人（先着）y1,500円（展示棟入館
料別）e電話かファクス、メール（m furu
satokan@hakatamachiya.com）に、代 表
者の応募事項と参加人数、希望する絵
付け・日時を書いて同館へ。来所でも受
け付けます。

　※以下の料金は入園料別。
秋の野鳥写真展
d９月１日㈫〜27日㈰y無料
植物観察会 秋の野草
d９月12日㈯午後１時半〜３時半（受け
付けは１時から）c30人（先着）y無料e

不要
ハーブの効用
　ハーブについて学び、ハーブでせっけ
んを作ります。d９月16日㈬午後１時半
〜３時半c30人（抽選）y1,000円e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、９月２日

（必着）までに同園へ。ホームページで
も受け付けます。

折り紙ヒコーキ教室
d８月30日㈰午前10時〜正午t５歳〜
小学生（保護者同伴）c50組（先着。1組
５人まで）y１人200円e電話かファクス
で、８月23日以降に同公園へ。

８・９月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。c①各８人②④10組③20人⑤20組（いずれも先着。⑤は1
組１個）y①〜③無料④200円⑤100円e①②③当日整理券を配布（①午前９時②午
前10時③正午から）④⑤電話かファクスで、④８月27日⑤９月１日以降に同会館へ。④
⑤は来所でも受け付けます。

内容 日時 対象
①夏休みワクワク体験　〜小さな水族館を
作ろう〜 ミニアクアリウム

８／19㈬13:00〜、14:00〜
（各40分程度） 幼児〜小学生

②育ちの広場（親子遊び） ８／20㈭11:00〜12:00 １、２歳の幼児

③みんなであそぼう（ドッヂビー） ８／23㈰13:30〜14:30 小中高生

④木育おもちゃのひろば ９／16㈬10:00〜12:00 乳幼児

⑤おもちゃ病院 ９／20㈰10:00〜14:00 幼児〜高校生
　※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。

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月曜日（祝休日のときは翌日）、月末（日曜日のときは翌日）

　※いずれも詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。申し込みはは
がきかファクスで、８月15日〜31日（必
着）に同体育館へ。ホームページでも受
け付けます。当選者のみ通知。
初級者卓球
d10月１日〜12月17日の木曜日午前10
時半〜11時半（10月29日、11月19日を除
く。連続講座）t50歳以上c14人（抽選）
y7,000円

はじめてのバドミントン
d10月１日〜12月３日の木曜日午後８時
15分〜９時15分（10月29日、11月19日を
除く。連続講座）t18歳以上c14人（抽
選）y5,600円
ヨガ教室 ①リラックスヨガ②金曜日の
ヨガタイム③ボディメイクヨガ
d①10月７日〜来年３月10日の水曜日
午後６時半〜７時半（10月21日、12月30
日を除く。連続講座）②10月９日〜３月５
日の金曜日午後１時半〜２時半（１月１日
を除く。連続講座）③10月９日〜12月18
日の金曜日午後７時半〜８時半（連続講
座）t18歳以上c各15人（抽選）y①②
1万4,700円③7,700円

げんきっずスクール ①小学１・２年生の
部②小学３・４年生の部
　運動能力の向上を目指すコーディ
ネーション運動を行います。d①10月９
日〜来年１月29日の金曜日午後５時半〜
６時半（１月１日を除く。連続講座）②10月
10日〜12月５日の土曜日午後４時〜５時

（連続講座）c各12人（抽選）y①8,000
円②4,500円

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

もーもーらんど油山牧場
〒811-1353 南区柏原710-2
a865-7020 f865-7040
o午前９時〜午後５時（テイクアウト・
売店は午前10時から）x水曜日（祝日
のときは翌平日）

ジュニアヨット教室
　ディンギーヨットによるセーリング
教室。d９月６日㈰午前10時〜午後４
時t市内に住む小学３年〜中学生c 

18人（抽選）y1,500円eホームページ
で８月15日〜27日に受け付けます。
親子クルーザー体験セーリング
d９月12日㈯午前10時〜正午、午後１
時半〜３時半t市内に住む小学生以
上と保護者c各25人（先着）y１人600
円eホームページで８月15日以降に
受け付けます。
九州UMI（うみ）アカデミー
　「ふくおか・おど海の駅」として認定
された市ヨットハーバーなどで、親子
でシーカヤック&クルーザー体験と、
海洋講和（海のおはなし）を通じて海の

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪９月５日㈯、６日㈰、８日㈫、13日
㈰、22日（火・祝）、27日㈰午前８時半〜10
時半（８日は午後６時〜７時） ※③⑤は８
日は休み⑫９月６日㈰、22日（火・祝）午前８
時半〜10時半、８日㈫午後６時〜７時⑬９
月27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
　※９月５日㈯、６日㈰、８日㈫、13日㈰、27日
㈰は、⑦の検診を女性医師が行います。①
②⑥の健（検）診は全日程女性医師および女
性技師です。

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

市民体育館
〒812-0045 博多区東公園８-２　a641-9135 f641-9139
o午前９時〜午後10時（プールは午後９時まで）x毎月第３月曜日（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）

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4時半ま
で）x月曜日（祝休日のときは翌平日）

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月曜日（祝休
日のときは翌平日）

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月曜日（祝休日のとき
は翌平日。園芸相談は木曜日も休み）

　※以下の申し込みは往復はがきに参
加者全員の応募事項と当日連絡可能な
電話番号、代表者の氏名を書いて８月①
29日②31日（いずれも必着）までに同牧
場へ。ホームページでも受け付けます。
いずれも小学生以下は保護者同伴。
①ハーバリウム教室
d９月５日㈯午後２時半〜３時半c24人

（抽選）y1,000円
②牧場満喫ツアー
　家畜との触れ合いなど。レストランで
のバーベキュー付き。d９月12日㈯午前
10時〜正午t４歳以上c12組（抽選。１
組４人まで）y１人1,600円

あ
い
れ
ふ
外
観

過去の同教室

「博多町家」ふるさと館
〒812-0039 博多区冷泉町６-１0
a281-7761 f281-7762
o午前９時〜午後６時（７月・8月）
※入館は閉館30分前まで x第４月曜
日（祝休日のときは翌平日）

魅力を伝える体験型プログラム。詳細
はホームページで確認するか問い合わ
せを。d９月27日㈰、10月11日㈰、18日
㈰、25日㈰午前10時〜午後３時半t小
学生と保護者のペアc各10組（先着）
y１人2,000円eホームページで８月
15日以降に受け付けます。

過去のジュニアヨット教室

過
去
の
同
ス
ク
ー
ル

過
去
の
初
級
者
卓
球
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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

施設の情報
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●国民健康保険料・後期高齢者医療保険
料の減免等に関する相談
　【問い合わせ先】各区（出張所）保険担当
課

●国民年金保険料の免除等に関する相談
　【問い合わせ先】各区（出張所）国民年金
担当課

●水道料金・下水道使用料の支払いに関
する相談
　【問い合わせ先】水道局の各区営業所

●生活に関する相談　
　市生活自立支援センターは、仕事や生
活に困っている人が経済的に安定し自立
した生活ができるよう、本人の状況に応
じた就労支援や、住居確保給付金につい
ての相談・受け付け等を行っています。　
　i▷市生活自立支援センター（中央区
天神一丁目 エルガーラオフィス棟７階）
a0120-17-3456 f732-1190▷同
センター分室（中央区春吉三丁目 GEST 
25ビル２階）a0120-20-0607f791- 
7353

●生活資金に関する相談
　休業や失業等で生活資金に悩んでいる
人へ、生活福祉資金（緊急小口資金、総合
支援資金）の特例貸付を行っています。貸
し付けには審査があります。
　申請は原則郵送で受け付けます。事前
に電話またはホームページでご確認くだ
さい。 ※申請受付期間は令和２年９月末
までです。
　i市社会福祉協議会生活福祉資金受付
センター a791-7266
　※緊急小口資金の申し込みは、九州労
働 金 庫 取 次 セ ン タ ー（a0120-631-
125）のほか、郵便局窓口（福岡東、和白、
博多、博多南、福岡中央、福岡南、筑紫、福
岡西、城南、早良）でも受け付けます。

●市営住宅の提供
　解雇や失業等により社員寮等を退去し
たなど、住まいにお困りの人に市営住宅
を提供します。
　入居期間は原則６カ月以内（最長１年
間まで延長可能）で、家賃額は入居する住
戸の最低家賃（12,000円〜24,000円程
度。電気、ガス、水道料金等や共益費は別）
です。
  i住宅管理課（博多区店屋町 市営住宅
センター２階）a283-1313f271-2556

　※井戸水のみを使用している場合は、
下 水 道 料 金 課（a711-4507 f733-
5596）へお問い合わせを。

●出張相談会
　事業者向けの支援策について、市内の
中小企業・小規模事業者（個人事業主を含
む）からの相談に、行政書士や社会保険労
務士が無料で応じます。
　i政策調整課a711-4326（平日午前９
時〜午後６時）f733-5593e電話かファ
クス、メール（m seisakuchosei.EPB@city.
fukuoka.lg.jp）で、各開催日＝下表＝の
７日前（開催日が土曜日の場合は５日前）
までに同課へ。

●専門家を派遣
　市内の商店街組織等の団体が主催する
相談会に、行政書士や社会保険労務士を
無料で派遣します。会場は主催者で市内

　新型コロナウイルスの影響で収入が減少するなどして、一時的に保険料などの支払いが困難になった場合に、減免や支払期限などに
関する相談に応じます。各区役所（出張所）は平日午前８時45分〜午後５時15分、その他の窓口は平日午前９時〜午後５時に受け付け
ます。

●市税の支払いに関する相談
　【問い合わせ先】各区納税課

●介護保険料の支払いに関する相談
　【問い合わせ先】各区福祉・介護保険課

新型コロナウイルス関連　保険料や水道料金の支払いに関する相談等について

区（出張所） 電話 ファクス
東 645-1102 631-6463

博多 419-1118 441-0075

中央 718-1124 725-2117

南 559-5152 561-3444

城南 833-4123 844-6790

早良 833-4372 846-9921

西 895-7090 883-6690

（西部） 806-9432 806-6811

区 電話 ファクス
東 645-1069 631-2191

博多 419-1081 441-1455

中央 718-1102 771-4955

南 559-5125 512-8811

城南 833-4105 822-2133

早良 833-4355 846-8428

西 895-7066 881-5874

区 電話 ファクス
東 645-1022 632-4970

博多 419-1023 476-5188

中央 718-1028 714-4231

南 559-5169 511-3652

城南 833-4026 841-2145

早良 833-4317 841-2185

西 895-7014 883-8565

区（出張所） 電話 ファクス
東 645-1104 631-6463

博多 419-1120 441-0075

中央 718-1126 725-2117

南 559-5155 561-3444

城南 833-4125 844-6790

早良 833-4323 846-9921

（入部） 804-2014 803-0924

西 895-7092 883-6690

（西部） 806-9432 806-6811

区 電話 ファクス
東 641-4875 632-3796

博多 441-1491 482-6917

中央 521-6155 522-9157

南 541-4131 561-9809

城南 831-1311 845-7596

早良 831-1221 845-7587

西 882-1311 891-6978

　※法人市民税など法人関連の市税につ
いては、特別滞納整理課（a711-4215 
f711-4219）で受け付けます。

事業者向け支援策に関する相談に応じます

会場 日時
中央市民センター

（中央区赤坂二丁目）
８／26㈬
14:00〜20:00

東市民センター
（東区千早四丁目）

８／28㈮、９／５㈯
10:00〜16:00

さざんぴあ博多
（博多区南本町二丁目）

９／８㈫
10:00〜18:00

早良市民センター
（早良区百道二丁目）

９／12㈯
14:00〜20:00

に準備してください。申し込みは、相談会
の開催を希望する日の７日前までに問い
合わせ先へ。
　i政策調整課a711-4326 （平日午前
９時〜午後６時） f733-5593
●事業者向け共同相談窓口
　各種支援施策（資金繰り・融資、雇用調
整助成金、各種補助金等）などについての
相談に無料で応じます。
　li同窓口（博多区博多駅前二丁目 福
岡商工会議所ビル２階）a441-2161

（東・博多・南区担当）、441-2162（中央・
城南・早良・西区担当）f441-5706o平
日午前9時〜正午、午後１時〜５時（受け
付けは各終了の30分前まで。予約不要）
　※セーフティーネット保証・危機関連
保証の認定に関する相談は、市中小企業
サポートセンター（a441-2171f441- 
3211）へ。申請は原則郵便で受け付けま
す。o平日午前９時〜午後４時半
　　　　　◇　　　　　　◇　　　　　
　詳細は市ホームページ

（「福岡市　事業者相談」で
検索）に掲載しています。
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