
〒 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。

9/

5
●土
他

2福岡城 舞遊の館　
和装撮影会 ①七五三プラン②花嫁和装プラン

　着付け後、プロのカメラマンが約50カット撮影します。写真データは
後日CD-Rで渡します。詳細は問い合わせを。d９月５日〜12月27日の土
日祝日午前９時〜午後２時li同館（中央区城内 三の丸スクエア内）
a707-3191f707-3193t①３〜７歳（保護者同伴）②20歳以上c①４組
②４人（いずれも先着。①は１組３人まで）y①１組２万9,800円②２万
5,000円（白無垢と色打ち掛け。花婿も希望する場合は追加料金5,000
円）e電話で９月１日以降に同館へ。ホームページでも受け付けます。

9/

9
●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。d９月９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３階（博多区
奈良屋町）i博多仁和加（にわか）振興会・高平a090-7472-1788f566-
7546c各30人（先着）y無料e不要

9/

10
●木
他

3花畑園芸公園　園芸講座「みかんの夏
かしゅうしょう

秋梢外し」

　夏・秋に生えた新しい枝のせん定方法などを学びます。d９月10日
㈭、12日㈯午後１時半〜３時半 ※内容は同じli同公園（南区柏原七
丁目）a565-5114f565-3754c各40人（先着）y無料e電話かファク
スで、９月３日以降に同公園へ。

9/

10
●木
他

2 R60倶
く ら ぶ

楽部 終活のはじめ方

　質疑応答もあり。d９月10日㈭、17日㈭午前10時〜正午 ※内容は同
じlベルクラシック福岡大濠（中央区大濠一丁目）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c各10
人（先着）y500円e電話かメールに応募事項と希望日を書いて、９月
１日以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

9/

12
●土

3
市文学館定例講座 ももちはま草紙「中村哲医師の遺し
た事業と思索 そのモチベーションの源流を辿

たど

る」
　アフガニスタンで亡くなった医師・中村哲氏について、同氏の活動
を支援した「ペシャワール会」事務局の福元満治氏、市文学振興事業
実行委員の坂口博氏が話します。d午後２時〜３時半l市総合図書館
３階（早良区百道浜三丁目）i同図書館文学・映像課a852-0606f852-
0609c40人（抽選）y無料e電話かファクス、メール（m library-
bungaku.BES@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、９月５日までに同課へ。落選
者のみ９月６日に通知。

9/

12
●土

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ゆっくり過ごせる場所です。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）a671-2213f 

671-2214t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、９月１日以降に同園へ。

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８月19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） 
①ボランティア講座②ＮＰＯなんでも相談③ＮＰＯ入門講座

　①ボランティアの基礎知識について学ぶほか、募集情報の紹介もあり。②事
業や運営、広報、助成金の受け方などの相談に応じます。③NPOに関する基礎知
識などを説明。d①10月20日㈫午後７時〜８時半②10月21日㈬、11月18日㈬午後
６時、７時、８時から（各50分）③11月17日㈫午後７時〜９時liあすみん（中央区
今泉一丁目）a724-4801f724-4901 t①③不問②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c①③20人②各３組（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（①③は９月１日から受
け付け開始。②の10月分は受け付け中、11月分は９月18日から受け付け開始）。
定員を超えた場合のみ通知。

催 し
雁の巣レクリエーションセンター
①バギーエクササイズ体験会②テニス教室（初心者向け）

　①は、赤ちゃんを乗せたベビーカーを使用して、無理なく安全にできる運動を
行います。d①９月16日㈬午前11時〜11時45分②10月６日〜12月15日の火曜日
午前10時〜正午（11月３日を除く。連続講座）li同センター（東区奈多）a606-
3458f607-9057t①産後４カ月以降の母親（父親も可）と乳幼児②小学生以上
c①10組②14人（いずれも抽選）y①無料②6,600円e往復はがき（〒811-0204
東区奈多1302-53）かファクスに参加者全員の応募事項と、ファクスの場合はファ
クス番号も書いて、９月①９日②25日（いずれも必着）までに同センターへ。来所、
ホームページでも受け付けます。

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
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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

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

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。

●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（９月前半の日曜日）
９月６日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75） a608-0001
木村病院（博多区千代二丁目13-19） a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24） a591-8088
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15） a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36） a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８） a881-1331
９月13日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27） a632-3333
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
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

　※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。



9/

12
●土

3アクロス福岡　文化学び塾「末
ま つ ろ こ く

盧国〜伊都国歴史博物
館　秋季特別展の見どころ〜」

　10月３日㈯から伊都国歴史博物館（糸島市）で開催される展示に関
して同館の角浩行館長が話します。d午後２時〜３時半lアクロス福
岡セミナー室２（中央区天神一丁目）iアクロス福岡文化観光情報ひ
ろばa725-9100f725-9102c70人（先着）y500円e電話か来所で問
い合わせ先（アクロス福岡２階）へ。ホームページでも受け付けます。

9/

13
●日

3松風園　煎茶 藤蔭流（初級）

d午後３時半〜５時半li同園（中央区平尾三丁目）af524-8264c 

10人（先着）y2,000円e電話かファクスで同園へ。

9/

13
●日

2今津リフレッシュ農園　花まつり

　季節の花苗や野菜苗の紹介と販売。花苗の配布もあり（先着100
人）。購入した苗で寄せ植え体験もできます。d午前９時半〜午後３時
li同農園（西区今津）a806-2565f806-2570y入場無料e不要

9/

13
●日

2市総合体育館　個人参加フットサル

　集まった参加者でチームを編成し、試合を行います。d午後８時〜
10時li同体育館（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318t

高校生以上c20人（先着）y500円e電話かメール（m info@fukuoka-city-
arena.jp）、来所で、９月１日以降に同体育館へ。

9/

16
●水

3老人福祉センター東香園　介護保険勉強会

　介護保険サービスの利用に必要な手続きなどについて学びます。
d午前11時〜正午li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-
2214t市内に住む60歳以上と家族c20人（先着）y無料e電話かファ
クス、来所で、９月１日以降に同園へ。

9/

18
●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や相談が
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、９月１日以降に同園へ。

9/

19
●土

2秋風ウォーキング 彼
ひがんばな

岸花咲き乱れる主
す

基
き

の里探訪

　脇山地区の水田周辺を散策した後、「ワッキー主基の里」や「博多
じょうもんさん入部市場」で買い物もします。d午前10時〜午後１時半
l集合・解散は博多じょうもんさん入部市場（早良区東入部六丁目）
i楽水園af262-6665c10人（先着）y500円e電話かファクスで、９
月１日以降に同園へ。

9/

20
●日
他

3バリアフリー映画支援ボランティア入門講座

　障がいがある人のために、映画の音声ガイドや字幕を作成する技
術を学びます。詳細は問い合わせを。d９月20日㈰、21日（月・祝）午後１
時半〜４時半 ※内容は同じlふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i

同プラザ管理事務室a731-2932f731-2934tパソコンでの作業が可
能で、講座修了後ボランティア活動ができる人c各10人（抽選）y500
円e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）、ファクスで、９月1
日〜14日（必着）に同事務室へ。

9/

23
●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。
難病に関する情報も紹介します。「難病のあるママの集い」も同時開
催。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、９
月18日までに同センターへ。ホームページでも受け付けます。

今津運動公園　今津カップ（テニス大会）
①ミックスダブルス②女子ダブルス

　詳細は問い合わせを。d９月29日㈫午前９時〜午後５時li同公園（西区今
津）a807-6625f807-6627t①合計年齢90歳以上の男女のペア②各30歳以上
の女性のペア ※いずれも今年の12月31日時点。平成29年以降に中級レベル以
上の大会（団体戦を除く）で優勝経験のある人同士のペアは出場不可c①８組
②16組（いずれも先着）y1組4,000円e電話か来所で、９月１日以降に同公園へ。

催 し
もーもーらんど油山牧場　①羊毛遊び②大人の牧場１日体験

　①牧場の羊の毛を紡いで、毛糸を作ります。②家畜の世話=写真=やバター作
りを体験します。d①９月19日㈯午後２時〜４時②10月３日㈯午前９時10分〜午後
３時li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-
7040t①小学生以上のペア（小学生のみの参
加不可）②20歳以上c①10組②６人（いずれも
抽選）y①１組1,000円②1,000円e往復はがき

（〒811-1353南区柏原710-２）に参加者全員の応
募事項と当日連絡可能な電話番号、代表者の
氏名を書いて９月１日〜①９日②19日（いずれも
必着）に同牧場へ。ホームページでも受け付け
ます。

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。

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

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

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今宿の四季をたのしむ〜キノコ編〜

　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散策しながらキノコを観察します。d10月①４日㈰午前10時〜午後１時②６日
㈫午前10時半〜午後１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）②20人（抽選）y①１組
3,000円②500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９月
12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）で９月12日〜24
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。 ※②をホームページで
申し込む場合は当選者のみ通知。

催 し

カワラタケの一種



9/

26
●土

4日本ユマニチュード学会総会
ユマニチュード®が挑むケア・イノベーション

　認知症の人とのコミュニケーションに関する講演やパネルディス
カッションなどをオンライン配信します。講演のテーマは「福岡市救急
隊によるユマニチュードへの取り組み」、「地域社会に広がるユマニ
チュード」などです。詳細はホームページで確認を。d午前９時〜午後
０時半i同学会m info@jhuma.org ※電話の場合は認知症支援課a 

711-4891y無料eホームページで９月18日まで受け付けます。

9/

26
●土

2博多伝統芸能館　公演

　博多芸妓（げいぎ）による唄や舞、お座敷遊びの体験など。d午後１
時〜１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 fkkdentou@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。

9/

26
●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。d９月26日㈯、27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５組（先着）y無料e電話かファク
スに応募事項と希望日を書いて、９月１日午前９時半以降に同セン
ターへ。

9/

27
●日

4
思春期ひきこもり支援フォーラム 体験者の語り
〜僕

ぼくたち

達のソーシャル・ディスタンス〜
d午後２時〜４時lえがお館（中央区地行浜二丁目）iこども支援第２
課a832-7100f832-7830c50人（先着）y無料e電話かファクス、メー
ル（m k-shien2.CB@city.fukuoka.lg.jp）で、９月1日以降に同課へ。定員
を超えた場合のみ通知。

9/

27
●日

2東区、よかまち・よかとこ歩
さ

・歩
ん

・歩
ぽ

海の中道・幻の「森の池」を探して
　博多湾パノラマ広場、森の池（いずれも海の中道海浜公園内）など
を巡ります。d午前10時〜午後０時半l集合はＪＲ海の中道駅i東区
歴史ガイドボランティア連絡会・加藤a090-6177-9478f603-6200c30
人（抽選）y500円e往復はがき（〒812-8653住所不要）に参加者全員
の応募事項を書いて９月17日（必着）までに東区生涯学習推進課へ。

10/

1
●木

3ゲートキーパー養成講座「身近な人の心に寄り添う〜
悩みを抱えた人への接し方〜」

　悩みを抱えている人のサインに気付き、適切な対応を図ることがで
きる「ゲートキーパー」になるための講座です。d午後１時半〜３時半
l西区保健福祉センター１階（西区内浜一丁目）i西区健康課a895-
7074f891-9894c30人（先着）y無料e電話かファクス、来所（同セン
ター２階）で、９月１日以降に同課へ。定員を超えた場合のみ通知。

10/

1
●木
他

3知的障がいや発達障がいのある人を支援するボランティ
ア入門講座

　知的障がい者・発達障がい者への接し方などを学びます。d10月１
日㈭、15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a713-0777f 

713-0778t講座修了後、ボランティアとして活動できるおおむね50歳
以上c20人（先着）y無料e電話かファクス、来所で、９月１日以降に同
センターへ。

介護実習普及センター　10月の講座

li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y①②③⑤〜⑨無
料④250円e電話かファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、来所で、９月１
日以降に同センターへ。

内容 日時 定員（先着）
①アロマの香りでリラックス 10／１㈭14:00〜16:00 40人

②立ち上がりを楽にしよう 10／３㈯11:00〜13:00、
15㈭10:00〜12:00

10／３＝15人、
10／15＝20人

③笑いと運動で脳を活性 脳力アップ･
運動教室 10／７㈬14:00〜15:30 45人

④自助具製作教室（牛乳などの紙パッ
ク容器に取り付けて､ 持ちやすく注ぎ
やすくする｢紙パックハンドル｣を作りま
す）

10／10㈯14:00〜16:00 ８人

⑤介護保険制度を知ろう 10／14㈬13:30〜15:30 45人

⑥歩行を助ける用具と靴選び 10／17㈯11:00〜13:00、
29㈭10:00〜12:00

10／17＝15人、
10／29＝20人

⑦「何が利用できるの」介護保険サービ
ス･在宅編 10／21㈬13:30〜15:30 45人

⑧ ▽「どんなとこがあるの」介護保険
サービス･施設編 ▽ 介護保険で安心･
安全な住まい 

10／28㈬13:30〜15:30 45人

⑨今日から使える介護１日講座 10／31㈯10:30〜14:30 30人

講座・教室

アミカス

　③はオンラインでの参加も可。liアミカス（南区高宮三丁目）a526-
3755f526-3766t①②女性③県内に住む男性（パートナーの同伴可）④再就職
を希望する女性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（②はa526-3788）かファクス、メール

（①③④m amikas@city.fukuoka.lg.jp ②m ami
kas.soudan@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と
①は希望日③はオンライン参加の場合はそ
の旨も書いて、９月１日以降に同施設へ。来
所、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。

内容 日時 定員（先着）
①未来をつくるアウトプット習慣（セミナー
のテーマは ▽９月＝「“モヤモヤ”から始める
じぶん改革」 ▽10月＝「言葉を磨き、伝える
技術」）

９／27㈰、10／25㈰
10:00〜12:00 各23人

②夫・パートナーとの関係を考えたい人の
ためのグループワーク「木もれ陽（び）の会」

（ドメスティックバイオレンスの特徴や影響
を学びます）

10／７〜12／16の
隔週水曜日10:30〜
12:30（連続講座）

12人

③男性カレッジ「一緒にワクワク パパの子
育てスタートアップ」（育児休暇を取得した
経験のある男性の話を交えて学びます）

10／11㈰
13：30〜15：30

30人（うち10
人はオンラ
イン参加）

④女性のための就職応援プログラム（ ▽１
＝履歴書の書き方等を学ぶセミナー ▽２＝
履歴書等の添削や求人の探し方などの個
別支援 ▽３＝模擬面接を含めたセミナー）

▽１＝10／16㈮10：00
〜12：00 ▽ ３＝10／30
㈮10：00〜12：00　※２
回目は個別に日時を
決定（連続講座）

10人

催 し

①
未
来
を
つ
く
る
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
習
慣
（
９
月
分
）
の
講
師 

コ

ラ
ム
ニ
ス
ト
・
須
藤
美
香
氏

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。
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5
●月
他

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　「基礎」「中級」「ワード基礎」「エクセル基礎」「デジカメ」「iPad（アイ
パッド）」「画像処理」「インターネット」「ブログ作成」「ワードでお絵か
き」の10講座。d10月５日㈪〜12月22日㈫ ※日時や期間は講座により
異なるliシニアネット福岡（中央区大名二丁目）a732-3115f 

753-6465（平日午前10時〜午後３時）t20歳以上の初心者、中級者c

各５人（抽選）y１回1,000円（テキスト代別）e電話かファクス、来所で
問い合わせの上、９月11日までに申し込みを。

10/

7
●水

3シニアのための音楽セラピー活用講座 
〜より良く生きるために今できることを〜

d午前10時〜正午l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）i中央
区生涯学習推進課a718-1069f714-2141t市内に住むか通勤するお
おむね60歳以上c20人（抽選）y無料eはがき（〒810-8622住所不要）
かメール（m csgkouza@city.fukuoka.lg.jp）で、９月16日（必着）までに
同課へ。

10/

7
●水

4依存症を理解する市民講演会
どこからが依存症？今、気になる依存症

　依存症の症状や、その予防・治療について肥前精神医療センターの
精神科医師 福田貴博氏が話します。d午後２時〜３時半lあいれふ
10階（中央区舞鶴二丁目）i精神保健福祉センターa737-8825f737-
8827t市内に住む人c50人（先着）y無料eファクスかメール（m 
phwb-uketuke@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と開催日を書いて、９月
４日以降に問い合わせ先へ。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。

10/

10
●土

2アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
どんぐりで遊ぼう

　ドングリを拾って工作などをします。小学３年生以下は保護者同伴。
d午前10時〜11時半li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980 
f661-8020c20人（先着）y100円（入館料別）e電話かファクス、来所
で、９月10日以降に同公園へ。

10/

10
●土
他

3終活応援セミナー 「終活、はじめてみませんか？」

　講師は終活パートナー九州代表の真武純哉氏。d10月10日㈯、12
日㈪午後１時半〜３時半 ※内容は同じlふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）i市社会福祉協議会終活サポートセンターa720-5356f 

751-1509t市内に住むおおむね60歳以上c各80人（抽選）y無料e

はがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）かファクス、メール（m shuukat
su@fukuoka-shakyo.or.jp）に応募事項と参加希望日（第２希望まで）、
要約筆記・手話通訳が必要な人はその旨も書いて、９月15日（必着）ま
でに同センターへ。

西障がい者フレンドホーム

　詳細は問い合わせを。li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-
7037t市内に住む障がいのある人（①④はタッチパネルの基本操作が可能で、
①タブレット④iPadを持参できる人、②は陶芸初心者）c①④５人②４人③10人

（いずれも抽選）y①④無料②1,200円③500円e電話かはがき（〒819-0005西区
内浜１-５-54）、ファクス、来所で、９月１日〜15日（必着）に同ホームへ。

内容 日時

①タブレット（アンドロイド）教室 10／１〜15の木曜日14:00〜16:00（連続講
座）

②陶芸教室（茶わんなどを作りま
す）

10／２〜来年３／26の金曜日10:00〜12:00
（10／30、来年１／１、29を除く。連続講座）

③アロマ教室（ルームスプレーと
せっけんを作ります） 10／18㈰10:00〜12:00

④iPad（アイパッド）教室 10／22㈭、29㈭14:00〜16:00（連続講座）

講座・教室

かなたけの里公園

　②③は学校、地域の集まりなどの団体（10〜50人程度）向け。日時は後日調整し
ます（10月19日以降の平日を希望する場合は要相談）。詳細は問い合わせを。
li同公園（西区金武）a811-5118f400-0147c①20口（抽選。１組２口まで）②③
各日10口（先着。１団体１口まで）y①
１口（ハンカチ２枚）500円②１口（40株。
１株当たり４〜６個程度）6,000円③１口

（10株。１株当たり８〜10個程度）4,000
円e①往復はがき（〒819-0035西区
金武1367）に代表者の応募事項と参
加者全員の氏名・年齢、希望口数を
書いて９月１日〜16日（消印有効）に
同公園へ（１通５人まで）。②③電話か
来所で、９月１日以降に同公園へ。

内容 日時
①秋の里山観察会〜草木染め編〜（公園内で
採取した草木でハンカチを染めます） 10／３㈯10:00〜12:00

②団体向け サツマイモ収穫体験 10／17㈯、18㈰、31㈯、11／１㈰
午前９時〜午後５時

③団体向け サトイモ収穫体験 11／７㈯、８㈰、14㈯、15㈰
午前９時〜午後５時

催 し

過
去
の
里
山
観
察
会
（
草
木

染
め
）

市ヨットハーバー

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。li市ヨットハーバー（西区
小戸三丁目）a882-2151f881-2344t①市内に住む小学３年〜中学生②年齢な
どの要件ありc①10人②各５人（いずれも先着）e①ホームページで９月15日以
降に受け付けます。②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。いずれも定員を超えた場合のみ通知。

内容 日時 費用
①ジュニアヨット教室 ９／27㈰10:00〜16:00 1,500円

②小型船舶免許教室

国家試験免除コース＝２級は希望
する２日間、１級は４日間、いずれも
９:00〜16:00。実技は別途実施。

１級14万7,000円
２級12万4,000円

更新・失効講習＝第１または第３土
曜日の13：00〜。更新は１時間、失
効は２時間20分。

更新8,000円
失効1万4,000円

催 し

過去のジュニアヨット教室 ヨットハーバー浮桟橋
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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 講演

「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

スマホは
こちらから



市役所１階に証明写真機を設置し
ました

　ユニバーサルデザインに配慮し、
車椅子での利用も可能です。i財産
管理課a711-4173f711-4833
市役所本庁舎内で弁当等を販売
する事業者を募集

　10月から、市職員等を対象に弁当
などを販売する事業者（法人・個人）を
募集。【募集要項】９月１日以降に市
ホームページに掲載【申込期間】９月
23日（必着）までi財産管理課a711-
4173f711-4833
市科学館　ボランティア（①運営
サポーター②サイエンスキャス
ト）を募集
　①同館の活動推進を支援する人②
基本展示室でテーブルサイエンスや
サイエンスショーの実演を行う人─
を募集します。②は有償。 ※募集説
明会への参加必須。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。

【募集説明会】９月17日㈭、21日（月・祝）
午後３時〜４時（②を希望する人は４
時半まで。両日とも内容は同じ）【申込
期間】９月30日（消印有効）までi同館
a731-2525f731-2530

サ
イ
エ
ン
ス
キ
ャ
ス
ト

医療通訳ボランティアを募集
　県内で外国人を支援する医療通訳
の有償ボランティアを募集します。 ※
養成講座への参加必須。詳細は問い
合わせを。【問い合わせ先】福岡アジ
ア医 療 サポ ートセンター 事 務 局
a734-3035f288-2668【養成講座】d

９月19日㈯午前９時45分〜午後５時l

天神チクモクビル（中央区天神三丁
目）tc英語・中国語各20人、韓国語
10人（いずれも先着）y3,850円eホー
ムページに掲載する申込書を同事務
局へ。
猫の不妊・去勢手術とマイクロ
チップ装着にかかる費用の一部
を助成

　迷い猫の飼い主特定に有効なマイ
クロチップ装着と不妊・去勢手術を同
時に実施する場合の費用の一部を助
成します（マイクロチップ装着済みの
場合は不妊・去勢手術のみでも可）。
手術は10月１日〜11月30日に市獣医
師会の病院で実施。【対象】市内で飼
育されている生後６カ月以上の猫【募
集数】50匹（抽選。１人１匹）【助成額】

お知らせ
高齢者乗車券の申請手続きにつ
いて

　令和２年度分の申請を郵送・オンラ
インで受け付けています。区役所等
の窓口では交付を行いません。郵送
で申請する場合は封筒に切手を貼っ
てください。令和元年度分の申請は９
月末までです。詳細は問い合わせを。
i高齢者乗車券郵送受付センター
a0120-502-633f0120-880-219

児童手当現況届　未提出の人へ
　未提出者には現況届の提出を再度
案内しています。未提出の場合、６月
分以降の手当を受け取ることができ
ませんので早めに手続きを。i市児
童手当コールセンターa711-5484

（平日午前９時半〜午後５時半。月曜
日のみ午後８時まで）f733-2504
市重度心身障がい者福祉手当の
申請について

　【対象】９月１日現在市内に住み、住
民基本台帳に登録されているか、本
市の措置または介護給付費等支給決
定により、障がい児・者の福祉施設な
どに入所している場合で、次のいずれ
かに該当する人。 ▽身体障害者手帳１
級 ▽知的障がい者で療育手帳Ａ１・Ａ
２、または障がいの程度がＡ１・Ａ２と同
程度と判定された―上記の要件は９
月１日〜11月30日の期間、継続するこ
とが必要【金額】 ▽在宅者＝２万円 ▽

施設入居者＝１万5,000円【支給時期】
12月【申請】対象者へ９月初旬に郵送
する申請書と必要書類などを９月１日
〜10月31日（消印有効）に住所地の各
区福祉・介護保険課へ。i各区同課

県営住宅入居者を募集
　募集団地や戸数など詳細は情報プ
ラザ（市役所１階）、各区情報コー
ナー、各出張所などで配布する募集
案内で確認を。【募集案内の配布・申
込期間】９月７日〜15日i県住宅供給
公社管理課a781-8029f722-1181

新しい水洗化区域のお知らせ
　８月20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】蒲田三丁目、みなと香椎三
丁目【博多区】金の隈二丁目、東那珂
一丁目【南区】桧原二丁目【早良区】
内野五丁目、梅林七丁目、田村一丁
目・二丁目、野芥一丁目【西区】今津、
戸切三丁目、大字徳永。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

7,500円【 申し込み 】はがき（〒819-
0005西区内浜１-４-22）かメール（m do
butsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）
に飼い主の応募事項と猫の種類・性
別・年齢（月齢）、マイクロチップ装着
の有無（有りの場合はマイクロチップ
番号も）を書いて、９月１日〜20日（消
印有効）にふくおかどうぶつ相談室
へ。i同相談室a891-1231f891-1259

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

９月は船員労働安全衛生月間です
　９月中、九州運輸局等の職員が停
泊中の船舶を訪船して安全衛生指導
を行う他、船員の無料健康相談所を
開設します（①②③土日祝日を除く④
水曜日午後、土曜日午後、日祝日を除
く）。【場所・連絡先】①船員保険福岡
健康管理センター（東区原田三丁目）
a611-6311②古森病院（博多区対馬
小路）a291-3945③有村内科クリニッ
ク（中央区荒戸一丁目）a721-6679④
みなと内科クリニック（中央区長浜三
丁目）a711-6900i同局船員労働環
境課a472-3175f472-3304y無料e

電話で上記の健康管理センター、各
病院へ。

高校生留学奨学生を募集
　50万円を上限として給付（返還不
要）。【対象】次の全てに該当する人 ▽

海外留学あっせん機関の高校生交換
留学プログラム等で約１年間の留学
を予定し、来年出発する ▽県内の高
等学校、高等専門学校に在籍するか
入学を予定する ▽保護者が市内に１
年以上継続して住む【定員】10人（選
考）【募集案内・申込書の配布】高等学
校、高等専門学校、中学校、市教育振
興会（市役所６階）で【申込期間】９月
15日（必着）までi同会a721-1709f 

721-1739

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
　８月20日から博多区美野島二丁目
の一部が分流化区域に指定されまし
た。分流化区域に建築をする際は、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
市あき缶・びん対策協会 小・中学
生ポスターコンクールの作品を
募集

　空き缶や空き瓶、ペットボトルなど
のポイ捨て禁止、リサイクルの推進、
環境美化などをテーマにしたポス
ターを募集。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小中学生【チ
ラシ（応募票）の配布】家庭ごみ減量
推進課（市役所13階）、情報プラザ（同
１階）、各区情報コーナー、各出張所な
どで【応募期間】10月26日（消印有効）
までi同課a711-4039f733-5907
「フクオカ クリエイターズ アワー
ド2020」対戦型ゲーム作品を募集
　ビジュアルプログラミングアプリ

「Springin’（スプリンギン）」で作った、 
eスポーツ作品を募集します。10月下
旬に入賞者を対象とした表彰式を実
施。詳細はホームページで確認するか
問い合わせを。【対象】小中学生【申込
期間】９月30日までiフクオカ クリエ
イターズ アワード事務局 a406-0604 
m award@the-creator.jp
「子どもプラザ」の事業運営団体
を募集

　子どもプラザ６カ所の運営団体を
募集。公募説明会などの詳細は市
ホームページで確認するか問い合わ
せを。【申込期間】９月１日〜25日（必
着）iこども未来局事業企画課a711- 
4114f733-5718
市ヨットハーバーの指定管理者を
募集

　来年４月１日〜令和７年３月31日に
同施設（西区小戸）の管理・運営を行
う指定管理者を募集。【募集要項の配
布】港湾管理課（博多区沖浜町 博多
港センタービル５階）で。市ホーム
ページにも掲載【申込期間】９月28日
〜10月７日（必着）i同課a282-7118 
f282-7772

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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ずっと一緒に暮らすための犬猫よ
ろず相談

　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。「犬のし
つけ方教室」を同時開催。d９月20日
㈰午後１時〜４時、犬のしつけ方教室
は２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（先
着３組）と犬のしつけ方教室（先着５組。
１組２人まで）は要予約。電話かファク
スで、９月１日以降に同相談室へ。

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・日曜・祝休日は午後
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、各センター
へ予約を。

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。d10月７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c３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）かファクスで事前予

相 談
「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=
写真=を情報プラザ（市役所１階）、各
区役所情報コーナー、入部・西部出張
所などで配布しています。i地域包
括ケア推進課a711-4373f733-5587

市ヨットハーバー　保管艇を募集
　募集艇種は▷浮桟橋（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
①店舗への家賃支援②休業等要
請対象外施設への支援の申請受
け付けを９月30日まで延長

　県の新型コロナウイルスに係る緊
急事態措置を受けて市が独自に行っ
ている支援の申請受け付けを、９月30
日まで延長しています。要件の詳細な
どは市ホームページで確認するか問
い合わせを。【対象】①県の協力要請
等を受け、休業した施設や時間短縮
営業した食事提供施設のうち、中小
企業や個人事業主を含む小規模事業
者など②５月７日〜31日に、感染症拡
大防止策を講じながら営業した理美
容室や食料品販売店などの休業等要
請対象外施設で、売り上げが30㌫以
上減少した法人（支援金15万円）また
は個人事業主（支援金10万円）。i①
市家賃支援相談窓口a739-8175m 
fukuoka-kinkyu-yachin00@jtb.com②
市休業等要請外施設支援金相談窓口
a288-2255m fukuoka_kyugyoyoseig
ai_1@jtb.com
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
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、臨海３Rステーション（東区箱崎ふ
頭四丁目）、西部３R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臨海３Rステーションa642-4641f 

642-4598、西部３Rステーションa882-
3190f882-4580

約が必要。日時など詳細は問い合わ
せを。li同センター（中央区舞鶴二
丁目）a737-8825f737-8827

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。
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 yadorigi 
@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。
職場のハラスメント（パワハラ、セ
クハラ、マタハラ等）集中相談会

　電話と面談で相談に応じます。
d10月７日㈬、８日㈭午前９時〜午後８
時（弁護士相談は８日午後３時〜７時） 
※受け付けはいずれも終了30分前ま
でli福岡労働者支援事務所（中央
区赤坂一丁目 福岡西総合庁舎５階）
a735-6149f712-0497t労働者およ
び使用者y無料e不要

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は発達障
がいのある人の家族）が相談に応じ
ます。 ※変更の可能性あり。当日問
い合わせを。d９月16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
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。d９月19日㈯午前10時
〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l南市民センター２階（南区塩原二丁
目 ）i県 行 政 書 士 会a641-2501f 

641-2503y無料e不要

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」（無料）を各区衛生
課、情報プラザ（市役所１階）で配布し
ています。i生活衛生課a711-4273 
f733-5588
「出前講座テーマ集」を配布して
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
日前までに各担当課へ。

市有財産（土地）の一般競争入札
　詳細は問い合わせを。【所在地（地
目）】東区香椎駅前二丁目685番30（宅
地）【仮換地面積】171.66平方㍍【予定
価格】6,936万円【説明書の配布】９月
28日まで【参加申請】９月17日〜28日
まで ※配布・申請はいずれも午前10
時〜午後５時（正午〜午後１時を除く）
に財産管理課（市役所10階）で。説明
書は市ホームページにも掲載【入札
保証金】入札金額の100分の５以上

【入札日】10月26日㈪i同課a711-4176
f711-4833
敬老の日に「火の用心」〜防火・防
災用品の贈り物を〜

　住宅火災における高齢者の死者数
が増加しています。敬老の日にちな
んで、住宅用火災警報器や住宅用消
火器などを贈りませんか。併せて、設
置している防火・防災用品の作動確
認等を行いましょう。詳細は問い合わ
せを。i消防局予防課a725-6611f 

791-2699

住宅防火・防災キャンペー
ンポスター

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年９月１日 10

●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

お知
らせ 相談



境界問題無料相談会

　近隣との境界に関する問題や土
地・建物に関する測量、登記などにつ
いて、土地家屋調査士が相談に応じ
ます。d９月16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、９月４日以降に同会へ。
司法書士による手続き支援のた
めの養育費相談会

　養育費取り決めのための手続きや
養育費の支払いがない場合などの相
談に電話で応じます。【相談電話】
0120-567-301d９月12日㈯午前10時
〜午後４時i司法書士轟木事務所
a0949-28-9755f0949-28-9756y無
料

しごと

福商実務研修講座 管理職のため
の実務〜働き方改革のなかで期待
されるリーダーシップと部下育成〜

　リーダーシップを発揮し成果を上
げるための方法を学びます。d９月24
日㈭午前10時〜午後５時l福岡商工
会議所（博多区博多駅前二丁目）i

同会議所 検定・企業研修グループ
a441-2189f414-6206t企業に勤め
る管理職c20人（先着）y4,720円e

同会議所１階などで配布する申込書
を同グループへ。ホームページでも
受け付けます。

福岡働き方改革推進センターで
相談を受け付けています

　働き方改革に取り組む、中小企業・
小規模事業者を対象に、就業規則の
作成や賃金規定の見直し、その他各
種助成金の相談等を受け付けていま
す。事業所に専門家を派遣して相談
にも応じます（５回まで）。また、専門家
による無料相談会なども実施。詳細
はホームページで確認を。d平日午
前９時〜午後５時li同センター（中
央区天神四丁目 天神ショッパーズ福

　※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。

岡８階 ＬＥＣ福岡本校内）a0800-888-
1699f734-3670y無料e電話かメー
ル（m fukuoka-hatarakikata@lec-jp.
com）、来所で同センターへ。
市保育士・保育所支援センター出
張相談会 　

　保育所等への就労に関する相談に 
応じます。求人票の閲覧、保育所等の
見学申し込みなども可能（登録が必
要 ※保育士証または子育て支援員
研修修了証の登録番号、登録年月日
が必要）。詳細は市ホームページで確
認するか問い合わせを。d９月17日㈭
午前10時〜午後３時lハローワーク
福岡中央（中央区赤坂一丁目）i同セ
ンターa711-6808f733-5718y無料e

不要
大名エンジニアカレッジを開講し
ます

　プログラミングの基礎から専門領
域まで学べる講座を開講。製品開発
やセキュリティなどに関する専門的な
アドバイスも実施。オンラインでも受
講できます。詳細はホームページで
確認を。d①Ruby on Rails（ルビー オ
ン レイルズ）基礎コース＝９月22日〜
10月27日の火曜日午後６時半〜８時
②チーム開発実践コース＝11月９日
〜30日の月曜日、12月11日㈮午後６時
半〜８時（いずれも連続講座）liFu
kuoka Growth Next（フクオカ グロー
ス ネクスト）（中央区大名二丁目）
a080-8375-8609m contact@growth-
next.comtプログラミング中級者c

各30人（先着）y一般５万5,000円、学
生４万4,000円eホームページで受け
付けます。
市就労相談窓口「今だからこそ 新
しい就活のすすめ方」セミナー

　「応募書類の作成」「面接対策」「スト
レスコントロール」の三つのテーマで
セミナーを開催。ウェブを使った就職
活動のポイントも学べます（受講には
市就労相談窓口への登録が必要）。
詳細は市ホームページで確認を。d９
月17日㈭午後１時半〜４時半l福岡
商工会議所ビル（博多区博多駅前二
丁目）i同窓口a733-0717f711-1682 
t求職中の人（大学生・専門学校生も
可）、転職を考えている人c24人（先
着）y無料e電話で同窓口へ。
高齢者活躍人材確保育成事業「調
理補助」技能講習会

　食材の管理や食中毒の予防などに
ついて学びます。d10月５日㈪、６日
㈫午前10時〜午後４時（連続講座）l

ふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）
i県シルバー人材センター連合会a 

292-1857f623-5677t市内に住み、勤
労意欲のある60歳以上c10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24日（必着）までに同連合会へ。受
講決定者のみ通知。
老人福祉センター長生園　アク
ティブシニア就業合同企業説明会

　高齢者を積極的に雇用している企
業による説明会。個別相談会も実施。
d９月19日㈯午後１時半〜３時半li

同園（博多区千代一丁目）a641-0903 
f641-0907t市内に住むおおむね60
歳以上c20人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で、９月１日以降に同園
へ。 定員を超えた場合のみ通知。
老人福祉センター若久園　シニ
アのための就業支援 人生100年 
仕事と健康

　健康や再就職について考えたい人
向けの講座。個別相談会も実施。d９
月30日㈬午後１時半〜３時半li同園

（南区若久六丁目）a511-7255f511-
7558t市内に住むおおむね60歳以上
c20人（先着）y無料e電話かファク
ス、来所で、９月１日以降に同園へ。
シニア活躍応援セミナー 初心者の
ための①マンション管理・ビルメンテ
ナンス②コールセンターのお仕事

　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。d９月①23日㈬②25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同セミナー事務局

（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18人（先着）y無料
e電話かファクスで、９月１日以降に
同事務局へ。定員を超えた場合のみ
通知。

職業訓練11月生を募集
　①住環境コーディネーター科②も
のづくりＣＡＤ科ＣＡＭコース③金属
加工技術科④導入講習付き訓練―で
募集（いずれも連続講座）。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。d①②
11月２日㈪〜来年４月26日㈪③11月４
日㈬〜来年４月30日㈮④11月４日㈬

〜来年５月31日㈪li①②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）a0948-22-4988 
f0948-22-4912③④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）a093-641-6909f093-
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c①
12人②20人③９人④10人（いずれも選
考）y無料（教科書代など別）e来所
で９月１日以降に住所地のハローワー
クへ。申込期限は10月①②16日③④ 
６日。

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「Access2016」講習②（医
薬品）登録販売者受験対策講習③パ
ソコン「Excel中級データベースと実
務関数」講習④パソコン「仕事に必要
なWord＆Excel」講習⑤シーケンス制
御講習―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。d①10月11日〜11
月1日の日曜日午前９時半〜午後４時
半②10月11日〜11月15日の日曜日午
前10時〜午後５時③10月12日〜11月
５日の月・木曜日午後７時〜９時④10
月16日㈮〜29日㈭午前10時〜午後４時

（土・日曜日を除く）⑤11月７日㈯、８日
㈰午前９時〜午後５時l①③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）②④
⑤同協会（東区千早五丁目）i同協
会a671-6831f672-2133t①③エク
セルの基本操作ができる人②（医薬
品）登録販売者試験受験予定者④パ
ソコン初心者⑤電気配線の知識、技
術を習得したい人c①③④15人②25
人⑤20人（いずれも先着）y①２万
3,000円②３万2,000円③１万6,000円

（テキスト代別）④３万8,000円⑤２万
8,000円e電話か来所で、９月①②③２
日④⑤３日以降に同協会へ。

募集区分 受験資格
行政事務 平成３年４月２日〜平成15年４月１日に生まれた人で、身体障害者手

帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを有する人学校事務

市職員（障がいのある人を対象とする採用選考）を募集
　点字での受験も可能。【採用予定日】原則来年４月１日【募集案内・申込書の配
布】８月27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、福岡市東京事務所、県民情報センター（県庁１階）
で。郵送での請求は、封筒の表に「障がいのある人を対象とする採用選考請求」
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
同課（〒810-8620住所不要）へ。市ホームページにも掲載【申込期間】 ▽電子申請
＝８月27日午前９時〜９月９日午後５時（受信有効） ▽郵送＝８月27日〜９月11日（消
印有効） ※原則、電子申請。重複申し込みは不可i同課a711-4687f733-5866

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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　※いずれも無料、小学３年生以下は保
護者同伴。申し込みは①③④電話か
メール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.
jp）、来所で、９月２日午前10時以降に同
施設へ。②電話か来所で、当日午前10時
以降に同施設へ。
①色を分離してみよう
　サインペンなどに使われているさま
ざまな色素をろ紙で分離します。d９月
26日㈯午前10時半〜11時c25人（先着）
②カブトガニ観察会
d９月26日㈯午後３時〜３時半c20人

（先着）
③特別講座 線虫ガン検査の発明と実
用化 生物のふしぎを体験しよう
　線虫を使ってガンを発見する最新の
検査技術について、HIROTSUバイオサイ

エンス代表取締役の広津崇亮氏が話し
ます。d９月27日㈰午前10時半〜正午t

小学生以上c25人（先着）
④割れないシャボン玉を作ろう
　手に乗せたり床で跳ねさせたりでき
るシャボン玉＝写真＝を作ります。d10
月３日㈯午後２時〜３時半t小学生c20
人（先着）

企画展示 新収蔵品展 ふくおかの歴史
とくらし
　平成29年度に収集した考古・歴史・美
術・民俗分野の資料を公開します。d９
月15日㈫〜11月29日㈰y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

開館30周年記念コンサート
　シャネル・ピグマリオン・デイズ室内楽
シリーズ芸術監督の大山平一郎氏＝写
真＝らが出演。d10月11日㈰午後６時半
〜７時半c100人（抽選）y無料e往復
はがきかメール

（m fcmevent@
city.fukuoka.lg.
jp）に応募事項と
参加者全員の氏
名を書いて、９月
１日〜10日（必着）
に同館へ。１通２
人まで。

　※いずれも申し込みはホームページ
でも受け付けます。①②は自家用車等
で来所してください。
①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。d９月12日
㈯午後７時半〜９時c60人（抽選）y無
料e電話で９月１日〜９日に同施設へ。

②星と遊ぼう会
　天文台で季節の星座を観察します。
雨天時もクラフトコーナー（材料費別）
を利用可。中学生以下は保護者同伴。
d９月19日㈯午後６時〜９時c60人（抽
選）y入場無料e電話で９月１日〜16日
に同施設へ。
③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
をします。d９月20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c５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、９
月１日〜13日に背振少年自然の家へ。

博物館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１　a845-5011 f845-5019
o午前９時半〜午後５時半（入館は閉館30分前まで）x月曜（祝休日のときは翌
平日）

作
品
例

石井里子資料 人形「熊野」 天文台 主鏡
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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

　※以下の展示はコレクション展（①②
近現代美術③④古美術）。料金は一般
200円、高大生150円、中学生以下・市内
に住む65歳以上無料。
①抽象と具象のあいだ 甲斐巳八郎を
中心に
　淡墨のにじみを生かし実験的な表現
に取り組んだ同氏の作品を中心に、絵
画約20点を展示します。d９月１日㈫〜
10月25日㈰
②菊畑茂久馬： 「絵画」の世界
　福岡を拠点に活動した画家で、今年５
月に他界した同氏の作品を紹介します。
d９月１日㈫〜10月25日㈰
③アンティークどうぶつ園
　動物を表現したアジア各地の古美術

　※いずれも料金は入園料別。
「すてない暮らし」はじめよう 生ごみと
雑草の堆肥づくり講座
　講師は循環生活研究所理事の木村真
知子氏他。d９月11日㈮午後１時半〜３
時半（受け付けは１時から）c20人（先
着）y700円e不要
園芸講座〜寄せ植え講座〜
　講師は英国王立園芸協会会員の石井
康子氏。d９月30日㈬午後１時半〜３時
半c30人（抽選）y2,000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16日（必
着）までに同園へ。ホームページでも受
け付けます。
園芸講座〜押し花教室〜
　講師は押し花インストラクターの泰

作品（絵画・彫刻・工芸）を紹介します。d

９月１日㈫〜11月15日㈰
④秋の名品展
　尾形乾山の「花籠図」など、秋の情趣
ある茶道具を中心に展示します。d９月
１日㈫〜11月15日㈰

松雅子氏。小物から始め、額入り作品ま
で作ります。d10月６日、11月17日、12月
８日、来年１月５日、２月９日、３月９日の火
曜日午前10時〜正午（連続講座）c20人

（抽選）y2,500円程度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22日（必着）
までに同園へ。ホームページでも受け
付けます。

l①③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（先着） 費用
①１日糖尿病教室

（食事指導、運動指導） 10／10㈯10:00〜15:00 ８人 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）

10／17㈯14:00〜16:00
（毎月第３土曜日開催） 20人

年会費2,000円
（ 参 加 体 験は
無料）

③やせナイト塾
（生活習慣改善教室）

10／29〜11／19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 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。

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

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）

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）

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（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（祝休日のときは翌平日）

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・火曜日（祝休日のときは翌平日）

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

９月の事業（一部抜粋）
　いずれも親子遊び（保護者同伴）。①③は上履きを持参（③は床に敷くタオル等
も必要）、会場は①ももち体育館（早良区百道二丁目）③西体育館（西区拾六町一
丁目）。c①③なし②10組（先着）y無料e不要

内容 日時 対象
①あいくるがやってくる９／９㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児

②育ちの広場 ９／９㈬11:00〜12:00（受け付けは10:00〜） １、２歳児

③あかちゃんといっしょ ９／17㈭10:30〜11:30 まだ一人で歩けな
い乳幼児

　※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。
11月から始まる幼児体育クラブの参加者を募集
　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d11月４日〜12月16日の水曜
日午後３時〜４時（連続講座）t平成26年４月２日〜平成27年４月１日に生まれた年
長児c20人（抽選）y1,000円e往復はがきに応募事項と性別、生年月日を書いて
10月11日（必着）までに同施設へ。来所でも受け付けます（返信用はがきを持参）。

　※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。申
し込みははがきかファクスで、９月１日〜
15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。
美Bodyピラティス
d10月６日〜来年３月23日の火曜日午後
２時半〜３時半（10月20日、11月３日、12
月29日、来年２月23日を除く）t18歳以
上c15人（抽選）y１万4,700円
姿勢改善ピラティス
d10月６日〜来年３月23日の火曜日午後
７時半〜８時半（10月20日、11月３日、12
月29日、来年２月23日を除く）t18歳以
上c15人（抽選）y１万4,700円

あさピラ
d10月８日〜12月３日の木曜日午前10
時半〜11時半t18歳以上c15人（抽選）
y6,300円
カラダ引き締め
d10月９日〜11月27日の金曜日午後３
時半〜４時半t18歳以上c15人（抽選）
y4,800円
学ぶ鍛える気功教室
d10月10日〜来年３月６日の土曜日午前
９時半〜10時半（来年１月２日を除く）
t18歳以上c15人（抽選）y１万4,700円

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）

尾形乾山「色絵菊図向付」


