
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９月２日時点のものです。

生ごみ堆肥を使った菜園講座

　段ボール・木枠・設置型コンポストでの堆肥の作り方と①バレイショの芽かぎ、
レタスの種まき②春菊の種まき、サツマイモ掘り—を行います。d10月①３日㈯
午後１時半〜３時半②15日㈭午前10時〜11時40分lクリーンパーク・東部敷地内

（東区蒲田一丁目）i循環生活研究所a405-5217f405-5951t市内に住む人c

各15人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m info@jun-namaken.com）に応
募事項と希望日を書いて、９月15日以降に同研究所へ。

講座・教室

傾聴スキルアップ講座

　基本から応用まで学びます。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用した
オンラインの連続講座。時間や料金など詳細は問い合わせを。d10月３日、24
日、11月７日、14日、21日、12月12日、19日（いずれも土曜日）iＦＦＡフォロワーシッ
プ協会・福嶋a090-5924-3292f586-0648c20人（先着）e電話かファクスで、９月
15日以降に同協会へ。ホームページでも受け付けます。

講座・教室

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②みんなでいもほり

　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サツマイモを収穫し、持ち帰ります。d①月曜日午前
10時〜11時半②10月18日㈰、24日㈯、25日㈰午前９時〜正午、午後１時〜４時
li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057 
t①小学生以上（小学生は保護者同伴）②不問（中
学生以下は保護者同伴）c①各30人（先着）②各日
50組（抽選。１組５人まで）y①無料（ポールレンタル
代300円）②１組500円e①当日午前９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）かファクスに応募事項と希
望日時（午前・午後・時間指定なしのいずれかを記
入）を書いて、10月５日（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。

講座・教室

〒 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。

過去のノルディック・ウォー
キング教室

9/

18
●金

4福岡マンション管理組合連合会 講演

　「100年マンションへの指針」〜長寿命化・再生改良のための「動的管
理」・「再生法」の提言〜をテーマに、関東学院大学 名誉教授の山本育
三氏が話します。d午後１時〜３時半lホテルニューオータニ博多４階

（中央区渡辺通一丁目）i同連合会a752-1555f752-3699c200人（先
着）y無料e電話かファクス、メール（m fukukan@fukukan.net）で問
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。

9/

19
●土

3市美術館　つきなみ講座「どこでも美術館がやってき
た〜どこでも美術館の活動について〜」

　市美術館の職員が話します。d午後３時〜４時（受け付けは２時半か
ら）li市美術館（中央区大濠公園）a714-6051f714-6071c25人（先
着）y無料e不要

9/

24
●木

3老人福祉センター長生園　
福岡歴史文化特別講座「サザエさんと西新の街」

d午前10時〜正午li同園（博多区千代一丁目）a641-0903f641-
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、メール（m cho-seien@magokorokai.jp）、来所で、９月15日以
降に同園へ。

9/

24
●木
他

3老人福祉センター東香園　①税金セミナー②シニア活
躍応援プロジェクト 人生100年仕事と健康

　①相続税と贈与税などについて学びます。②再就職などについての
講座修了後、個別相談会（要予約）もあり。d①９月24日㈭②10月１日㈭
いずれも午後１時〜２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（①は家族の参加も可）c各20人（先
着）y無料e電話かファクス、来所で、９月15日以降に同園へ。

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）
a847-1099

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月後半の日・祝日）
９月20日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
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
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511

９月21日（月・祝）
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
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
９月22日（火・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
９月27日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511

　※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。

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９月15日 14講座

教室 講演
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7
●水

3中央市民センター 健康医療講座  最新の心臓病治療に
ついて〜心臓病になってもこんな治療ができる〜

　済生会福岡総合病院副院長の久保田徹氏らが話します。d午後２
時〜４時li同センター（中央区赤坂二丁目）a714-5521f714-
5502c35人（先着）y無料e電話かファクス、来所で、９月10日以降に
同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

10/

7
●水

3緑のコーディネーターによる体験講座 秋のインテリア　
フレッシュスワッグ作り

　生花で壁飾り＝写真＝を作ります。d午後２時
〜４時l博多市民センター（博多区山王一丁
目）i市緑のまちづくり協会みどり課a822-
5832f822-5848c12人（抽選）y1,200円eはが
き（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファク
ス、メール（m mms@midorimachi.jp）で、９月24日

（必着）までに同課へ。ホームページでも受け付
けます。

10/

8
●木

3高齢運転者講習会〜認知症予防講座と実技講習〜

　加齢に伴う認知機能・身体能力の低下を予防するための講座と、実
際に運転する体験型の講習。受講者は自家用車で集合。d午前10時
〜午後０時半lボートレース福岡（中央区那の津一丁目）i防犯・交通
安全課a711-4061f711-4059t65歳以上の運転者と家族（運転者の
みも可）c10組（先着）y無料e電話かファクス、メール（m bouhankot
su.CAB@city.fukuoka.lg.jp）で、９月15日以降に同課へ。

10/

9
●金
他

2西区歴史よかとこ案内人と巡る 
秋真っただ中の歴史探訪ウォーキング

　①白髭神社、檀一雄文学碑など②羽根戸古墳群、やよいの風公園
など③大塚古墳、丸隈山古墳など—を巡ります。d10月①９日㈮午前
９時〜午後３時②10日㈯午前９時半〜午後３時③24日㈯午前９時半〜
午後３時l①集合は愛宕浜の能古渡船場、解散は能古島の渡船場②
集合・解散は地下鉄橋本駅③集合はJR今宿駅、解散はJR周船寺駅i

西区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128m nishikuyokato
ko@gmail.comy各300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。

東平尾公園　博多の森を楽しむ会「キノコ観察会」

　ベスト電器スタジアム（博多区東平尾公園二丁目）周辺を散策します。d10月
17日㈯午前10時〜午後０時半i博多の森陸上競技場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@midorimachi.jp）、来所で、９月15日以降に同競
技場へ。

催 し

月隈パークゴルフ場　パークゴルフ初心者教室

　講義と実技。中学生以下は保護者同伴。d10月３日㈯午前10時〜正午li同
ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a504-5333f586-5388c８人（先着）y1,000円e

電話かファクス、来所で、９月15日以降に同ゴルフ場へ。

講座・教室

新しい時代の博士を目指す「ジュニア科学者養成講座」
〜ダーウィンコース（生命科学・人間科学・環境科学）〜

　連続講座（全12回）。日程など詳細は市科学館ホームページで確認するか問い
合わせを。d10月４日㈰〜来年２月７日㈰l市科学館（中央区六本松四丁目）、九
州大学伊都キャンパス（西区元岡）他i市科学館a731-2525f731-2530t小学４
〜６年生と保護者のペアc15組（抽選）y１組３万円eホームページで９月16日
〜28日に受け付けます。

講座・教室

楽水園　音楽祭

　庭園で中国の伝統楽器・二胡（にこ）奏者の里地帰（さとちき）氏が和紙と杉の
木などで創作した楽器・和胡（わこ）を演奏します。詳細は問い合わせを。d10月
11日㈰午後５時45分〜８時半li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c30人

（先着）y一般2,500円（2,000円）、小学生以下1,200円（1,000円） ※かっこ内は前
売り料金e電話かファクスで、９月16日以降に同園へ。

催 し

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

西部運動公園　テニススクールキャンペーン

　10月１日〜11月30日に入会した人は入会金、初月
レッスン料（８回分）が無料。詳細は問い合わせを。d

平日午前９時〜午後１時の間でクラス別に開講（連続
講座）※受講日時は入会後に調整li同公園（西区
飯盛）a811-5625f811-0549c10人（先着）yレッス
ン料（８回分）＝１万500円e電話か来所で、９月15日以
降に同公園へ。

講座・教室

花畑園芸公園　①秋の山野草展示会②園芸講座「種子の話
（自家採種、保存、発芽）」③スケッチ大会

　③は画板、クレヨンを無料で貸し出し
ます（数に限りあり）。d①10月３日㈯、４
日㈰午前９時〜午後４時半②10月７日㈬
午後１時半〜３時半③10月10日㈯、11日
㈰午前９時〜午後４時li同公園（南区
柏原七丁目）a565-5114f565-3754t①
②不問③小学生以下（保護者同伴）c①
③なし②30人（先着）y無料e①③不要
②電話かファクスで、９月30日以降に同
公園へ。

催 し

昨
年
の
ス
ケ
ッ
チ
大
会
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26
●土

3オンライン一般公開研修会
「コロナ禍の子どもと家族〜精神科医の視点から〜」

　九州大学大学院教授の黒木俊秀氏が話します。ウェブ会議サービス
「Zoom（ズーム）」を利用したオンライン研修会。詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。d午後１時半〜４時iＳＯＳ子どもの村
JAPAN事務局a737-8655m senmon@sosjapan.orgc50人（先着）y一
般1,000円、学生は無料eメールかホームページで受け付けます。定
員を超えた場合のみ通知。

9/

26
●土

4ココロンセミナー　
ハンセン病家族からのメッセージ〜思いよ 届け〜

　ハンセン病家族訴訟原告団副団長の黄光男（ファン グァンナム）さ
んが話します。d午後２時〜４時lあいあいセンター７階（中央区長浜
一丁目）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 jin
kenkeihatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp）で問い合わせ先へ。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。

9/

27
●日

3オンラインでプログラミング講習
〜Scratch（スクラッチ）でゲーム作り〜

　オンライン講習会。保護者と一緒に参加してください。詳細はホー
ムページで確認を。d午後３時〜５時iエンジニアカフェa080-6742-
7231m info@engineercafe.jpt小学３・４年生のプログラミング初心
者c８人（先着）y無料eホームページで９月15日以降に受け付けま
す。

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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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。

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

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（ライン）ア
カウントを使ってもログインでき
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端末 アンドロイド端末

ダウンロードはこちらから

「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

10/

10
●土

2今宿野外活動センター　みんなでヨガ

　芝生広場で行います。18歳未満は保護者同伴。d午前10時〜11時
半li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115c15人

（先着）y500円、小学生以下無料n小学生以下（無料。申し込み時に
予約を。先着順）e電話で９月19日以降に同センターへ。ホームペー
ジでも受け付けます。

10/

10
●土

3市文学館常設展示関連講座　檀一雄にみる「生きる力」　
檀一雄と太宰治 共通点と相違点

　久留米大学客員教授の浦田義和氏が話します。d午後２時〜３時半
（開場は１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a852-0606f852-0609c30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）で、９月
30日（必着）までに同課へ。落選者のみ10月１日以降に通知。

10/

10
●土
他

2今津リフレッシュ農園　サツマイモ収穫体験

　１口10株程度収穫し、持ち帰ります。d10月10日㈯、11日㈰、17日㈯、
18日㈰午前９時〜午後４時li同農園（西区
今津）a806-2565f806-2570t市内に住む
人c500組（抽選。１組１口）y１口1,000円e

往復はがき（〒819-0165西区今津5685）に代
表者の応募事項と希望日（変更不可）を書い
て９月15日〜25日（必着）に同農園へ（１組１
通）。来所でも受け付けます（往復はがきを
持参してください）。

10/

10
●土
他

3キッズフォレスタークラブ 
〜ふくおかの森を知ろう・守ろう〜　

　水源を守る機能を持つ水源かん養林（早良区曲渕）で森の観察、手
入れを行います。d10月10日㈯、11月７日㈯午後１時半〜４時 ※内容
は同じl集合・解散は早良区飯場 ※入部出張所からの送迎もありi

環境調整課a733-5389f733-5592t小学生以上（小学生は保護者同
伴）c７組（先着。１組４人まで）y無料e電話かファクス、メール（m k-
chosei.EB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日、参加人数、送迎を
利用する場合はその旨も書いて、９月15日以降に同課へ。

10/

11
●日
他

3 R60倶
く ら ぶ

楽部 「年越しそばに間に合う そば打ち教室」

　打ったそばは、昼食で食べます。３人分のそば・つゆを持ち帰ること
ができます。d10月11日㈰、11月８日㈰、12月６日㈰午前10時〜午後２
時 ※内容は同じlアミカス（南区高宮三丁目）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８人

（抽選）y2,000円e電話かメールに応募事項と希望日を書いて、９月
15日〜30日に同事務局へ。当選者のみ通知。

10/

13
●火

3シニアのための筋力＆脳トレ講座 
〜生活不活発病を予防しよう〜

　外出自粛により低下した筋力や脳の働きを取り戻すために自宅で
簡単にできるトレーニング方法などを学びます。d午後１時半〜３時
半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 csg
kouza@city.fukuoka.lg.jp）で、９月29日（必着）までに同課へ。

10/

13
●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（エクセル応用）

d10月13日〜11月17日の火曜日午前10時〜正午（11月３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18歳以上で肢体または内部障がいのある人c６人

（抽選）y1,300円e電話かファクス、メール（m sawara-friend@nonoha
na.or.jp）、来所で、９月15日〜25日に同ホームへ。

10/

15
●木
他

3ホームヘルパースキルアップ研修 ①精神疾患の理解と
対応について②視覚障がい者への理解と対応

d10月①15日㈭午後２時〜３時半②21日㈬午後１時〜３時20分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現職のホームヘルパー、サービス提供
責任者などc各50人（いずれも先着）y無料eホームページに掲載、
または障がい者基幹相談支援センター（あいあいセンター４階）で配
布する申込書を同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

サツマイモ

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年９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

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



10/

25
●日

2臨海３Ｒステーション　秋の元気フェスタ

　木のネームプレート作りなど３Rものづくりワークショップ、なぞとき
宝探しのイベントを実施。詳細は問い合わせを。d午前10時〜午後３
時li同ステーション（東区箱崎ふ頭四丁目）a642-4641f642-4598 
y入場無料e不要

10/

31
●土

2博多障がい者フレンドホーム　
革工芸にチャレンジ 〜小物作り〜

　コインケースなどを作ります。18歳以下は保護者同伴。d午前10時
〜正午li同ホーム（博多区西月隈五丁目）a586-1360f586-1397 
c10人（抽選）y900円e電話かはがき（〒812-0857博多区西月隈５-６-
１）、ファクスに応募事項と介助者や保護者等と参加する場合はその人
数を書いて、９月15日〜10月17日（必着）に同ホームへ。来所でも受け
付けます。

10/

31
●土

2県みんなの森
も り

林づくり　
〜「水源の森づくり」学習活動共催〜

　県立四王寺県民の森（粕屋郡宇美町四王寺）で学習会と植樹活動
を行います。小学生以下は保護者同伴。d午前10時〜午後２時l集合
は現地 ※日本銀行（中央区天神四丁目）前からの送迎バスもありi

県水源の森基金a732-5450f733-8872c50人（先着）y無料eはがき
（〒810-0001中央区天神３-14-31）かファクス、メール（m f-suigen@delu
xe.ocn.ne.jp）に応募事項と送迎バス利用の有無を書いて、９月15日以
降に問い合わせ先へ。

11/

6
●金
他

3初心者なぎなた教室

d11月６日〜来年１月22日の金曜日午前11時〜午後１時（12月25日、１
月１日を除く。連続講座）l南体育館（南区塩原二丁目）i市なぎなた
連盟事務局af523-6426c15人（抽選）y無料（保険料別）e往復は
がき（〒815-0071南区平和１-２-10-501）かファクス、メール（m fukunagi
nata@gmail.com）で、10月23日（必着）までに同事務局へ。

10/

17
●土

3市総合体育館　ノルディックウォーキング講習会

　２本のポールを使った、運動効果の高い歩き方を学びます（施設周
辺を３km程度歩きます）。初心者向け。d午前10時〜正午li同体育館

（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318t18歳以上c10人（先
着）y500円e電話か来所で、９月15日以降に同体育館へ。

10/

18
●日

4生きものと私たちのくらしトーク・カフェ
「自然の中であそぶことの大切さ〜安心感と自立〜」

　臨床心理士の吉村春生氏が話します。オンラインでの参加も可（先
着25人）。詳細はホームページで確認を。d午後２時〜４時liまも
るーむ福岡（中央区地行浜二丁目）a831-0669f831-0670t小学生以
上（小学生は保護者同伴）c25人（先着）y無料e電話かメール（m 
mamoroom＠fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、９月16日午前10時以降に同
施設へ。オンライン参加の場合はホームページで申し込みを。

10/

18
●日

2探せ、干潟の生き物 〜干潟生物調査のご案内〜

　国内有数の渡り鳥の飛来地として知られる和白干潟に生息する生
き物を探します。集合・解散は雁の巣レクリエーションセンター（東区
奈多）。d午後２時半〜５時l奈多海岸（東区奈多）i環境調整課
a733-5389f733-5592t小学生以上（小学生は保護者同伴）c30人

（先着）y無料e電話かメール（m k-chosei.EB@city.fukuoka.lg.jp）、
来所（市役所13階）で、９月15日以降に同課へ。定員を超えた場合のみ
通知。

10/

24
●土
他

2かなたけの里公園　サツマイモ収穫体験

d10月24日㈯、25日㈰午前10時〜正午、午後２時〜４時li同公園（西
区金武）a811-5118f400-0147c各回100口（抽選）y１口（４株）600円
e往復はがき（〒819-0035西区金武1367）に代表者の応募事項と参加
人数、希望口数（１組２口まで）、希望日と午前・午後の希望を書いて９
月15日〜10月７日（消印有効）に同公園へ。

10/

24
●土
他

2海の中道青少年海の家　それいけ 海の冒険団

　夜の水族館での観察など、海の生物について学ぶ宿泊体験学習で
す。d10月24日㈯午前10時半〜25日㈰午後１時半（１泊２日）li海の
中道青少年海の家（東区西戸
崎 ）a603-2700f603-2782t

小学４年〜中学生c30人（抽
選）y5,500円eメール（m hp- 
inquiry@uminaka.fukuoka-shize 
nnoie.jp）に応募事項と性別、
保護者氏名、メールアドレス
を書いて、９月30日（必着）ま
でに同施設へ（１人１通）。ホー
ムページでも受け付けます。

昨
年
の
同
イ
ベ
ン
ト

はかた伝統工芸館　①HAKATA JAPAN 20周年記念展
②「ミニツケル ハカタオリ」展

　①バッグや財布、テーブルウエアなど日常使いできる博多織の作品や新商品
を展示・販売。②博多手織り作家・荒木希代氏の博多織の生地や絹糸を使ったア
クセサリーやスカーフなどを展示・販売。d９月①10日㈭〜22日（火・祝）②24日㈭〜
29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）x水曜日li同館（博多区上川端町）a409-5450f409-5460y入場無料

催 し

①博多織五色献上「海の琥白（こはく）糖」 ①博多織×有田焼 豆皿博多伝統芸能館　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。d10月８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）y 

3,000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。

催 し

福北連携コーナー
松本清張記念館　直筆原稿で見る〜「点と線」のダイナミズム〜

　松本清張＝写真＝の代表作「点と
線」の直筆原稿や初単行本などを
展示。d９月11日㈮〜来年１月11日

（月・祝）午前９時半〜午後６時（入館は
５時半まで） ※12月29日㈫〜31日㈭
は休館li同館（北九州市小倉北
区城内）a093-582-2761f093-562-
2303y一般600円、中高生360円、小
学生240円

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



お知らせ
ひとり親家庭等医療証・重度障が
い者医療証の更新について

　【ひとり親家庭等医療証】更新申請
書をまだ提出していない人は、住所
地の区役所・出張所保険年金担当課
へ提出を【重度障がい者医療証】更新
に申請は原則不要ですが、市から別
途案内が郵送で届いた人は、内容を
確認の上、必要書類を同課へ提出し
てください。i各区役所・出張所同課
政治倫理審査会で市長、市議会
議員の資産などを審査しました

　「福岡市長の政治倫理に関する条
例」および「福岡市議会議員の政治倫
理に関する条例」に基づき、市長、市
議会議員の資産などについて、７月30
日に市政治倫理審査会で審査が行わ
れました。審査の対象は市長および
市議会議員の令和元年12月31日現在
の資産等報告書、令和元年分の所得
等報告書、令和２年４月１日現在の関
連会社等報告書です。各報告書の記
載事項等を審査した結果、特に指摘
すべき事項はないとの「審査報告書」
が提出されました。同報告書および
議事録は総務企画局総務課（市役所
８階）で閲覧できます。i同課a711-
4044f724-2098
西部工場・西部資源化センターの
ごみの受け入れを休止

　定期点検のため、10月１日㈭〜20日
㈫は同工場と同センター（西区拾六
町）のごみの受け入れを休止します。
iクリーンパーク・西部a891-3433f 

891-0171　
街区表示板が破損している場合
は連絡を

　折れ曲がったり割れたりした街区
表示板＝写真＝は事故につながる危
険性があります。発見した場合には街
区表示板通報コールセンターに連絡
を。i同コールセンターa0120-960-
703f716-7151

アスベストの分析調査や除去な
どの費用を助成します

　申請は11月27日まで。【対象建築
物・助成内容】解体の予定がない民間
建築物の ▽分析調査＝アスベストを
含む可能性がある吹き付け材の分析
調査費用（通常10万円程度。上限25
万円） ▽除去など＝多数の人が利用
する建築物のアスベスト除去・封じ込
め・囲い込みの工事費用の３分の２以
内（上限120万円。指定建築物の除去
工事に限り、上限300万円）。詳細は市
ホームページに掲載。i建築指導課
a711-4573f733-5584

緑のカーテンコンテスト 市民投票
　同コンテストの応募作品を９月23日
から市ホームページで公開し、市民投
票を実施します。【投票期間】９月23 
日〜10月２日i環境・エネルギー対策
課a711-4282f733-5592

昨年度の受賞作品

オクトーバー・ラン&ウォーク2020
　ウォーキングの部、ランニングの部
で10月の歩行・走行距離を競い、運動
習慣を身に付けます。詳細はホーム
ページで確認を。i同大会事務局 
m october@runners.co.jpy無料eそ
れぞれ指定アプリをダウンロードして
会員登録の上、イベントに申し込み
を。

ランニングの部のアプリはこちら

ウォーキングの部のアプリはこちら
iOS端末アンドロイド端末

iOS端末アンドロイド端末

市医療的ケア児在宅レスパイト事
業を開始します

　在宅で医療的ケア児の看護や介護
を行う家族の負担軽減を図るための
事業です。自宅以外でも訪問看護が
受けられるサービスを10月１日から開
始します。詳細は市ホームページで
確認するか問い合わせを。iこども
発達支援課a711-4178f733-5534

はやかけん定期券を買って地下
鉄オリジナルマスクをもらおう
キャンペーン

　交通系ICカード「はやかけん」の定
期券を購入した人の中から、抽選で
2,700人に水着素材のマスク＝写真＝
を進呈。定期券1カ月分ごとに１口応
募できます。詳細はホームページで
確認を。【対象期間】９月５日〜10月24
日購入分iお客様サービスセンター
a734-7800f734-7801

みんなでつくる「12.7億秒の記憶
展」の写真を募集

　市植物園開園40周年を記念して、
園内で撮影された写真を募集しま
す。同園のインスタグラムかツイッ
ターをフォローした上で、ハッシュタグ

「＃福岡市植物園」と「＃みんなでつく
る記憶展」を付けて投稿してくださ
い。抽選で40人に市植物園オリジナ
ル野帳=写真=を進呈します。詳細は
ホームページで確認を。【応募期間】9
月30日までi同園 a522-3210f522- 
3275

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
け付けは９月30日まで

　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は、９月30
日までです。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②
５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_kyugyoyoseigai_1@
jtb.com

公衆無線LAN（Wi-Fi）利用時の情報
漏えいに注意しましょう

　外出先等での公衆無線LAN（Wi-Fi）
の利用は便利ですが、通信内容が他
人に見られてしまうなどの危険も潜ん
でいます。個人情報を悪用されること
のないよう、IDやパスワード等のログ
イン情報やクレジットカード番号のよ
うな決済に関する情報等の入力は避
けましょう。i広報課 a711-4827 f 

732-1358

事業者向け支援策 出張相談会
　新型コロナウイルスに関する支援
策について、事業者からの相談に行
政書士や社会保険労務士が応じま
す。d９月①27日㈰午前10時〜午後４
時②30日㈬午後２時〜８時l①中央
市民センター（中央区赤坂二丁目）②
アミカス（南区高宮三丁目）i政策調
整課a711-4326f733-5593t市内の
中小企業、小規模事業者（個人事業主
を含む）c各22組（先着。１組30分ま
で）y無料e電話かファクス、メール

（m seisakuchosei.EPB@city.fukuoka.
lg.jp）で、いずれも９月23日までに同
課へ。
全国一斉電話相談 シニアの悩み
110番

　年金や遺産、相続、介護など高齢者
が抱えるさまざまな悩みや問題につ
いてシニアライフアドバイザーが相
談に応じます。【相談専用電話】a 

894-8001d９月26日㈯、27日㈰午前10
時〜午後５時i九州シニアライフアド
バイザー協会・福与a080-4724-6580 
f812-6580tおおむね60歳以上y無
料e不要

法の日週間無料法律相談会
　10月１日〜７日の法の日週間に法
律相談会を実施します。d10月１日
㈭、２日㈮、５日㈪、６日㈫、７日㈬午前
10時〜午後０時半、午後１時〜３時半
li天神弁護士センター（中央区渡
辺通五丁目）a741-3208f752-1330 
c72人（先着）y無料e電話かファク
スで、９月17日以降に同センターへ。
不動産鑑定士による不動産の無
料相談会

　土地の価格や有効利用など不動産
に関する相談に応じます。d10月７日
㈬午前10時〜午後４時li県不動産
鑑定士協会（博多区祇園町）a283-
6255f283-6256t県内に住む人y無
料e電話かファクスで、９月15日〜10
月６日に同協会へ。

相 談
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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

お知
らせ 相談

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



NPOのための税理士による会計・
税務個別相談

　決算書の作り方や税金の手続き方
法などの相談に応じます。対面の他、
オンラインや電話も可。d第１金曜日

（来年１月のみ第２金曜日）午前10時
半、11時半、午後０時半から（各50分）
lNP0・ボランティア交流センターあ
すみん（中央区今泉一丁目）i市民公
益活動推進課a711-4927f733-5768 
t市内のボランティア団体、NPO法人
などc各回１組（先着）y無料e電話
かファクス、メール（m koeki.CAB@city.
fukuoka.lg.jp）に応募事項と団体名、希
望日時（第２希望まで）、相談内容、相
談方法を書いて、希望日の前日の正
午までに同課へ。来所（市役所７階）、
市ホームページでも受け付けます。

しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　①アーク溶接特別教育講習②ファ
イナンシャル・プランナー２級学科短
期集中講習③パソコン「わかりやすい
ワードプレス」講習④インテリアコー
ディネーター２次資格試験対策講習
⑤パソコン「パワーポイント２日でマ
スター」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18日〜
11月１日の日曜日午前８時半〜午後５
時半②10月27日〜12月18日の火・金

　※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。

曜日（11月３日を除く）午後７時〜９時
③10月30日〜12月11日の火・金曜日

（11月３日を除く）午後７時〜９時④11
月６日〜12月１日の火・金曜日午後６
時半〜９時⑤11月７日㈯、８日㈰午前９
時〜午後５時li同協会（東区千早
五丁目）a671-6831f672-2133t①不
問②ファイナンシャル・プランナー２級
受験予定者③パソコンの基本操作が
できる人④インテリアコーディネー
ター２次資格試験受験予定者⑤ワー
ドの基本操作ができる人c①30人②
④⑤20人③15人（いずれも先着）y①
１万3,000円②３万円③２万5,000円④
２万円⑤１万6,000円e電話か来所で、
９月①②③16日④⑤17日以降に同協
会へ。

地域ネット支援員を募集
　博多区地域保健福祉課で、医療、介
護、保健などの関係機関と連携し、高
齢者の在宅支援に関する業務に従
事。【資格】次の全てを満たす人。他要
件あり ▽看護師か保健師の有資格者

▽介護支援専門員の資格を有し、高
齢者の在宅支援や介護の現場で実務
経験がある ▽普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ車限定免許を含む）を有する【任用
期間】11月１日〜来年３月31日（再任
用あり）【募集案内・申込書の配布】情
報プラザ（市役所１階）、各区地域保健
福祉課で。市ホームページにも掲載

【申込期間】９月15日〜25日（必着）i

博多区地域保健福祉課a419-1099 
f441-0057
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
見学なども可能（要登録 ※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。d10月１日㈭午前10時〜午後
３時lハローワーク福岡西（西区姪浜
駅南三丁目）i同センターa711-6808 
f733-5718y無料e不要

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。d10月24日㈯午前９
時半〜正午lふくふくプラザ（中央区
荒戸三丁目）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）c25人（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10月９日までに申
し込みを）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、９月
15日以降に同課へ。来所（市役所13
階）、市ホームページでも受け付けま
す。
中高年求職者向け ①フォークリ
フト運転技能講座②介護職員初
任者研修

　日程など詳細は情報プラザ（市役
所１階）、ハローワーク（公共職業安定
所）などで配布する申込書やホーム
ページで確認するか問い合わせを。
l①南市民センター（南区塩原二丁
目）②福祉研究カレッジ（中央区清川
一丁目）i県中高年就職支援セン
ターa477-6088f477-6091tおおむ
ね40歳以上（64歳まで）の求職者c①
20人②24人（いずれも抽選）y無料e

申込書を10月①６日②26日（いずれも
必着）までに問い合わせ先へ。当選者

のみ通知。
魅力ある職場づくりに取り組む企
業を募集

　11月20日㈮、来年１月21日㈭、３月５
日㈮にワークショップを開催するほ
か、アドバイザーが個別に相談に応じ
ます。詳細は問い合わせを。l天神チ
クモクビル（中央区天神三丁目）ほか
i県働き方改革地域実践事業運営事
務局a713-8631f721-9665t県内の
企業c30社（先着）y無料eファクス
かホームページで問い合わせ先へ。

スマホはこちらから

障害者職業能力開発校の訓練生
を募集

　詳細は問い合わせを。【入校日】来
年４月９日㈮【申込期間】10月７日まで
i福岡障害者職業能力開発校a093-
741-5431f093-741-1340、ハローワー
ク ▽ 福岡東a672-8609f672-3000 ▽

福岡中央a712-8609f711-1192 ▽ 福
岡南a513-8609f574-6554 ▽ 福岡西
a881-8609f883-5871

９・10月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③の集合・解散は舞鶴公園内多聞櫓（たもんやぐら・中
央区城内）。雨天中止。c①各20人②15人③なし④20組（いずれも先着。④は１組１
個）y①〜③無料④100円e①②当日正午から整理券を配布③不要④電話かファ
クス、来所で、10月１日以降に同施設へ。

内容 日時 対象

①みんなであそぼう（ドッヂビー） ９／21（月・祝）13:30〜、14:05〜
（各25分程度） 小中高生

②ふれあいひろば（おはなし会） ９／27㈰14:00〜15:00 幼児〜高校生

③自然のなかであそぼう（ドングリ拾いや落
ち葉あそびなど） 10／１㈭13:00〜15:00 乳幼児

④おもちゃ病院 10／18㈰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。

休日健診（総合健診）
d①〜⑪10月４日㈰、11日㈰、24日㈯、25
日㈰、31日㈯午前８時半〜10時半⑫10月
４日㈰、24日㈯午前８時半〜10時半⑬10
月25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
　※10月４日㈰、24日㈯、25日㈰は、⑦の検
診を女性医師が行います。①②⑥の健（検）
診は全日程女性医師および女性技師です。

映像ホール・シネラ　10月上映スケジュール
インドネシア映画特集
４日㈰ ドゥルの少年期（11）、三人姉妹（２）
７日㈬ 囚われの美女　ロロ・ムンドゥット（２）
８日㈭ 蚊帳の中（11）、母（２）
９日㈮ ドゥルの少年期（11）、三人姉妹（２）
10日㈯ 蚊帳の中（11）、囚われの美女　ロ

ロ・ムンドゥット（２）
11日㈰ ナガ・ボナール将軍（11）、母（２）
14日㈬ 青空がぼくの家（２）
15日㈭ 一切れのパンの愛（11）、ヌサ・プニ

ダ島（２）
16日㈮ ラマダンとラモナ（11）、ナガ・ボ

ナール将軍（２）
17日㈯ 青空がぼくの家（11）、ヌサ・プニダ島（２）
18日㈰ 一切れのパンの愛（11）、ラマダンと

ラモナ（２）

21日㈬ シェリナの大冒険（２）
22日㈭ クルドサック（11）、いきなり ダン

ドゥット（２）
23日㈮ 永遠探しの３日間（11）、虹の兵士たち

（２）
24日㈯ クルドサック（11）、シェリナの大冒険（２）
25日㈰ 永遠探しの３日間（11）、虹の兵士た

ち（２）
28日㈬ 聖なる踊子（２）
29日㈭ ティモール島アタンブア39℃（11）、

ジャングル・スクール（２）
30日㈮ いきなり ダンドゥット（11）、聖なる

踊子（２）
31日㈯ ティモール島アタンブア39℃（11）、

ジャングル・スクール（２）
　※（11）＝午前11時、（２）＝午後２時。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。

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

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）

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

国際ガールズデー 映画上映会 「ソニータ」
　難民生活を送り、家族のために結婚を
強いられている少女ソニータ。厳しい境
遇でも諦めず、ラップ（歌唱法の一つ）で
自らの運命を変えていったドキュメンタ
リー。d10月３日㈯午後２時〜３時40分
c50人（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９月23日までに申し込みを）e電
話かファクス、メール（m amikas@city.fu
kuoka.lg.jp）、来所で、９月15日以降に同
施設へ。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。

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
日は午後５時まで）x第２・最終火曜日

（祝休日のときは翌平日）。アミカス
図書室は第３火曜日も休み。
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福岡市政だより
令和２（2020）年９月15日 情報BOX9 しごと 相談 施設の情報



　※中学生以下は保護者同伴。申し込
みは往復はがきに応募事項と、③は
ポールの貸し出し希望の有無④はたき
火台持参の有無を書いて①②９月25日
③④10月２日（いずれも必着）までに同
施設へ。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。詳
細はホームページで確認するか問い合
わせを。
①森の自然かんさつ会
d10月18日㈰午前10時半〜午後０時半
c40人（抽選）y200円
②キノコ観察会
d10月18日㈰午後２時〜３時半t小学
生以上c10人（抽選）y200円
③森のウォーキング体験
d10月20日㈫午前10時半〜正午t18歳

　※いずれも入園料別。
おもと名品展
　万年青（おもと）を約100鉢展示。栽培
方法の指導もあり。d10月９日㈮〜11日
㈰y無料
旬の植物ガイド
　解説員の説明を聞きながら、園内の
植物を観察します。d10月10日㈯午後１
時半〜３時半（受け付けは１時から）c50
人（先着）y無料e不要
どんぐりの標本展
d10月13日㈫〜11月15日㈰y無料
秋の盆栽展
　約20点を展示。販売もあり。d10月16
日㈮〜18日㈰y入場無料

以上c５人（抽選）y200円（ポールレン
タル代別途500円）
④たき火ナイト
　まき割り体験をした後、たき火をしま
す。d10月24日㈯午後４時〜７時c12組

（抽選。１組５人まで）y１人200円（まき
代別途１束500円）

園芸講座 〜フラワーアレンジメント 基
礎講座〜
d11月６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、10月23日（必着）まで
に同園へ。ホームページでも受け付け
ます。

原田治展「かわいい」の発見
d９月12日㈯〜10月18日㈰午前９時半
〜午後６時（金・土曜日は８時まで。最終
日は５時まで） ※入室は閉室の30分前
までy一般1,200円、高大生900円、小中
学生500円

ハーブせっけん教室
　牛乳入りのせっけんなどを作ります。
d９月26日㈯午前10時半〜正午t小学
生以上（小学生のみの参加不可）c８組

（先着。１組３人まで）y１人1,000円e

ホームページで９月15日以降に受け付
けます。

　※申し込みは、はがきかファクスで、９
月15日〜30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。
バラエティークラス ZUMBA（ズンバ）
　ラテン音楽に合わせて踊るエクササ
イズです。d11月５日〜12月24日の木曜
日午後１時半〜２時半t18歳以上c15人

（抽選）y5,600円
放課後ダンス
　ダンスの基礎や振り付けを学びます。
d11月10日〜12月15日の火曜日午後５
時15分〜６時15分t小学生c12人（抽
選）y3,600円

　※いずれも無料。①②③⑤小学３年
生以下④⑥小学生は保護者同伴。申し
込みは①電話か来所で、当日午前10時
以降に同施設へ。②〜⑦電話かメール

（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所
で、９月16日午前10時以降に同施設へ。
①映像シアター「おうちがなくなる？」
　外来生物について学びます。d10月３
日㈯午前11時半〜正午c25人（先着）
②ゴマをすり潰したらどうなるの
　ゴマの性質や栄養について学びま
す。d10月10日㈯午前10時半〜11時t

小学１〜３年生c15人（先着）
③葉脈しおりを作ろう
　ヒイラギで葉脈しおりを作り、葉脈の
仕組みや光合成について学びます。
d10月11日㈰午前10時半〜正午t小学

生c15人（先着）
④環境DNA学会と連携「日本の海には
どんな魚がいる？環境DNAで調べる魚
類の多様性」
　同施設周辺で海水や川の水を採取
し、そこに生息する生物由来のDNAを調
べます。詳細はホームページで確認を。
d10月11日㈰午後１時半〜４時半 ※12
月20日㈰開催分への参加も必要t小学
５年〜中学生c10人（先着）

⑤特別講座「身近にみられるアリの多
様さ〜冬にも活動しているのかな〜」
　ヒアリの特徴や注意点についても学
びます。d10月17日㈯午後２時〜３時半
t小学生以上c25人（先着）
⑥特別講座「カブトガニ教室」
　講師は九州大学大学院 工学研究院 
准教授 清野聡子氏。カブトガニに実際
に触れながら、その生態や繁殖地であ
る今津干潟の環境について学びます。
d10月24日㈯午前10時半〜正午t小学
生以上c25人（先着）
⑦特別講座「身近な秋を見つけよう」
　同施設周辺の木の実や小さな生き物
を観察します。d10月25日㈰午前10時
半〜正午t小学生以上c25人（先着）

ミニ展示 外出支援用具　
　機能的な電動車いす＝写真＝などを
紹介します。d開催中〜９月30日㈬y無
料

祝うたァ！！博多松囃
ば や し

子展
　国の重要無形民俗文化財に指定され
た博多松囃子＝写真＝を関連文献の復
刻版や写真・映像などで紹介します。d

９月29日㈫〜11月30日㈪y無料（展示棟
入館料別）

９・10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y①⑦無料②③
⑥500円④1,000円⑤800円e①〜⑥は
がきかファクス、来所で、９月①③20日 
②⑥25日④⑤24日（いずれも必着）まで
に同施設へ。⑦電話かファクス、来所で、
希望日の３日前までに同施設へ。①〜⑥
は当選者のみ通知。

内容・日時 定員
①アオサの紙すき実験
９／27㈰10:00〜12:00

５組（抽
選。１組３
人まで）

②一重のフリル付き丸首ベスト作
り　10／１〜22の 木 曜 日13:00〜
16:00（10／８を除く。連続講座）

８人
（抽選）

③着物からドルマンスリーブの
チュニック作り　10／２〜16の金曜
日13:00〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

④初心者向けやさしいパッチワー
ク教室
10／６㈫〜11／28日㈯の原則火曜
日13:00〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

⑤衣類のリフォーム教室
10／７〜11／25の 水 曜 日13:00〜
16:00（連続講座）

８人
（抽選）

⑥端切れでパッチワークのスマホ
ケース作り
10／10〜31の土曜日13:00〜16:00

（10／24を除く。連続講座）

８人
（抽選）

⑦ハーブ入りリサイクルせっけん
作り　水曜日10:30〜11:30

各５人
(先着）

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第３月曜日（祝休日の
ときは翌平日）

アジア美術館
〒812-0027 博多区下川端町３-１
リバレインセンタービル７・８階
a263-1100 f263-1105
o午前９時半〜午後７時半（金・土曜日
は８時）x水曜日（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火曜日

（祝休日のときは翌平日）

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） ※10月８日㈭は休館

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

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）

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）

「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10時〜午後６時（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）

昨年のキノコ観察会

≪JILL≫ ⓒ Osamu Harada / KOJI HONPO

昨
年
の
園
芸
講
座

③傘の修理
10／14㈬、18㈰10:00〜13:00

各６人
（先着）

④傘布でエコバッグ作り
10／15㈭10:00〜13:00

10人
（抽選）

⑤ボランティアが教える包丁研ぎ
10／15㈭10:00〜12:00

４人
（抽選）

⑥エコクッキング
10／18㈰10:00〜13:00

7人
（抽選）

⑦木製のまな板削り
10／22㈭、24㈯10:00〜16:00

各11人
（先着）

⑧堆肥・菜園づくり相談会
10／22㈭14:00〜16:00

10人
（先着）

⑨親子de食品ロスおもしろクッキング
10／24㈯10:00〜13:00

５組
（抽選）

⑩生ごみリサイクル相談会
10／25㈰10:00〜11:30

10人
（先着）

⑪おもちゃの病院
10／25㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

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）

10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（⑨は小学生と保
護者）y①④200円②⑥500円⑨１組500
円③⑤⑦⑧⑩⑪無料（③⑪は部品代別）
e①②④⑤⑥⑨往復はがきかファクス、
来所で、①９月23日②⑤10月３日④10月
５日⑥10月８日⑨10月14日（いずれも必
着）までに同施設へ。ホームページでも
受け付けます。③⑦⑧⑩⑪電話かファク
ス、来所で、10月１日以降に同施設へ。

内容・日時 定員
①古布でぞうり作り
10／３㈯10:00〜13:00

９人
（抽選）

②らくらくリフォームソーイング
10／13〜11／17の火曜日10:00〜
13:00（11／３を除く。連続講座）

10人
（抽選）

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（祝休
日のときは翌平日）
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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

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


