
〒 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。

10/

３
●土
他

2老人福祉センター企画　「コロナ禍でも元気なシニアか
ら伝えたいメッセージ」パネル展示

　医療従事者への激励の気持ちなど、高齢者が伝えたい思いを表現
した言葉や絵を展示します。d10月３日㈯午前10時〜午後５時、４日㈰
午前９時〜午後４時l市役所１階多目的スペースi高齢福祉課a711-
4881f733-5587y無料

10/

５
●月
他

2障がい者雇用支援月間 ポスター原画入賞作品展示会

　全国の障がいのある児童・生徒の作品を中心とした絵画・写真を展
示します。d10月５日㈪〜８日㈭午前９時〜午後５時（５日は正午から。８
日は午後３時まで）l市役所１階多目的スペースi高齢・障害・求職者
雇用支援機構雇用開発課a043-297-9515f043-297-9547y無料

10/

５
●月
他

2依存症問題啓発パネル展

d10月５日㈪〜12日㈪午前９時〜午後５時（５日は正午から。12日は午
後３時まで）lあいれふ１階コミュニティプラザ（中央区舞鶴二丁目）
i精神保健福祉センターa737-8825f737-8827y無料

10/

７
●水

3老人福祉センター東香園　
高齢者の健康（うつ病予防と睡眠）

　臨床心理士から学びます。d正午〜午後１時li同園（東区香住ケ
丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳以上と家族c20人

（先着）y無料e電話かファクス、来所で、10月１日以降に同園へ。

10/

９
●金

2福岡の花と素敵な週末を過ごす「Ｗ
ウィークエンド

eekend Ｆ
フ ラ ワ ー

lower」
〜トーク＆ワークショップ〜

　筑豊地域で栽培されたトルコギキョウの展示や生産者によるトーク
ショー、フラワーアレンジメントワークショップ（午前11時、午後２時か
ら。抽選で各10人。要事前申し込み）などを開催。d午前11
時〜午後３時 l市役所１階多目的スペースi県花卉（か
き）農業協同組合a621-6767f621-5065y無料eワーク
ショップの申し込みは、ファクスで10月５日までに同組合
へ。ホームページでも受け付けます。当選者のみ通知。

10/

10
●土

2介護・福祉の魅力発見フェス
「ふくおかカイゴつながるプロジェクト」

　介護・福祉に関わる業界団体がつながり、介護・福祉の魅力を発信
するイベントを、今年はオンラインで開催します。介護従事者への感
謝等を伝える動画投稿など、各団体が趣向を凝らしたさまざまな企画
を届けます。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午前
10時〜午後５時iふくおかカイゴつながるプロジェクト事務局（福岡
介護福祉専門学校内）a645-0800m s-ogasawara@keiaien.orgy無料
e不要

10/

13
●火

3プロドッグトレーナーに学ぶ　
家庭犬との暮らし方セミナー

d午後２時〜４時l西市民センター（西区内浜一丁目）iふくおかどう
ぶつ相談室a891-1231f891-1259t市内に住む犬の飼い主、これか
ら飼う予定の人c７組（先着。１組２人まで）y無料e電話かファクス
で、10月１日以降に同相談室へ。

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９月16日時点のものです。

ＮＰО法人の設立説明会

　法人設立の手続きやメリット、発生する義務などについて説明します。d10月
13日〜来年３月９日の第２火曜日午後２時半〜４時 ※各回の内容は同じlあす
みん（中央区今泉一丁目）i市民公益活動推進課a711-4927f733-5768tNPO
法人の設立を考えている人などc各20人（先着）y無料e電話かファクス、メール

（m koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日、参加人数を書いて同課
へ。来所（市役所７階）、市ホームページでも受け付けます。

催 し
市民体育館　①Ｚ

ズ ン バ
ＵＭＢＡ②ボクシングエクササイズ

　いずれも連続講座。①はラテン系の音楽に合わせて踊るダンスエクササイズ
です。d①11月４日〜来年３月10日の水曜日午後８時〜９時（12月30日を除く）②
11月７日〜来年３月６日の土曜日午後１時半〜２時半（来年１月２日を除く）li同
体育館（博多区東公園）a641-9135f641-9139t18歳以上c各15人（抽選）y①
１万2,600円②１万1,900円eはがき（〒812-0045博多区東公園８-２）かファクスで、
10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。

講座・教室

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール　h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日
※カレンダーの日付は、イベント開催日（複数日ある場合はその初日）を記載しています。

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

情報BOX ※ご記入いただいた個人情報は適切に管理し、目的外には使用しません。
※講座・催しなどで、特に記載がないものは誰でも参加（申し込み）可。

応 募 事 項
電話以外で申し込む場合は次の 応募事項 を書いてください。
　● 催し名など（コースも） 　● 郵便番号・住所
　● 氏名（ふりがな）  　● 年齢
　● 電話番号   　● 小中高生は学年

福岡市政だより
令和２（2020）年10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

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（10月前半の日曜日）
10月４日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40） a681-3115
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26） a641-1100
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25） a721-5252
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45） a832-1100
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35） a821-4731
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12） a883-2525
10月11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

　※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。



10/

15
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　ベトナム・ハイズオン省出身のウェン・ゴック・ソンさんが、ふるさと
の街などについて日本語で話します。d午後６時半〜７時半li福岡
よかトピア国際交流財団（博多区店屋町 市国際会館）a262-1744f 

262-2700c20人（先着）y500円（外国人学生は無料）e電話かファク
ス、メール（m attaka@fcif.or.jp）、来所で、同財団へ。

10/

15
●木
他

2博多ガイドの会 博多昔話コース（驚きの博多伝説）

　博多で今も語り継がれる「伝説」にちなんだ場所を巡ります。d10月
15日㈭、16日㈮午後１時半〜３時半l集合は東長寺山門前（博多区御
供所町）i博多区企画振興課a419-1012f434-0053t小学生以上（小
学生は保護者同伴）c各10人（先着）y700円e電話で10月１日午前９
時以降に同課へ。

10/

16
●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、10月１日以降に同園へ。

10/

17
●土

3舞鶴公園　
「ハロウィンアレンジメントづくり」

　同公園の木の実を使って作ります。小学生以下は保護者同伴。d午
前10時半〜午後０時半li同公園（中央区城内） a781-2153f715-
7590c12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）で、10月１日〜７日（必着）
に同公園へ。当選者のみ通知。

10/

17
●土

3花畑園芸公園　園芸講座
「プランターでのフルーツ栽培講座（桃・ブドウなど）」

d午後１時半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f 

565-3754c30人（先着）y無料e電話かファクスで、10月10日以降に
同公園へ。

10/

18
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園　
カサブランカの鉢植え講座

d午前10時〜正午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881 
f587-0883c10人（先着）y3,000円e電話かファクスで、10月１日午前
10時以降に同農園へ。

10/

22
●木

2東区、よかまち・よかとこ歩
さ

・歩
ん

・歩
ぽ

「ふる里わじろ歴史探訪」
　新開築堤記念碑や四社神社、塩浜観音堂などを巡ります。d午前10
時〜午後０時半l集合は和白公民館前（東区和白三丁目）i東区歴史
ガイドボランティア連絡会・栁瀬a090-2966-8186f661-8228c30人

（抽選）y300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10月12日（必着）までに東区生涯学習推進課へ。

10/

22
●木

3さざんぴあ博多　フラワーアレンジメント教室

　ハロウィーンをテーマに作ります。d午後１時〜２時liさざんぴ
あ博多（博多区南本町二丁目）a502-8570f502-8571c10人（先着）
y1,500円e電話か来所で、10月２日以降に問い合わせ先へ。

10/

23
●金

2特別ラジオ番組
「ラブアース・クリーンアップ きれいな海を未来へ」

　九州大学応用力学研究所教授の磯辺篤彦氏から海洋ごみ問題に
ついて学ぶ特別番組を放送します。海洋ごみ問題に取り組む行動を
インスタグラムかフェイスブックに投稿すると抽選でプレゼントがも
らえるキャンペーンも開催（10月１日〜来年２月28日。市内に住む人が
対象）。詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを。d午後７
時半〜55分iラブエフエム国際放送a734-5462f734-1982

10/

24
●土

2もーもーらんど油山牧場　温泉＆牧場で遊ぶバイ

　バスで同牧場（南区柏原）に移動し、バター作りや搾乳体験をしま
す。集合・解散は温泉施設の那珂川清滝（那珂川市南面里）。d午前11
時半〜午後３時半i同牧場a865-7020f865-7040t４歳以上（小学生
以下のみの参加不可）c18人（先着）y中学生以上2,000円、小学生以
下1,600円eホームページで10月１日以降に受け付けます。電話の場
合は那珂川清滝（a952-8848）へ。

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、入部・西部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a711-4016f 

732-1358

広報課からの
お知らせ

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

かなたけの里公園　はじめての薬膳料理教室

　講師は国際中医薬膳マイスターの永野貴子氏。d ▽第１期＝10月13日㈫、11
月10日㈫、12月８日㈫ ▽第２期＝来年１月12日㈫、２月９日㈫、３月９日㈫午前10時
〜午後２時（いずれも連続講座）li同公園（西区金武）a811-5118f400-0147 
c各期12人（先着）y各期6,000円e電話か来所で、10月１日以降に同公園へ。

講座・教室

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年10月１日 14

●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。



10/

24
●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。d10月24日㈯、25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15組（先着）y無料e電話かファ
クスで、10月１日以降に同センターへ。

10/

25
●日

3老人福祉センター若久園　陶芸体験会

　講師は高取焼味楽窯の妙見鉄也氏ほか。d午後１時〜３時li同園
（南区若久六丁目）a511-7255f511-7558t市内に住む20歳以上c８
人（抽選）y500円e電話か来所で、10月１日〜15日に同園へ。

10/

28
●水

3精神保健福祉センター　こころの病ピアサポート講座

　体験談やグループピアカウンセリングなど。d午後１時半〜４時半
lあいれふ10階講堂（中央区舞鶴二丁目）i同センターa737-8825 
f737-8827c50人（先着）y無料eはがき（〒811-0073中央区舞鶴２-５-
１）かファクス、メール（m seishinhoken.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）で、10
月１日以降に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

10/

30
●金

3緑のコーディネーターによる体験講座 
長く楽しめるドライフラワーのナチュラルリース

　ドライフラワーやプリザーブドフラワーを使っ
たリース＝写真＝を作ります。小学生以下は保護
者同伴。d午後２時〜４時lなみきスクエア（東区
千早四丁目）i市緑のまちづくり協会みどり課
a822-5832f822-5848c12人（抽選）y1,300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）に応募事項を
書いて、10月９日（必着）までに同課へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

10/

30
●金
他

3こころの健康づくりセミナ ー ①うつ病とはどんな病
気？②うつ病予防のためのストレスケア

d①10月30日㈮②11月６日㈮いずれも午後２時〜４時 ※希望回のみ
参加可l南区保健福祉センター（南区塩原三丁目）i南区健康課
a559-5118f541-9914c各回15人（先着）y無料e電話かファクス、
来所（同センター内）で、10月１日以降に同課へ。

11/

５
●木

3高齢期の住まい方セミナー

　講師は、エイジング・デザイン研究所代表の山中由美氏。①しっかり
学ぶ基礎知識 高齢者住宅の種類と特徴②コロナ禍と高齢期の暮らし 
在宅派も住み替え派も準備するべきこと—の２部構成。d①午前11
時〜午後１時②午後２時〜４時l天神ビル11階（中央区天神二丁目）
i住宅計画課a711-4279f733-5589t市内に住むか通勤する人c各
80人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m j-keikaku.HUPB@city.
fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望時間（両方も可）を書いて、10月５日以
降に同課へ。定員を超えた場合のみ通知。

11/

７
●土
他

3市福祉有償運送運転者講習会

　要介護者や障がい者などの移送サービスを行うボランティア運転
手を養成。d11月７日㈯午前９時〜午後６時半、８日㈰午前９時〜11時半

（連続講座）lマイマイスクール花畑（南区花畑四丁目）i高齢福祉
課a711-4881f733-5587t市内の福祉有償運送実施団体登録者およ
び登録予定者（定員に満たない場合は前記対象者以外も可）c20人

（抽選）y1,000円（前記対象者以外は１万5,000円）e９月28日から市
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
申込書を10月１日〜20日に同課へ。

11/

７
●土
他

3市障がい者初級スポーツ指導員養成講習会

　連続講座。障がい者スポーツの安全管理などを学びます。時間など
詳細は問い合わせを。d11月７日㈯、８日㈰、22日㈰、23日（月・祝）lさん・
さんプラザ（南区清水一丁目）i市障がい者スポーツ協会a781-
0561f781-0565t18歳以上（令和２年４月１日現在）c15人（抽選）
y7,000円（資格申請料および登録料別途9,300円）eホームページに
掲載、またはさん・さんプラザ、同協会（中央区荒戸三丁目）、情報プラ
ザ（市役所１階）で配布する申込書を９月28日〜10月12日（必着）に同
協会へ。

アジア美術館　コレクション展
「久しぶりに再会してとてもうれしい コロナの日々を生きる」

d開催中〜12月25日㈮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水曜日li

同美術館（博多区下川端町 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

スヴァーイ・ケーン（カンボジア）
《久しぶりに再会してとてもうれしい》

1997年

南障がい者フレンドホーム　①手縫いでちくちくペアルッ
ク②海の中道海浜公園へピクニック

d①10月17日㈯、31日㈯、11月７日㈯午後１時〜３時（連続講座）②10月24日㈯午
前11時〜午後２時l①同ホーム（南区清水一丁目）②集合・解散は海の中道海浜
公園（東区西戸崎）i同ホームa541-5858f541-5856t①市内に住む障がいの
ある人の保護者（介助者も可）②市内に住む障がいのある人（介助者の同伴可）
c①６人②10人程度（いずれも抽選）y①1,400円②実費（食事代など）e電話か
ファクス、メール（m minami-friend03@c-fukushin.or.jp）に応募事項と②は障がい
の名称を書いて、10月①８日②15日までに同ホームへ。来所でも受け付けます。

催 し

精神保健福祉センター

　いずれも連続講座。事前面談あり。詳細は問い合わせを。lあいれふ（中央区
舞鶴二丁目）i同センターa737-8825f737-8827y無料e電話（a737-8829 火・
木曜日午前10時〜午後１時）かファクスで同センターへ（②は10月13日締め切り）。

内容 日時 対象 定員
（先着）

①アルコールの問題を抱
える家族のための教室

11月〜来年３月の原則第
１水曜日14:00〜16:00

飲酒問題に悩む
家族 10人

②ひきこもりの問題を抱
える家族のための教室

11月〜来年３月の原則第
２水曜日14:00〜16:00

引きこもり者の
家族 15人

③薬物の問題を抱える家
族のための教室

11月〜来年３月の原則第
３水曜日14:00〜16:00

薬物依存問題に
悩む家族 10人

④薬物依存症回復支援プ
ログラム〜薬物をやめた
い人・やめ続けたい人へ
のプログラム〜

第２・４金曜日
（時間など詳細は問い合
わせを）

薬物使用をやめ
たい（やめ続けた
い）人

10人

講座・教室

子どもと保護者の心を健やかに育む
「子育て応援サロン会」

　①ガミガミ言わない子育て講座②子育てに役立つアンガーマネジメント講
座・子育てコーチング講座。オンラインでの参加も可。詳細はホームページで確
認を。d10月①２日㈮②９日㈮いずれも午前10時半〜午後０時半lＴＮＣ放送会館

（早良区百道浜二丁目）iWing-Wing（ウイングウイング）a070-5278-4204m info 
@wing-wing.orgt小学生以下の子どもの保護者（子ども同伴可）c各10人（先着）
y無料eホームページで10月１日以降に受け付けます。

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

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。



11/

７
●土

3スポーツ体験塾　サッカー教室

　福岡Ｊ・アンクラスの選手らが指導します。d午後２時〜４時l市民
体育館（博多区東公園）i市スポーツ協会a645-1233f645-1220t小
学生c30人（抽選）y無料e10月１日〜14日にホームページで受け付
けます。当選者のみ通知。

11/

８
●日

3西障がい者フレンドホーム　冬の絵手紙教室

　冬の草花や季節のものをモチーフに年賀状などを作ります。d午
前10時〜正午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c10人（抽選）y200円e電話かは
がき（〒819-0005西区内浜１‐５‐54）、ファクス、来所で、10月１日〜15日

（必着）に同ホームへ。

11/

11
●水

3地域コミュニケーションに役立つ博多弁講座
〜気持ちが伝わる方言のススメ〜

　講師は筑紫女学園大学文学部教授の中村萬里氏。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c25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、10月27日（必着）までに同課へ。

11/

14
●土
他

2海の中道青少年海の家　秋のファミリーキャンプ

　日時計の作成やバードウオッチングなどをします。d11月14日㈯午
後４時〜15日㈰午前11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〜中学生と保護者のペ
アc10組（抽選）y大人4,700円、小学４年〜中学生4,000円eメール（m 
hp-inquiry@uminaka.fukuoka-shizennoie.jp）に参加者全員の応募事項
と性別、代表者のメールアドレスを書いて10月20日までに同施設へ。
ホームページでも受け付けます。

11/

17
●火
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。d11月17日㈫、19日㈭、20日㈮午前10時〜午
後３時（20日は２時半まで。連続講座）l西市民センター（西区内浜一
丁目）i福岡ファミリー・サポート・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n６カ月〜就学前（無料。11月10日までに要
申し込み。抽選）e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）、ファ
クス、メール（m f-support@fukuoka-shakyo.or.jp）で、10月１日以降に
問い合わせ先へ。定員を超えた場合のみ通知。

11/

21
●土

4世界アルツハイマーデー記念講演会「認知症の人に寄りそう
とは」何が人を元気にする 認知症の人に寄りそう作業療法

　講師は京都橘大学健康科学部作業療法学科主任教授の小川敬之
氏。d午後１時〜３時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i認知
症の人と家族の会福岡県支部af771-8595t県内に住む人c100人

（先着）y無料eファクスかメール（m alzheimer.fukuoka@gmail.com）
で同支部へ。

11/

25
●水

3建物の維持保全セミナー
「建物改修における省エネルギー対策について」

　県建築士事務所協会に所属する建築士から学びます。d午後２時〜
４時l市場会館２階（中央区長浜三丁目）i市施設整備公社総務課
a738-7221f738-7230t市内に住むか通勤・通学する18歳以上c50人

（先着）y無料e電話かファクス、メール（m seibicop@circus.ocn.ne.
jp）に応募事項と参加人数を書いて、10月１日以降に同課へ。定員を超
えた場合のみ通知。

12/

19
●土

3松風園　季節の室
しつらい

礼とおもてなし 冬編
〜一年の締めを託し、来る年の運を願う冬〜

　室礼とは季節や人生の節目に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。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）af524-8264c各10人（先着）y3,500円

（入園料別）e電話で10月19日午前９時以降に同園へ。雁の巣レクリエーションセンター

　詳細は問い合わせを。①初心者向けのテニス教室（チケット制）。初回のみ保
護者同伴。体験レッスン（１回1,100円）もあり。②自転車の乗り方を学びます。雨
天中止。③初心者向け。li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①
４歳〜中学生②４歳〜小学生と保護者のペア③初めてテニスをする５歳〜小学３
年生e①メール（m t-style26@chic.ocn.ne.jp）で「T-style26 TENNIS CLUB.」へ。随
時受け付け。②当日午後３時半から管理事務所で受け付け。③往復はがき

（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスで、10月17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。

内容 日時 定員 費用

①雁の巣ジュニアテニスス
クール　はじめてクラス

10／３〜来年３／27の
土曜日（１／２、３／20を
除く。連続講座）15:00
〜16:00

40人
（先着）

3,300円
（４回分）

②ガンレクじてんしゃ教室 月曜日16:00〜17:00 ５組
（先着） １組500円

③雁の巣ジュニアテニス
教室 10／25㈰10:00〜12:00 30人

（抽選） 600円

講座・教室

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

「福岡市政だよりW
ウェブ
EB版」のご案内

　市政だよりの記事を、「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

市科学館　プラネタリウム 宙
そらがた

語り
「宙くんのクイズ 秋の星空編」

　時間など詳細はホームページで確認を。d開催中〜12月７日㈪ ※各回45分
li同館（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-2530c各回105人（先着）y

大人510円、高校生310円、小中学生200円、未就学児無料e当日同館でチケット
を販売。

催 し

花畑園芸公園　ミカン狩り

　１人当たり約２㎏を収穫できます。d11月①１日㈰②７日㈯③８日㈰④14日㈯
⑤15日㈰⑥21日㈯⑦22日㈰午前11時、午後２
時から（各30分）li同公園（南区柏原七丁目）
a565-5114f565-3754c各回200人（抽選）y

小学生以上300円、未就学児・市内に住む65歳
以上無料e往復はがき（〒811-1353南区柏原７
-571-１）に参加者全員の応募事項と希望日（時
間指定不可）を書いて10月①10日②③16日④
⑤23日⑥⑦30日（いずれも必着）までに同公園
へ。来所でも受け付けます（往復はがきを持参
してください）。

催 し

昨年のミカン狩り

情報BOX 福岡市政だより
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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



在宅でできる音訳ボランティアを
募集

　視覚障がい者のために雑誌、本を
音訳するボランティアを募集。録音に
はパソコンを使用。ボランティアにな
るためには講習会（平日午前10時半
から、月２回程度。テキスト代880円が
必要）への全参加が必要。10月30日㈮
に事前説明、面接、音声テストを行い
ます。詳細は問い合わせを。li点字
図書館（早良区百道浜三丁目 市総合
図書館内）a852-0555f852-0556t

講習会受講後に継続して活動できる人
（学生は不可）c10人（選考）eはがき
（〒814-0001早良区百道浜３-７-１）か
ファクスに応募事項と職業、志望動機
を書いて、10月20日（消印有効）まで
に点字図書館へ。来所、ホームページ
でも受け付けます。
アジア美術館 貸しギャラリーの
利用希望者を追加募集

　10月〜来年６月の利用者を募集。
空室状況を電話確認の上、申請書の
提出を。随時受け付け。【申請書の配
布】同美術館（博多区下川端町 リバレ
インセンタービル８階）で。ホーム
ページにも掲載。i同美術館運営課
a263-1100f263-1105

建物の外壁等の安全点検を
　建物の外壁等の落下は人命に関わ
る恐れがあります。建物の所有者、管
理者、占有者は事故を未然に防止す
るため定期的な点検・補修を行い、建
物を維持管理するようお願いします。
i監察指導課a711-4719f733-5584

令和２年国勢調査にご協力を
　10月１日現在で国勢調査を実施し
ます。国勢調査員が配布した調査書
類を確認し、10月７日㈬までにイン
ターネットか調査書類に同封の調査
票を郵送して回答してください。i統
計調査課a711-4081f711-4934、各
区総務課

市民体育館を休館します
　大規模修理およびプールの水の入
れ替えのため、10月19日㈪、20日㈫は
同体育館・プール（博多区東公園）を
休館します。プールは21日㈬まで休
み。i同体育館a641-9135f641-9139

お知らせ
「財政のあらまし」を作成しました
　令和元年度決算の概要を中心に、
市の財政状況を解説しています。【閲
覧・配布場所】財政調整課（市役所10
階）、情報プラザ（同１階）、各区役所情
報コーナー、入部・西部出張所など
で。市ホームページにも掲載。i同課
a711-4166f733-5586

就学時健康診断を行います
　来年４月に小学校に入学する新１年
生の健康診断を各小学校で実施。対
象家庭に日時と会場を記したはがき
を10月15日以降に送付します。10月
21日までに届かない場合は健康教育
課へ連絡を。d10月29日㈭〜11月26
日㈭i同課a711-4643f733-5865y

無料

10月は臓器移植普及推進月間
　「臓器提供意思表示カード」以外に
も、運転免許証や健康保険証等に意
思表示欄があります。臓器提供につ
いて家族などと話し合いましょう。詳
細はホームページで確認を。i日本
臓器移植ネットワークa0120-78-1069

令和３年度私立幼稚園および認定
こども園（教育機能部分）の園児
を募集

　市内の私立幼稚園および認定こど
も園で11月１日㈰から入園願書の受
け付けを開始します。入園案内と願書
は10月１日㈭から各幼稚園・認定こど
も園で配布します。詳細は問い合わ
せを。i各私立幼稚園、認定こども園
市県民税の公的年金からの特別
徴収の開始・変更について確認を

　市県民税が公的年金から特別徴収 
（引き去り）になっている人は、10月分
から金額が変更になる場合がありま
す。また、今年度新たに特別徴収にな
る人と今年度から再開になる人は、10
月から特別徴収が開始されます。特
別徴収金額は、６月に送付した「市民
税・ 県民税納税通知書」で確認を。i

各区課税課

市有財産（土地）の一般競争入札
　詳細は問い合わせを。【説明書の配布】午前10時〜午後５時に香椎振興整備事
務所管理課（東区御島崎二丁目）で。市ホームページにも掲載【参加申請】10月
22日〜30日の午前10時〜午後５時（正午〜午後１時を除く）に同課へ【入札保証
金】入札金額の100分の５以上【入札日】11月26日㈭i同課a671-7614f671-8188

所在地 地目 仮換地面積 予定価格
東区千早五丁目2276番35

（香椎駅周辺土地区画整理事業101街区内） 宅地 314.84平方㍍ 9,162万円

東区香椎駅前二丁目733番104
（香椎駅周辺土地区画整理事業202街区内） 宅地 165.62平方㍍ 5,863万円

アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん

　①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。②ハロウィーン
のランタンを作ります。③公園の花壇に花苗を植え、手入れの仕方などを学びま
す。いずれも小学３年生以下は保護者同伴。li同公園（東区香椎照葉四丁目）
a661-5980f661-8020c①②30人③20人（いずれも先着）y①500円（２投）②
1,000円（入館料別）③無料e①③不要②電話かファクス、来所で同公園へ。

内容 日時

①輪投げＴＲＥＥ（ツリー） 10／18㈰13:30〜15:30
（受け付けは13:25から）

②小玉かぼちゃでランタン作り 10／25㈰13:30〜15:30

③花壇の花植え体験 11／14㈯10:00〜11:30

催 し

アクロス・文化学び塾　

　①特別展「福岡の至宝に見る信仰と美」を楽しむ 10月６日㈫から九州歴史資
料館（小郡市）で開催される「福岡の至宝に見る信仰と美」の見どころなどを紹
介。②長崎の黄檗（おうばく）〜「黄檗ショック」はここからはじまった〜 江戸時代
に広まった美術を中心とした黄檗文化について紹介。d10月①24日㈯②31日㈯
いずれも午後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a725-9100f725-9102c各70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。

講座・教室

救命講習

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺
蘇生法（①②③大人に対する方法④子どもに対
する方法⑤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ホームページ
で受け付けます。受け付け開始は10月①③１日
②④⑤13日。 ※電話の場合は各申込先へ。

種類 実施日 会場 申込先 定員
（先着）

①入門 11／13㈮ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人

②入門（夜間）11／13㈮ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 20人

③普通１

11／９㈪ 南消防署（南区塩原二丁目） 541-0219 20人

11／18㈬ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目）475-0119 20人

11／27㈮ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 20人

④普通３ 11／６㈮
消防本部 791-7151 20人

⑤上級 11／12㈭

　※時間は①午前10時〜11時半②午後７時〜８時半③④午前10時〜午後１時
⑤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
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アミカス　これからの自分らしいキャリアデザインのヒント

　転職、起業、会社勤務など、それぞれ異なるキャリアを持つ女性によるトーク
セッションをオンラインで行います。詳細はホームページで確認するか問い合わ
せを。d10月31日㈯午後２時〜４時iアミカスa526-3755f526-3766t市内に住
むか通勤する女性c25人（先着）y無料eメール（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）
で10月１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。

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

福岡市政だより
令和２（2020）年10月１日 情報BOX11 催し 講座

教室
お知
らせ



度）はタイトルと解説（100字以内）を
メールの本文に記入して送付。紙焼
き写真は、タイトルと解説（100字以
内）を記入した別紙を同封して郵送ま
たは持参【イラスト】作品はA４サイ
ズ。メールの本文に解説（100文字以
内）を記入の上、データ（ファイル形式
はjpgかpdf、サイズは１メガバイト程
度）と一緒に送付。郵送または持参の
場合は、作品に解説（100文字以内）を
記入した別紙を同封。応募作品は返
却不可【応募期間】11月23日（必着）ま
でe応募事項と希望する場合はペン
ネームも書いて、郵送（〒814-0001早
良区百道浜３-１-１）か題名を「みんな
の思い出」としたメール（m fcmeve
nt@city.fukuoka.lg.jp）で同館「みん
なの思い出」係へ。持参も可。i同館
a845-5011f845-5019
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

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）、各区役所情報コー
ナー、入部・西部出張所、各市民セン
ターなどで。i同プラザa733-5333f 

733-5335

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

知っていますか？ 建退共制度

　建設業退職金共済制度は、建設現
場で働く人のために国が作った退職
金制度です。退職金の試算やパンフ
レットの請求方法などはホームペー
ジで確認を。i建退共福岡県支部
a477-6734f477-6726

原子爆弾被爆者二世に対する健
康診断

　実施医療機関など詳細は問い合わ
せを。d10月１日㈭〜来年２月26日㈮
i県がん感染症疾病対策課a643-
3267f643-3331y無料

郵便等投票証明書の交付申請等
　【郵便等投票証明書の交付申請】
身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交
付を受け重度の障がいがある人、ま
たは介護保険の要介護５の人が郵便
等による不在者投票を行うためには、
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交
付を受けておく必要があります。各区
選挙管理委員会にある申請書に本人
が署名の上、関係する手帳または介
護保険の被保険者証を添えて、選挙
人名簿に登録されている区の選挙管
理委員会に郵送または代理人が持参
してください。申請書は市ホームペー
ジにも掲載。証明書の有効期限が切
れている人も新たに交付申請が必要
です。事前に確認を。【投票所入場整
理券の点字シールなど】目が不自由
な人で希望する人には、「投票所入場
整理券であることを表示した点字
シール」を貼った封筒に投票所入場
整理券を入れて郵送します。希望する
人には、投票日などの選挙情報を記
録した音声コード（ユニボイス）の印
刷紙の同封もできます。申し込みは
電話で選挙人名簿に登録されている
区の選挙管理委員会へ。i各区選挙
管理委員会（各区役所内）、市選挙管
理委員会a711-4682f733-5790

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a711-4827f732- 
1358

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

養育費保証契約を保証会社と締結す
る際の費用（保証料）。詳細は問い合
わせを。【対象】今年６月１日以降に作
成または保証契約を締結した、市内に

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月初旬ごろ郵
送した申請書と必要書類などを10月
31日（消印有効）までに住所地の各区
福祉・介護保険課へ。i各区同課

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。d10月17日㈯午前10
時〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l早良市民センター３階（早良区百道
二丁目）i県行政書士会a641-2501 
f641-2503y無料e不要

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、天神弁護
士センターへ予約を。

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。d11月４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。

相 談

住む一人親家庭の母または父。他要
件あり。iひとり親家庭支援センター
a715-8805f725-7720

「ひとり親世帯臨時特別給付金」
の申請を受け付けています

　市内に住む一人親世帯で児童扶養
手当を受給していない場合でも、「新
型コロナウイルスの影響で、収入が
児童扶養手当を受給している人と同
じ水準になった」「公的年金を受給し
ているため、今年６月分の児童扶養手
当を受給していない」のいずれかを満
たしていれば、１世帯当たり５万円が
支給されます（第２子以降は１人に付
き３万円を加算）。上記「公的年金を受
給しているため、今年６月分の児童扶
養手当を受給していない」に該当する
世帯で、新型コロナウイルスの影響
で収入が減少した場合は、１世帯当た
り５万円の追加給付も行います。いず
れも申請が必要です。詳細は問い合
わせを。【申請期間】来年２月26日まで
i市ひとり親世帯臨時特別給付金
コールセンターa401-0271f401-0287
「シニアのための智恵袋」を配布
しています

　定年退職後の生きがいづくりや健
康、年金、税金などの情報をまとめた
パンフレット「シニアのための智恵袋」
=写真=を区ごとに発行。各区福祉・
介護保険課、情報プラザ（市役所１階）
で配布しています。市ホームページに
も 掲 載。i高 齢 社 会 政 策 課a711-
4595f733-5587

市博物館の思い出をテーマにし
た作品を募集

　開館30年を記念して、同館で経験し
たことや楽しかったことなどをテーマ
にした「エッセー」「写真」「イラスト」を
募集します。複数部門に応募可能。採
用された作品は同館内で掲示するほ
か、ホームページやＳＮＳ（会員制交流
サイト）で公開します。11月29日まで
に来館すると応募者全員にオリジナ
ルポストカードセットを進呈。詳細は
ホームページで確認するか問い合わ
せを。【エッセー】200〜800字。文章を
メールの本文に記入して送付するか、
400字詰め原稿用紙に記入して郵送
または持参【写真】画像データ（ファイ
ル形式はjpg、サイズは１メガバイト程
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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



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
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
　臨床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 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。

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は肢体障
がいのある人）が相談に応じます。 ※
変更の可能性あり。当日問い合わせ
を。d10月21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
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
10／22㈭
11／24㈫

なみきスクエア１階（東区
千早四丁目）

10／28㈬ 早良市民センター３階（早
良区百道二丁目）

10／28㈬ 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。

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。d10月21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、10月６日以降に同会へ。
ずっと一緒に暮らすための犬猫よ
ろず相談

　犬のしつけや手入れ、健康管理、飼
い主の万が一に備える「ペット信託」、
保護猫の相談などに動物ボランティ
アの相談員が応じます。d10月18日
㈰午後１時〜４時liふくおかどうぶ
つ相談室（西区内浜一丁目）a891-
1231f891-1259y無料eペット信託
と犬のしつけ相談は要予約（各先着３
組まで）。電話かファクスで、10月１日
以降に同相談室へ。

ス
マ
ホ
は

こ
ち
ら
か
ら

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

しごと

市オンライン合同会社説明会
　約40社が出展。ウェブ会議サービス

「Zoom（ズーム）」を使ったライブ配信
形式で行います。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。d10
月17日㈯、18日㈰午前10時〜午後６
時10分i同説明会運営事務局（カウ
テレビジョン内 ）a401-6055f600-
7074t求職中の人、来年３月に大学な
どを卒業予定の人y無料eホーム
ページで受け付けます。

非常勤調理業務員を募集
　市立小学校で給食調理業務などに
従事。【採用予定日】来年４月１日以降

【募集案内・申込書の配布】10月１日か

　※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。

ら教育委員会職員課（市役所11階）、
情報プラザ（同１階）、各区役所情報
コーナー、入部・西部出張所、各公民
館などで。市ホームページにも掲載。
郵送での請求は同課に問い合わせを

【申込期間】11月30日（消印有効）まで
i同課a711-4609f711-4936

介護保険納付指導員を募集
　納付指導・相談（窓口・電話対応・訪
問等）などに従事。資格要件あり。【勤
務地】南区福祉・介護保険課【任用期
間】12月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【募集案内・申込書の配布】介護
保険課（市役所12階）、情報プラザ（同
１階）、各区福祉・介護保険課で。市
ホームページにも掲載【申込期間】10
月21日（消印有効）までi介護保険課
a733-5452f726-3328

シニア活躍応援セミナー 60歳か
らの再就職〜再就職のための準
備とその方法・ノウハウ〜

　履歴書の書き方や面接のこつなど
を学びます。参加者には粗品を進呈。
オンラインでの参加も可（先着10人）。
d10月19日㈪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60歳以上c18人（先着）y無料e

電話かファクスに応募事項とオンライ
ン参加の場合はその旨も書いて、10
月１日以降に同事務局へ。定員を超え
た場合のみ通知。

60歳からの就業支援セミナー
　自己分析の仕方や履歴書作成・面
接の際の心構えについて学びます。
d11月５日㈭午後１時半〜３時半lは
かた近代ビル（博多区博多駅東一丁
目）i県70歳現役応援センターa 

432-2512f432-2513tおおむね60歳
以上c20人（先着）y無料e電話か
来所（はかた近代ビル５階）で、10月２
日以降に同センターへ。

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「Photoshop」講習②パソ
コン「Word初中級短期集中」講習③パ
ソコン「HP作成（HTML／CSS編）」講座
④パソコン「Excel初級」講座⑤商業簿
記３級対策講習―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。d①11月15日
〜29日の日曜日午前９時半〜午後４
時半②11月15日〜12月20日の日曜日
午前９時半〜午後４時半（11月22日を
除く）③11月15日〜12月13日の日曜
日午前10時〜午後４時（最終日は３時
まで）④11月16日㈪〜20日㈮、25日㈬
午前10時〜午後４時⑤11月17日〜来
年２月12日の火・金曜日午後７時〜９時

（12月29日、来年１月１日を除く）l①
②同協会（東区千早五丁目）③④アミ
カス（南区高宮三丁目）⑤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）i同協会
a671-6831f672-2133t①〜④日本
語入力・マウス操作ができる人⑤不
問c①②15人③④20人⑤30人（いず
れも先着）n①②⑤なし③④６カ月〜
小学３年生（無料。③10月30日④11月
２日までに要申し込み。先着順）y①
⑤２万円②３万円③２万2,000円④２万
3,000円e電話か来所で、10月①②２
日③④⑤５日以降に同協会へ。

職業訓練12月生を募集
　①機械加工技術科（一般・企業実習
付き）②住宅リフォーム技術科③電気
設備技術科④ものづくり溶接科―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
③12月１日㈫〜来年５月31日㈪④12月
１日㈫〜来年５月27日㈭li①②③
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-
641-6909f093-631-6516④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 
f0948-22-4912tハローワーク（公共
職業安定所）に求職申請をしている
人c①④15人②③20人（いずれも選
考）y無料（教科書代など別）e来所
で10月１日以降に住所地のハロー
ワークへ。申込期限は11月①②③５日
④13日。
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。同センターへの登録と求人
票の閲覧、保育所等の見学申し込み
なども可能（登録には保育士証また
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16日㈮午前10時〜午後
３時lハローワーク福岡東（東区千早
六丁目）i同センターa711-6808f 

733-5718y無料e不要

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。d11月７日㈯、21日㈯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10月１日以降に同施設へ。
締め切りは ▽７日分＝10月16日 ▽21日分
＝10月30日（いずれも必着）。
オリエンテーリング体験
　コンパスと地図を使って、コースを巡
ります。中学生以下は保護者同伴。d11
月８日㈰午前10時半〜午後０時半c20人

（抽選）y200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10月１日
〜16日（必着）に同施設へ。
森ヨガ
d11月９日㈪午前10時〜正午t18歳以
上c10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10月１
日〜16日（必着）に
同施設へ。

10月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③の会場は城南体育館（城南区別府六丁目）、上履き・
床に敷くタオル等を持参c①各20人②④10組③なし（いずれも先着）y①②③無
料④200円e①当日正午から整理券を配布②④電話か来所で、10月６日以降に同
施設へ。④はファクスでも受け付けます。③不要

内容 日時 対象

①みんなであそぼう（ドッヂビー） 10／４㈰13:30〜13:55、14:05
〜14:30 小中高生

②育ちの広場（親子遊び） 10／７㈬11:00〜12:00 １、２歳の幼児

③あかちゃんといっしょ（乳幼児の親子遊び）10／15㈭10:30〜11:30 まだ一人で歩け
ない乳幼児

④木育おもちゃのひろば 10／21㈬10:00〜12:00 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。

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

せふり畑の芋ほり体験
　芋を収穫し、野外炊飯や芋ツルを使っ
たリース作りをします。中学生以下は保
護者同伴。d10月25日㈰、11月１日㈰午
前９時半〜午後３時t自家用車などで
直接来所できる人c各６組（抽選。１組５
人まで）y大人1,500円、小中高生1,000
円、未就学児500円eホームページで10
月１日〜10日に受け付けます。

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）

11月の講座
y①②③⑤〜⑧無料④200円程度e電
話かファクス、メール（m f_kaigon@fuku
wel.or.jp）、来所で、10月１日以降に同セ
ンターへ。

内容・日時 定員（先着）
①人には聞けないおしっこトラ
ブル　11／４㈬14:00〜16:00 25人

②自分に合った車いす選びと
介 助　11／７㈯11:00〜13:00、
12㈭10:00〜12:00

11／７＝15人、
11／12＝20人

③人には聞けないうんちトラブ
ル　11／11㈬14:00〜16:00 25人

④自助具製作教室（トランプな
どのカードを広げて片手で持
ちにくい人に便利なカードス 
タンドを作ります）　
11／14㈯14:00〜16:00

10人

⑤もれないためのおむつ選び　
11／18㈬14:00〜16:00 25人

⑥こころの距離を近づけるコ
ミュニケーション術　
11／20㈮14:00〜16:00

45人

⑦滑らせてらくらく車いす移
乗　11／21㈯11:00〜13:00、26
㈭10:00〜12:00

11／21＝15人、
11／26＝20人

⑧もれないためのおむつの当
て方　11／25㈬14:00〜16:00 25人

l①大濠公園（中央区）②〜⑤同センターe電話か来所で、①10月１日以降②〜⑤
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

①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）

②１日糖尿病教室
（食事療法、運動療法） 11／14㈯10:00〜15:00 ８人 1,000円

（食事付き）
③禁煙教室 11／18㈬18:30〜20:00 ９人 1,000円
④気軽に糖尿病教室 11／20㈮13:30〜15:30 ８人 500円

⑤やせナイト塾
（生活習慣改善教室）

11／26〜12／17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。

　※いずれも最終日の展示は午後５時
まで。入場無料。
畳の縁バッグ・ガラス彫刻のテーブルウ
エア・ガラスジュエリー作品展
　販売もあり。d10月１日㈭〜６日㈫
博多人形育成塾発表会
　塾生による作品の展示・紹介。d10月
８日㈭〜13日㈫
博多織・博多人形伝統工芸士認定記念
展
　博多織の伝統工芸士４人、博多人形
の伝統工芸士９人の作家紹介および作
品展示を行います。d10月15日㈭〜20
日㈫

　※いずれも無料（入園料別）。①⑤⑥
は当日午後１時から受け付け。
①ブンブン観察会 日本ミツバチと友達
になろう
　巣箱の中にいるミツバチを観察しま
す。小学３年生以下は保護者同伴。d10
月11日㈰午後１時半〜３時半t小学生
以下c30人（先着）
②秋のばら展
　栽培相談や苗販売もあり。d10月23
日㈮〜25日㈰

③秋のバラまつり
　ミニクイズやガイドなどを行います。
d10月23日㈮〜11月８日㈰
④ピースプラントのアート展
　障がい福祉サービス事業所「ひまわり
パーク六本松」の利用者が作ったアート
作品を展示。テーマは「おやゆび姫」に
登場する花や動物です。グッズの販売も
あり。d10月27日㈫〜11月15日㈰
⑤園芸講座〜秋の庭木の管理〜
d11月13日㈮午後１時半〜３時半c50人

（先着）
⑥植物観察会（ドングリ・紅葉）
d11月14日㈯午後１時半〜３時半c50人

（先着）

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）

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

　※18歳未満は保護者同伴。
押し花展と押し花体験
d10月20日㈫〜25日㈰午前10時〜午後
３時t小学生以上c各日30人（先着）y

無料e来所で当日午前９時半から受け
付け。
パパとママのためのキャンプ教室
　火おこしなど、キャンプに必要な技術
を学びます。d11月１日㈰午前10時〜午
後１時c６組（先着。１組５人まで）y１組
3,000円n小学生以下（無料。申し込み
時に予約を。先着順）e電話で10月10日
以降に同センターへ。ホームページで
も受け付けます。
あおぞらピザ教室
　石窯でピザを作ります。d11月３日

（火・祝）午前10時〜正午、午後１時半〜３

　※いずれも無料。小学３年生以下は
保護者同伴。申し込みは①③電話か来
所で、当日午前10時以降に同施設へ。②
④電話かメール（m mamoroom@fch.chuo.
fukuoka.jp）、来所で、10月１日午前10時
以降に同施設へ。
①カブトガニ観察会
d10月10日㈯、31日㈯午後３時〜３時半
c各20人（先着）
②バランスバードを作ろう
　くちばしの一点で全体を支えること
ができるバランスバード＝写真＝を作
り、物の重心について学びます。d10月
31日㈯午前10時半〜11時c25人（先着）
③映像シアター 辛子めんたいこって何
でできているの？
　映像とクイズで身近な食品の表示に

時半c各５組（抽選。１組５人まで）y小学
生以上1,000円、未就学児500円e往復
はがき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10月
21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。ホームペー
ジで申し込む場合は当選者のみ通知。

ついて学びます。d10月31日㈯午前11
時半〜正午c25人（先着）
④光る食べ物を探ろう
　紫外線を当てると光る食品について
学びます。d11月７日㈯午前10時半〜11
時t小学１〜３年生c15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）

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4時半（10月〜3月） x月曜日（祝休日のときは翌平日）

はかた伝統工芸館
〒812-0026 博多区上川端町６-１
a409-545０ f409-5460
o午前10時〜午後６時（入館は閉館30分
前まで）x水曜日（祝休日のときは翌平日）

過去のあおぞらピザ教室

園
内
の
バ
ラ

過去の森ヨガ

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

せふり畑のサツマイモ

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）

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年10月１日 8施設の情報

●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所 　　　　●年齢  　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

※講座・催しなどで、特に記載がな
いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項


