
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10月２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。

松風園　文化祭 茶室空間に集う花たち展

　草月流の生け花を展示します。11月１日㈰と３日（火・祝）の午後２時〜２時半に
は、花を生けているところが見られる「いけばなデモンストレーション」もありま
す。d10月31日㈯〜11月３日（火・祝）午前９時〜午後５時li同園（中央区平尾三丁
目）af524-8264y無料（入園料別）

催 し

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、落ち葉の処理の
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
一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a405-5217f 

405-5951t①②市内に住む人③市内に住む小学生以下と保護者c①②15人③
20人（いずれも先着）y①②無料③１人300円e電話かファクス、メール（m info@
jun-namaken.com）に参加者全員の応募事項と希望日を書いて、10月15日以降に
同研究所へ。

内容 日時

①ソラマメ・グリーンピース等の種まき 11／７㈯13:30〜15:30

②タマネギ（早生）の植え付け、長イモの収穫 11／19㈭10:00〜11:40

③段ボール・木枠コンポストの使い方、木枠の切り返し
作業、タマネギの植え付け、バレイショの収穫と調理な
ど

11／28㈯10:00〜13:00

講座・教室

雁の巣レクリエーションセンター　
ノルディック・ウォーキング教室

　２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。d月曜日午前10時〜11時半（祝日を除く）li同センター

（東区奈多）a606-3458f607-9057t小学生以上（小学生は保護者同伴）c各30人
（先着）y無料（ポールレンタル代別途300円）e当日午前９時45分から球技場管
理棟で受け付けます。

講座・教室

10/

20
●火
他

2九州建設技術フォーラム

　建設技術についての講演、展示など。詳細はホームページで確認
を。d10月20日㈫午後１時〜５時、21日㈬午前10時〜午後４時半l福
岡国際会議場（博多区石城町）i九州建設技術管理協会a471-
0189f414-0767y無料eホームページで各開催日前日の午後５時ま
で受け付けます。

10/

25
●日

2楽水園　みどりの感謝デー・夜間開園

　入園料が無料になります。アンケートに回答した人には花苗を進呈
（先着25人）。午後５時からは竹灯籠に明かりがともされます。d午前９
時〜午後８時li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665y無料e不
要

10/

28
●水

3老人福祉センター東香園　新型コロナウイルス〜感染
しない・感染させないために〜

　医学博士の立石正登氏が話します。d午前11時〜午後０時半li

同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳
以上c20人（先着）y無料e電話かファクス、来所で、10月15日以降に
同園へ。

10/

28
●水

2東区、よかまち・よかとこ歩
さ

・歩
ん

・歩
ぽ

「香椎宮とその周辺の歴史散策」
　万葉歌碑、不老水などを巡ります。d午前10時〜午後０時半l集合
は西鉄香椎宮前駅i東区歴史ガイドボランティア連絡会・森永a080-
3958-3430f201-3826c30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20日（必着）までに
東区生涯学習推進課へ。

10/

29
●木

2キャッシュレスＦＵＫＵＯＫＡ
〜コロナに負けないデジタル戦略〜

　コロナ禍での新しい生活様式におけるキャッシュレスの利用実態や
これからの役割、新型コロナウイルスに負けないためのデジタル戦略
等についてのオンラインセミナーを開催します。d午後１時半〜５時
i経営支援課a441-2027f441-3211tキャッシュレスを導入している
か、導入を検討している事業者などy無料eホームページで10月27
日まで受け付けます。

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（10月後半の日曜日）
10月18日㈰
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
10月25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
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331

　※外科当番医は変更の可能性があります。最新の情報は
各医療機関へお問い合わせください。
　※夜間・休日急患診療は、曜日・時間帯によって、加算（休
日・時間外・深夜）があります。さらに外科当番医は、紹介状
がない場合に必要な選定療養費や、保険が利かない費用が
かかる場合があるため、各医療機関に問い合わせを。

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10月15日 14催し 講座

教室



11/

6
●金

3ＮＰＯ法人解散セミナー

　ＮＰＯ法人の解散について、法に基づいた適正な手続きを事例を交
えて学びます。d午後２時半〜４時lあすみん（中央区今泉一丁目）i

市民公益活動推進課a711-4927f733-5768t市内で活動するＮＰＯ
法人の職員などc20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m ko
eki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と法人名を書いて同課へ。来所

（市役所７階）、市ホームページでも受け付けます。

11/

9
●月

3福岡地域史講座「第４代福岡県令 渡邉 清〜明治人は
いかにコレラと闘ったか〜」

d午後２時〜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a718-1067f714-2141c200人（抽選）y無料eは
がき（〒810-8622住所不要）かファクス、メール（m csgkouza@city.fuku
oka.lg.jp）で、11月２日（必着）までに同課へ。落選者のみ通知。空きが
あれば当日も受け付けます。

11/

9
●月
他

2東障がい者フレンドホーム　アクロス美術展

　障がいのある人による絵画や書道の作品を展示します。d11月９日
㈪〜15日㈰午前10時〜午後６時（15日は４時まで）lアクロス福岡１階

（中央区天神一丁目）i同ホームa621-8840f621-8863y無料

11/

10
●火

3緑のコーディネーターによる体験講座 
いけばなで楽しむ日本の伝統文化

　現代の生活空間に合った生け花を生けます＝
写真。d午後２時〜４時l市美術館（中央区大濠
公園）i市緑のまちづくり協会みどり課a822-5832 
f822-5848c12人（抽選）y1,500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、10月23日（必着）までに
同課へ。ホームページでも受け付けます。

11/

10
●火
他

3子ども食堂開設セミナー
「子ども食堂 始めるために、続けるために」

　地域で子どもたちの居場所づくりや食事の提供を行う「子ども食
堂」を開設、運営するために必要な知識や子どもたちの現状などを学
びます。テーマは①「子ども食堂って何だろう、食品衛生管理・アレル
ギーについて」②「子どものSOSの拾い方」。オンラインでの参加も可。
詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを。d11月①10日㈫
②16日㈪いずれも午後２時〜４時 ※希望回のみの受講も可lふくふ
くプラザ（中央区荒戸三丁目）i食育推進ネットワーク福岡a292-
3306f292-3217t子ども食堂を開設したい人、開設して間もない人
c各50人（先着）y無料eファクスかメール（m info@shokuiku-fukuoka.
jp）に応募事項と子ども食堂を開設済みの場合は食堂名、オンライン
での参加を希望する場合はその旨を書いて、10月15日以降に問い合
わせ先へ。定員を超えた場合のみ通知。

応募等のはがきの料金は 63 円です。

シニア女性の「スポーツダンス体験健康教室」

　初心者向け。i日本スポーツダンス協会af524-3120tおおむね60歳以上の
女性c各10人（抽選）y無料eはがき（〒815-0071南区平和２-５-17-202）に応募事
項と希望会場・日時（第２希望まで）を書いて、11月13日（必着）までに同協会へ。

会場 日時

さざんぴあ博多（博多区南本町二丁目） 11／24㈫、26㈭10:00〜11:00

パピオ・ビールーム（博多区千代一丁目） 11／24㈫、27㈮13:10〜14:10

ゆめアール大橋（南区大橋一丁目） 11／25㈬13:10〜14:10

アミカス（南区高宮三丁目） 11／26㈭、30㈪13:30〜14:30

講座・教室

西区歴史よかとこ案内人と巡る
「深秋の歴史探訪ウォーキング」

i西区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128m nishikuyokatoko@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７日前（必着）までに同事務局へ。

日時 行き先 集合・解散場所
11／14㈯
9:30〜15:00

興徳寺、博多織工芸館、小
戸公園など 集合・解散は地下鉄姪浜駅

11／17㈫
9:30〜15:00

寿福寺、毘沙門（びしゃも
ん）山など

集合はＪＲ九大学研都市駅、
解散は昭和バス日赤入り口バス停

11／21㈯
9:30〜15:00

やよいの風公園、飯盛神社
など

集合は地下鉄橋本駅、
解散は西鉄野方バス停

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、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

10/

29
●木
他

2博多ガイドの会 博多五町から歴史あるチョコレート店
へ なつかしの昭和にタイムスリップ

　旧博多五町を巡った後、福岡で最初にできたチョコレート店を訪ね
ます。d10月29日㈭、30日㈮、31日㈯午後１時半〜３時半l集合は博多
座前（博多区下川端町）i博多区企画振興課a419-1012f434-0053 
t小学生以上（小学生は保護者同伴）c各10人（先着）y800円（菓子
付き）e電話で10月15日午前９時以降に同課へ。

10/

31
●土
他

3市文学館常設展示関連講座　檀一雄にみる「生きる力」
①戦時下の檀一雄②家族はどこまでゆけるか

　①久留米大学客員教授の浦田義和氏が話します。②弁護士の坂梨
喬氏が話します。d①10月31日㈯②11月14日㈯いずれも午後２時〜３
時半 ※希望回のみの受講も可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a852-0606f852-0609c各30人（抽選）
y無料e電話かファクス、メール（m bungakukan@city.fukuoka.lg.jp）
に応募事項と希望日を書いて、①10月21日②11月４日（いずれも必着）
までに同課へ。落選者のみ通知。

11/

4
●水

2ふくおか難病ピアサロン

　難病相談支援センターの相談員を交え、患者同士で交流できます。
当日は難病に関する情報も紹介。d午前10時〜午後４時l市役所１階
多目的スペースi市難病相談支援センターa643-8292f643-1389y

無料e電話かファクスで、11月２日までに同センターへ。ホームページ
でも受け付けます。

11/

4
●水
他

2福岡城 舞遊の館　福岡城・絆フォト撮影会
〜記念日や年賀状の準備に〜 

　結婚記念日や、家族やペットとの記念日に着物で撮影します。着付
け後、プロのカメラマンが約30カット撮影。写真データは後日CD-Rで渡
します。20歳未満は保護者同伴。詳細は問い合わせを。d11月４日㈬
〜12月25日㈮の平日（月曜日を除く）午前10時〜午後２時 ※土・日曜・
祝日については問い合わせを。li同館（中央区城内 三の丸スクエ
ア内）a707-3191f707-3193c各日３組（先着。１組２人以上で申し込
みを）y１人5,000円e電話で10月15日以降に同館へ。ホームページで
も受け付けます。

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
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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。

健診を受けましょう

　【休日健診＆ナイト健診（総合健診）】li健康づくりサポートセンター（中央区
舞鶴二丁目 あいれふ内）a751-2806f751-2572t①は市国民健康保険加入者。
⑪は、⑨または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 日時
① よかドック 40〜74歳 500円

11／１㈰、７㈯、10㈫、15
㈰、22㈰、23（月･祝）、29㈰ 
8:30〜10:30 
※10㈫＝18:00〜19:00  
※③⑤＝10㈫は休み

【女性医師ＤＡＹ】
７㈯、15㈰、23（月･祝）、29
㈰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。

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 子宮頸（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
11／１㈰、10㈫、23（月･祝） 
8:30〜10:30
※10㈫＝18:00〜19:00 

⑬ 歯周病検診 18歳以上 1,000円 11／22㈰10:00〜12:00
　【よりみち健診】上記の①~④と⑥〜⑩の検診を次の通り実施。i労衛研健診
予約センターa050-3646-1801f050-3457-4766e電話で10月20日までに問い合
わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

場所 日時

ヒルトン福岡シーホーク（中央区地行浜二丁目） 10／28㈬9:00〜13:00

ソラリア西鉄ホテル・警固公園（中央区天神二丁目） 10／29㈭10:00〜14:00

労衛研健診センター（南区那の川一丁目） 11／１㈰9:00〜13:00

アイランドアイ（東区香椎照葉六丁目） 11／10㈫10:00〜14:00

アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ（中央区輝国一丁目）11／12㈭10:00〜14:00

イオンモール香椎浜（東区香椎浜三丁目） 11／14㈯10:00〜14:00

催 し

市科学館　プラネタリウム番組 「W
ウィ
e A

ア ー
re A

エイリアンズ
liens」

この宇宙にいるのはボクらだけなの？
　地球外生命の可能性について探ります。小学校高学年以上向け。時間など詳
細はホームページで確認を。d12月７日㈪まで ※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同館３階で当日チケットを販売。

催 し

スマホ用無料防災アプリ「ツナガル+
プラス

」の登録を
　災害時に市と直接つながることのできるアプリです。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るので、スムーズに避難することができ
ます。また、アプリ内の避難所コミュニティに参加すると、避難
所内での情報共有や市からの支
援物資情報などを知ることがで
き、車中泊など指定避難場所以外
の場所で避難する場合は、避難場
所や被災状況を発信し、市に支援
を求めることもできます。
　平常時には地域のコミュニティ
ツールとして活用できますので、
ぜひダウンロードしてください。 
※LINE（ライン）アカウントからも
ログインできます。i地域防災課
a711-4156f733-5861

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

11/

13
●金

2海っ子山っ子スクール体験学校

　同スクールは自然に恵まれた環境にある小規模校に特別転入学で
きる制度です。対象校で１日体験学習を実施します。d午後１時半〜２
時45分l勝馬小学校（東区勝馬）i教育支援課a711-4636f733-
5780t来年度入学を希望する新１年生と保護者c５組（先着）y無料
e電話かファクス、メール（m kyoikushien.BES@city.fukuoka.lg.jp）に
応募事項と保護者氏名を書いて、10月15日以降に同課へ。定員を超え
た場合のみ通知。

11/

14
●土

2親子で探検〜福岡城のやぐらを探せ〜

　福岡城内を巡りながら、やぐらの種類や役割をクイズを交えて学び
ます。多聞櫓（たもんやぐら）などの見学もあり。d午前10時〜午後０
時半li福岡城むかし探訪館（中央区城内）a732-4801f732-4802t

小学生と保護者c15組（先着。保護者１人につき子ども２人まで）y無
料e電話かファクスで、10月18日以降に同館へ。

11/

14
●土

2中央市民センター　秋の映画会「きっと、うまくいく」

　インド映画を字幕付きで上映します。未就学児は保護者同伴。d午
後１時から（約２時間50分）li同センター（中央区赤坂二丁目）a 

714-5521f714-5502c150人（先着）y無料e電話かファクスに代表者
の応募事項と参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢を書いて、10月15日
以降に同センターへ。来所でも受け付けます。

11/

20
●金

3プロドッグトレーナーに学ぶ　家庭犬のごはん講座

　犬の食事の基本的な知識や食べ物の選び方、与え方などを学びま
す。犬の同伴不可。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15日以降に同相談室へ。

11/

20
●金

4ひきこもりを理解するための市民講演会 
コロナ禍でのひきこもりについて考える

　家族内で良好な関係で過ごすためのポイントについて、宮崎大学
教育学部准教授の境泉洋氏が話します。d午前10時〜正午lあいれふ
講堂（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）で、10月15日以降に同センターへ。
ホームページでも受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。
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11/

29
●日

3生きものと私たちのくらしトーク・カフェ
「動物写真と九州の自然」

　動物カメラマンの津田堅之介氏＝写真＝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、10月15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。

11/

30
●月

2アクロス・ランチタイムコンサート 東京六人組

　在京オーケストラの首席奏者やソリストとして国際的に活躍する名
手らによる木管五重奏とピアノ編成の、６人のアンサンブルが、ブラー
ムスのハンガリー舞曲などを演奏します。未就学児は入場不可。d正
午〜午後１時lアクロス福岡シンフォニーホール（中央区天神一丁
目）iアクロス福岡チケットセンターa725-9112f725-9102y全席指
定1,000円e電話か来所で同センターへ。ホームページでも販売。

11/

30
●月

4ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）防止講演会「ＤＶ
と児童虐待〜コロナ禍の家庭で起きる暴力を考える〜」

　福岡ジェンダー研究所理事の倉富史枝氏が話します。d午後２時〜
４時lあいれふホール（中央区舞鶴二丁目）iこども家庭課a711-
4238f733-5534c100人（先着）y無料eはがき（〒810-8620住所不要）
かファクス、メール（m kodomokatei@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と
団体に所属する場合は団体名を書いて、10月15日以降に同課へ。定員
を超えた場合のみ通知。

11/

22
●日

2臨海３Ｒステーション　リペアフェア

　家具の修理や洋服のリメークなどをスタッフがアドバイスします。
椅子の張り替えや包丁研ぎ、傘の修理の実演もあり。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３時li同ス
テーション（東区箱崎ふ頭四丁目）a642-4641f642-4598y無料e不
要

11/

25
●水

3「認知症の人にもやさしいデザインの手引き」
オンライン説明会

　私たちの住環境をより過ごしやすい環境に整えるデザインの考え
方と、場所や建物に応じた導入方法のポイントについてオンラインで
解説します。d午後２時〜３時半i認知症支援課a711-4891f733-
5587c300人（先着）y無料eホームページで10月15日以降に受け付
けます。

11/

28
●土

3不登校セミナー 「ゲーム依存と昼夜逆転〜大切な子だ
から放っておけない〜」

d午前10時〜正午l城南市民センター（城南区片江五丁目）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、10月
15日以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

11/

28
●土

4知って得する消費者セミナー 
「コロナ禍による不動産の新常識」

　不動産コンサルタントの沖有人氏が話します。d午後１時20分〜４
時半lアクロス福岡（中央区天神一丁目）i全日本不動産協会福岡
県本部a461-1125f461-1165t市内に住むか通勤する人c50人（抽
選）y無料eメール（m s.seminar@fukuoka.zennichi.or.jp）で11月10
日午後１時まで受け付けます。当選者のみ通知。

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

舞鶴公園　
①秋の公園であそぼう②クリスマス飾りを作ろう

　①木のおもちゃやブーメラン作りなどの他、かけっこ教室（小学生対象。午前10
時15分、11時15分から、各45分。各先着20人。要事前申し込み）もあり。②同公園
のハスや木の実などを使って作ります。d11月①３日（火・祝）午前10時〜午後４時②
10日㈫午前10時半〜午後０時半、２時〜４時li同公園（中央区城内 ※①の会場
は三ノ丸広場）a781-2153f715-7590c①なし②各６人（抽選）y①無料②1,500
円e①不要。かけっこ教室は、電話（a834-7391 月・火・水・金曜日のみ）かファクス

（f834-7392）、メール（m wakaba.sports.club@lake.ocn.ne.jp）に応募事項と希望
時間を書いて、10月15日以降にわかばスポーツ＆カルチャークラブへ。②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、10月15日〜25日（必着）に同公園へ。②は当選者の
み通知。

催 し

介護実習普及センター　ミニ展示 口
こうくう

腔ケア用具

　ライト付きスポンジブラシ＝写真＝や、洗浄と保湿ができ
る口腔ケア用ジェルなどを展示します。d開催中〜10月31
日㈯午前10時〜午後６時 ※20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

アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
①犬のしつけ教室②バードウオッチング

　いずれも小学３年生以下は保護者同伴。①は犬を
同伴の上、参加してください。②は希望者には双眼鏡
の貸し出しあり（無料）。d11月①８日㈰午後１時半〜３
時半②29日㈰午前10時〜正午li同公園（東区香椎
照葉四丁目）a661-5980f661-8020c①15人②20人

（いずれも先着）y無料（入館料別）e電話かファクス、
来所で、10月①15日②29日以降に同公園へ。

講座・教室

②のバードウオッチング

福北連携コーナー
「八幡製鉄所と私の思い出」随筆文を募集

　平成27年、官営八幡製鉄所旧本事務
所が世界文化遺産の構成資産として登
録されました。登録５周年の節目に、北九
州市の発展の基礎を築き、市民の暮らし
と社会を支えてきた八幡製鉄所の思い
出をテーマにした随筆文を募集します＝
写真。入賞者には賞状と副賞を進呈する
ほか、作品集にも掲載。応募は１人１作
品。詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。【募集期間】11月30日（消印
有効）までi北九州市世界遺産課a093-
582-2922f093-582-2176 ス

マ
ホ
は

こ
ち
ら
か
ら

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15日 情報BOX11 催し 講座

教室 講演

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



お知らせ
風しんの抗体検査・予防接種の
クーポン券を対象者に送付します

　妊娠初期の妊婦が風しんに感染す
ると、出生児の目や耳、心臓に障がい
が出る「先天性風しん症候群」になる
場合があります。社会全体で免疫を持
つために、公的な予防接種の対象で
なかった世代の男性に、転入者を含め
再勧奨のため、10月下旬にクーポン券
を送付します。抗体検査を受け、十分
な量の抗体がなかった人は無料で予
防接種が受けられます。詳細は市ホー
ムページで確認を。【対象】市内に住
む昭和37年４月２日〜昭和54年４月１日
に生まれた男性で該当する人i保健
予防課a711-4270f733-5535

市健康づくり
イメージキャラクター
よかろーもん

リトルスターダンスフェスの出演
団体を募集

　来年１月10日㈰に福岡市民会館（中
央区天神五丁目）で開催されるダンス
イベントの出演団体を募集。イベント
はオンラインで配信（観覧は要事前申
し込み）。詳細はホームページで確認
を。【対象】市内および近郊で活動する
小学生以下のチーム（１チーム20人ま
で）【定員】12組（抽選）【参加費】無料

【申し込み】ホームページで10月15日
〜11月１日に受け付けます。i同会館
a761-6567f761-5866
市一時預かり事業（一般型）の補
助金交付対象事業者を募集

　児童福祉法の規定に基づく同事業
を実施または実施予定で、補助金の
交付を希望する事業者を募集。詳細
は市ホームページで確認するか問い
合わせを。【募集要項の配布】事業企
画課（市役所13階）で。市ホームページ
にも掲載【申込期間】10月30日までi

同課a711-4114f733-5718

都市計画の原案を縦覧できます
　【原案の内容】地区計画の決定＝天
神一丁目地区（中央区天神一丁目の
一部）【縦覧・意見書の提出】10月16日
㈮〜29日㈭に都市計画課（市役所４
階）で。市ホームページでも閲覧でき
ます。区域内の土地の所有者など利
害関係を有する人は、11月５日㈭まで
意見書の提出可。i同課a711-4388 
f733-5590

「建設リサイクル法」市内一斉パト
ロール

　10月28日㈬に市内全域で対象建設
工事現場の一斉パトロールを行いま
す。i建築物安全推進課a711-4574 
f733-5584
徴収猶予の特例制度の対象とな
る市税が一部追加されました

　新型コロナウイルスの影響で、事業
等に係る収入がおおむね20％以上減
少した場合に、申請により市税の徴収
の猶予を１年間受けることができま
す。対象となる市税が来年２月１日ま
でに納期限が到来するものに変更さ
れたことにより、個人市県民税第四期
が新たに追加されました。詳細は市
ホームページで確認を。i各区納税
課
令和２年国勢調査の回答をお願い
します

　まだ回答していない人は、配布され
た郵送提出用封筒に、記入した調査票
を入れて返送してください（切手は不
要）。i統計調査課a711-4081f711- 
4934、各区総務課
「商店街プレミアム付商品券」を
販売しています

　市内の商店街で、20％の上乗せが
付いた商品券を販売しています（数に
限りあり）。購入した商店街の登録店
舗で利用できます。販売期間や使用
期間は商店街により異なります。詳細
は情報プラザ（市役所１階）、各区役所
情報コーナー、入部・西部出張所で配
布するチラシか市ホームページで確
認を。i地域産業支援課a441-3303 
f441-3211

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。市ホームページ（「情報プ
ラザ通信」で検索）でも閲覧できます。
i同プラザa733-5333f733-5335

成年後見制度と相続税・贈与税の
無料電話相談会

　相談時間は１人30分以内。d10月
24日㈯、11月14日㈯午前10時〜午後
３時45分（受け付けは３時15分まで）
i九州北部税理士会成年後見支援セ
ンターa433-2366f481-3878c各35人

（先着）y無料e電話で同センターに
予約を。

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。

しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　①第二種電気工事士（実技）直前講
習②パソコン「仕事に必要なWord＆Ex
cel」講習③ファイナンシャル・プラン
ナー３級講習④パソコン「Excel中級
データベースと実務関数」講座⑤パソ
コン「イラストレーター」講座―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。

相 談

　※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。

d①11月21日㈯、22日㈰午前９時〜午
後５時②11月24日㈫〜12月９日㈬午前
10時〜午後４時（金・土・日曜日を除く）
③11月27日㈮〜来年１月12日㈫の火・
金曜日午前９時20分〜11時50分（12月
29日、来年１月１日を除く）④11月27日
㈮〜12月２日㈬午前10時〜午後３時

（土・日曜日を除く）⑤12月４日㈮〜11
日㈮午前10時〜午後４時（土・日曜日、
12月８日を除く）l①②同協会（東区
千早五丁目）③なみきスクエア（東区
千早四丁目）④⑤アミカス（南区高宮
三丁目）i同協会a671-6831f672-
2133t①第二種電気工事士筆記試験
合格者②パソコン初心者③不問④エ
クセルの基本操作ができる人⑤パソ
コンの基本操作ができる人c①③25
人②④15人⑤20人（いずれも先着）
n①②③なし④⑤６カ月〜小学３年生

（無料。11月④12日⑤19日までに要申
し込み。先着順）y①２万8,000円②３
万8,000円③２万円④１万6,000円⑤２
万4,000円e電話か来所で、10月①②
④16日③⑤19日以降に同協会へ。

①就職活動実践セミナー②個別
就職相談

　①応募書類の書き方や面接のマ
ナーなど、就職活動の段階に応じた対
策ポイントを学びます。②個別相談や
適正検査を受けることができます。 
※①のみの受講可d11月17日㈫①午
後１時〜３時②午後３時〜５時l市中
小企業サポートセンター（博多区博多
駅前二丁目 福岡商工会議所ビル２
階）i県若者就職支援センター事務
局a715-7171f781-6105tおおむね
50歳未満c各24人（先着）y無料e電
話かファクス、メール（m info@ssc-f.
net）に応募事項と①のみ参加希望の
場合はその旨を書いて、10月15日以
降に問い合わせ先へ。
市特定保健指導員（産休代替職
員）を募集

　南区健康課で特定健診等に伴う保
健指導・特定保健指導および事務処
理等に従事。【資格】保健師の有資格
者【任用期間】来年１月４日〜３月31日

【募集案内・申込書の配布】各区健康
課で。市ホームページにも掲載【申込
期間】11月５日（必着）までi南区健康
課a559-5116f541-9914
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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 しごと

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



高齢者活躍人材確保育成事業「店
舗スタッフ」技能講習会

　接客・接遇、商品管理の知識や食品
表示、陳列などについて学びます。
d11月18日㈬、19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a292-1857f623-5677 
t市内に住み、勤労意欲のある60歳以
上c15人（選考）y無料eホームペー
ジに掲載または同連合会（博多区吉
塚本町 県中小企業センタービル８
階）、情報プラザ（市役所１階）などで配
布する申込書を11月６日（必着）までに
同連合会へ。受講決定者のみ通知。
高齢者のためのしごと・ボラン
ティア合同説明会

　企業との面談や就労支援団体等に
よる相談などを実施します。d11月19
日㈭午前11時半〜午後０時50分、午後
１時40分〜３時l天神ビル11階（中央

区天神二丁目）i県70歳現役応援セ
ンターa432-2577f432-2513t就労
やNPO・ボランティア活動を希望するお
おむね60歳以上c各40人（先着）y無
料e電話かファクスで、10月15日以降
に同センターへ。
市立保育所①非常勤保育士②非
常勤調理業務員を募集

　【資格】①は保育士登録済みの人
【任用期間】随時〜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）で。市ホーム
ページにも掲載。随時受け付け。i指
導監査課a711-4262f733-5718
アミカス①図書専門員②企画運
営員③相談専門員を募集

　①図書資料の収集、整理などに関
する業務等②男女共同参画の推進に
係る講座・講演会等の企画・運営に関
する業務等③家庭や職場、地域での
問題や心の問題に関する電話または

面接での相談業務等―に従事。資格
要件あり。【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】10月12日からア
ミカス（南区高宮三丁目）、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。市
ホームページにも掲載【申込期間】10
月15日〜11月20日（必着）iアミカス
a526-3755f526-3766
城南区地域保健福祉課保健師（臨
時的任用職員）を募集

　健康教育、家庭訪問などの地域保
健活動に従事。【資格】保健師の有資
格者。他要件あり【任用期間】12月９日
〜来年２月８日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】10月15日から各区
地域保健福祉課、情報プラザ（市役所
１階）などで。市ホームページにも掲載

【申込期間】10月29日（必着）までi城
南区地域保健福祉課a833-4113f 

822-2133

令和３年度市立学校臨時教職員
の選考試験の申し込み受け付け

　令和２年度中に勤務可能な人につ
いても受け付け中。【募集区分】講師、
養護助教諭等【資格】免許を有するか
取得見込みの人（区分により異なる）

【実施要項・申込書の配布】教職員第１
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
張所で。市ホームページにも掲載【申
込期間】11月27日（消印有効）までi

同課a711-4754f733-5536

創業セミナー
　セミナー後に個別相談会もあり（先
着４人）。d11月７日㈯午後１時〜３時
20分lなみきスクエア（東区千早四丁
目）i東図書館a674-3982f674-3973 
t高校生以上c25人（先着）y無料e

電話か来所で、10月15日以降に東図
書館（なみきスクエア内）へ。

10・11月の催し
　一部講座は材料を持参。①の会場は
西市民センター（西区内浜一丁目）。t

市内に住むか通勤・通学する人y①②
⑤〜⑧無料③④500円e①〜⑦はがき
かファクス、来所で、①②10月22日③④
10月23日⑤10月30日⑥⑦11月10日（い
ずれも必着）までに同施設へ。⑧電話か
ファクス、来所で、希望日の３日前までに
同施設へ。①〜⑦は当選者のみ通知。

内容・日時 定員
①コンポストで楽しい循環生活
10／30㈮10:00〜12:00

８人
（抽選）

②アオサの紙すき実験
11／１㈰10:00〜12:00

５組
（抽選。

１組３
人まで）

②布マスクとマスクケース作り
11／７㈯10:00〜12:00

10人
（抽選）

③リサイクルせっけん作り
11／７㈯10:00〜11：30

６人
（抽選）

④はた織りでスマホケース作り
11／11㈬10:00〜13:00

８人
（抽選）

⑤みつろうラップ作りワークショッ
プ　11／15㈰10:00〜12:00

14人
（先着）

⑥エコクッキング
11／15㈰10:00〜13:00

７人
（抽選）

⑦ボランティアが教える包丁研ぎ
11／19㈭10:00〜12:00

４人
（抽選）

⑧おもちゃの病院
11／22㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

⑨オーガニック菜園講座
11／23（月・祝）10:30〜12:00

15人
（抽選）

⑩古布でぞうり作り
11／26㈭10:00〜13:00

９人
（抽選）

11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y①400円②⑥
500円③100円④300円⑤⑩200円⑦⑧
⑨無料（⑧は部品代別）e①〜④⑥⑦⑨
⑩往復はがきかファクス、来所で、①10
月24日②③10月27日④11月１日⑥11月
５日⑦11月９日⑨11月13日⑩11月16日

（いずれも必着）までに同施設へ。①②
④⑥⑦⑨⑩はホームページでも受け付
けます。⑤⑧電話かファクス、来所で、⑤
10月15日⑧11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
11／４〜12／２の 水 曜 日10:00〜
13:00（11／11を除く。連続講座）

９人
（抽選）

15日㈰ すっ飛び駕（11）、醜聞　スキャンダル
（２）

18日㈬ さらばモスクワ愚連隊（２）
19日㈭ 八月の濡れた砂（11）、野蛮人のよう

に（２）
20日㈮ 裸足のピクニック（11）、僕の帰る場

所（２）
21日㈯ 扉のむこう（11）、原野の子ら（２）
22日㈰ 僕の帰る場所（11）、野蛮人のように（２）
23日

（月・祝） 裸足のピクニック（11）、扉のむこう（２）
26日㈭ 原野の子ら（２）
27日㈮ 扉のむこう（11）、僕の帰る場所（２）
28日㈯ 裸足のピクニック（11）、八月の濡れ

た砂（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。

③ズボンでショルダーバッグ作り
11／５〜19の木曜日13:00〜16:00

（連続講座）
８人

（抽選）

④着物で２WAYカラーのチュニック
作り　11／６〜20の金曜日13:00〜
16:00（連続講座）　

８人
（抽選）

⑤古布でおしゃれなネックレス作り
11／15㈰13:00〜16:00

８人
（抽選）

⑥布マスク＆マスクケース作り
11／22㈰13:00〜16:00

８人
（抽選）

⑦洗濯ばさみで作る猫型クリップ
「だっこニャン」　
11／29㈰13:00〜16:00

８人
（抽選）

⑧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）

映像ホール・シネラ　11月上映スケジュール
「日本映画名作選」
３日
（火・祝） 隣の八重ちゃん（11）、赤西蠣太（２）

５日㈭ 御存知黒田ぶし　決戦黒田城（11）、
さらばモスクワ愚連隊（２）

６日㈮ 隣の八重ちゃん（11）、赤西蠣太（２）
７日㈯ すっ飛び駕（11）、醜聞　スキャンダル（２）
８日㈰ 御存知黒田ぶし　決戦黒田城（11）、

さらばモスクワ愚連隊（２）
11日㈬ 醜聞　スキャンダル（11）、野蛮人の

ように（２）
12日㈭ すっ飛び駕（11）、原野の子ら（２）
13日㈮ 御存知黒田ぶし　決戦黒田城（11）、

赤西蠣太（２）
14日㈯ 隣の八重ちゃん（11）、八月の濡れた

砂（２）

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）

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）

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）

事項とファクスの場合はファクス番号も
書いて、11月８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〜寄せ植え講座〜
d11月25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、11月11日（必着）まで
に同園へ。ホームページでも受け付け
ます。

　※いずれも入園料別。
寒蘭（カンラン）展
　約100点を展示。販売もあり。d11月
17日㈫〜23日（月・祝）y入場無料
押し花教室受講者作品展
d11月17日㈫〜12月６日㈰y無料
カンランを育ててみよう
　東洋ランについて学んだ後、カンラン
の苗を鉢植えし育て方を学びます。
d11月21日㈯午後１時半〜３時半（受け
付けは１時から）c10人（先着）y2,000
円e不要
マイひょうたんづくり体験教室
　園内で採れたヒョウタンなどを使っ
て、一輪挿しなどを作ります。d11月22
日㈰午後１時半〜３時半c40人（抽選）
y300円e往復はがきかファクスに応募 過去の寄せ植え講座

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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子育て支援にかかる研修
d11月７日㈯午前９時20分〜午後４時40
分t市内に住む一人親家庭の親または
寡婦で、「ひとり親家庭等日常生活支援
事業」の支援員を目指す人（別途、ファミ
リー・サポート・センターの提供会員研
修を修了する必要あり）c６人（先着）y

無料n３カ月〜小学生（無料。前日まで
に要申し込み）e電話か来所で、10月15
日以降に同センターへ。
ひとり親家庭のつどい
d11月15日㈰①午前10時〜正午②③午
後１時〜３時t市内に住む一人親家庭
の①②親③親子y無料n①②３カ月〜
小学生（無料。前日までに要申し込み）
③なしe電話か来所で、10月15日以降
に同センターへ。

内容 定員
（先着）

①講演「いいんだよ」は魔法のこと
ば〜ひとり親の子育て〜 12人

②養育費個別相談会 ４人

③ワークショップ「かわいいリース
を作ろう」「絵手紙をかこう」 各12組

ミカン収穫体験
d11月13日㈮〜15日㈰、20日㈮〜22日
㈰午前９時〜午後４時t市内に住む人
c1,000口（抽選）y１口300円e往復は
がきに応募事項と希望口数（1組２口ま
で。１口３㎏程度）、希望日（変更不可）を
書いて、10月15日
〜23日（必着）に
同農園へ。来所
でも受け付けます

（往復はがきを
持参してくださ
い）。1組1通。

アニメ化30周年記念企画 ちびまる子
ちゃん展
　セル画や原作者直筆の脚本など約
350点を展示。中学生未満は保護者同
伴。d10月24日㈯〜11月29日㈰午前９
時半〜午後６時（金・土曜日は８時まで） 
※入室は閉室30分前までi東映a532-
1082f532-1090y一般1,300円、高大生
1,000円、小中学生600円、未就学児無料
e「ＡＲＴＮＥチケットオンライン」で日時指
定チケットを販売（未就学児も日時指定
が必要）。空きがあれば当日同美術館で
も購入可。

　※いずれも最終日の展示は午後５時
まで。入場無料。
博多伝統職の会展
　博多鋏（はさみ）、博多張子（はりこ）、
博多曲物（まげもの）、博多独楽（こま）、
マルティグラス、今宿人形の作品を展示

（一部販売あり）。d10月22日㈭〜27日㈫
木村博多織手織り専門工房展
　博多織伝統工芸士・木村佐次男氏と
娘ゆき子氏による、帯やバッグなどの作
品約80点を展示・販売。d10月29日㈭〜
11月３日（火・祝）

せふりチャレンジクラブ〜怪盗に奪わ
れた森の宝を取り戻せ〜
　五感を使って与えられた問題を解き
ます。d11月22日㈰午前10時〜23日（月・
祝）午後３時（１泊２日）t小学４年〜中学
生c15人（抽選）y5,000円eファクスに
参加者全員の応募事項と保護者の氏
名・携帯電話番号、同施設への来所方法

（市役所発着の送迎バスまたは自家用
車）を書いて、10
月15日〜25日（必
着）に同施設へ。
ホームページで
も 受 け 付 け ま
す。

女性の人生サポート講座 「ＤＶ・ストー
カー・性暴力〜異性間に限らず起こりえ
る問題〜」
　自分を守るための法律や性的マイノ
リティ（LGBTｓ）の権利について学びま
す。d11月21日㈯午後１時半〜３時半t

女性c40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11月11日までに申し込みを）
e電話かファクス、メール（m amikas@
city.fukuoka.lg.jp）、来所で、10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。

10・11月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③は上履きを持参、会場は西体育館（西区拾六町一丁
目）。c①各15人②15人③なし④各20人⑤20組（いずれも先着。⑤は1組１個）y①
〜④無料⑤100円e①②④当日整理券を配布（①午前９時②④正午から）③不要⑤
電話かファクス、来所で、11月１日以降に同会館へ。

内容 日時 対象
①ハロウィーンの帽子をつくろう 10／25㈰10:00〜、11:00〜（各30分程度）幼児〜高校生
②ふれあいひろば（紙芝居） 10／25㈰14:00〜15:00 幼児〜高校生
③あいくるがやってくる

（親子遊び） 10／27㈫10:00〜12:00 ２歳以上の幼児
④みんなであそぼう（ドッヂビー）11／１㈰13:30〜、14:05〜（各25分程度）小中高生
⑤おもちゃ病院 11／15㈰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。
空港の仕事を体験する教室の参加者を募集
　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d11月29日㈰①午後1時〜２時
半②３時〜４時t①小学４〜６年生②中学生y無料e締め切りは11月８日（必着）。

　※申し込みは往復はがきに応募事項
と、参加者全員の氏名・年齢、③はポー
ル貸し出し希望の有無も書いて10月15
日〜①②③23日④30日（いずれも必着）
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はじめよう地図とコンパス（初心者向
け）
　野外を歩きながら学びます＝写真。
d11月14日㈯午
前10時 〜 正 午
t18歳以上c10
人（抽選）y500円

（コンパスレンタ
ル代別途150円）

②森の自然かんさつ会
　中学生以下は保護者同伴。d11月15
日㈰午前10時半〜午後０時半c40人

（抽選）y200円
③森のウォーキング体験
　ポールを使ってウォーキングをしま
す。d11月17日 ㈫ 午 前10時 半 〜 正 午
t18歳以上c５人（抽選）y200円（ポー
ルレンタル代別途500円）
④油山きのこ倶楽部（くらぶ）
　キノコの調査を兼ねた観察会です。
d11月20日㈮午前
10時半〜正午t18
歳 以 上c10人（ 抽
選）y500円

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）

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。申し込みは電話かメール（m ma
moroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、
10月15日午前10時以降に同施設へ。
アルソミトラグライダーをつくろう
　インドネシアに生息する植物の種の
形をしたグライダーを作って飛ばし、種
が遠くに飛ぶ原理を学びます。d11月
14日㈯午前10時半〜11時c25人（先着）
不思議に満ちた海の環境と生物たち
　マリンワールド海の中道の元館長・高
田浩二氏が、地球の誕生から今日まで
の海の環境変化と生き物の進化につい
て話します。d11月21日㈯午前10時半
〜正午t中学生以上c25人（先着）

連携講座「市科学館×まもるーむ福岡
連携〜風船でロケットを作ろう〜」
　工作と実験を通して、揚力や空気抵
抗などの飛行原理を学びます＝写真。
d11月23日（月・祝）午前10時半〜11時半、
午前11時40分〜午後０時40分t小学生
以上c各10人（先着）

特別講座「キノコの世界の不思議」
　キノコの分類や形態などについて学
びます。d11月28日㈯午後２時〜３時半
t小学生以上c25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）

ひとり親家庭支援センター
〒810-0074 中央区大手門二丁目５-15　a715-8805 f725-7720
o午前９時〜午後９時（日祝日は午後５時半まで）x月曜日

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

背振少年自然の家
〒811-1113 早良区板屋530
a804-6771 f804-6772
利用受付時間　午前9時〜午後5時

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）

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）

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。

わくわくキャンプ
　防災をテーマに、野外調理やロッジで
の宿泊を体験します。d11月７日㈯午前
10時〜８日㈰午後３時（１泊２日）t小学
３〜６年生c30人（抽選）y5,000円e往
復はがきに応募事項と生年月日を書い
て10月23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。

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）

今津リフレッシュ農園
〒819-0165 西区今津5685
a806-2565 f806-2570
o午前７時〜午後７時（４月〜９月）、
午前８時〜午後６時（10月〜３月）
x月曜日（祝休日のときは翌平日）

講師のきのこちゃん

同農園のミカン

キ
ャ
ン
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フ
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も
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い
ま
す
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リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
を

作
り
ま
す

野外調理も行います

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（入館は閉館30分前まで）x月曜日（祝休日のときは
翌平日）

つきなみ講座 夏休みこども美術館「み
るみるこわい絵の世界」をふりかえる
d10月24日㈯午後３時〜４時（２時半か
ら受け付け）c25人（先着）y無料e不要
コレクション展（近現代美術） 纏（まと）
うわたし、見るわたし〜やなぎみわとリ
サ・ミルロイ〜
　現代美術作家のやなぎみわ、画家の
リサ・ミルロイの作品を紹介。d10月27
日㈫〜12月27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
ファミリーDAY
　①〜④の申し込み方法など詳細は
ホームページで確認を。y無料e10月
25日（必着）までに同館へ。

内容 日時 定員
（抽選）

①つくろう 羽ばたく色ト
リ鳥（アーティスト・佐土
嶋洋佳氏と一緒に作品を
作ります）

10／31㈯
10:30〜11:30

６組
（１組4
人まで）

②つくろう 羽ばたく色ト
リ鳥（オンラインでアー
ティスト・佐土嶋洋佳氏と
一緒に作品を作ります）

10／31㈯
13:30〜14:30 25組

③赤ちゃんと一緒に初め
てのアート（オンラインで
作品を鑑賞します）

11／１㈰
10:00〜10:30、
11:00〜11:30

各回
５組

④オンラインで行く「アン
ティークどうぶつ園」（オ
ンラインで作品を鑑賞し
ます）

11／３（火・祝）
10:30〜11:00、
13:30〜14:00

各回
５組
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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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