
〒 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。

11/

5
●木
他

2博多灯明ウオッチング×博多旧市街ライトアップウォー
ク 特別展

　写真や映像、ポスター展示など。来場者にはオリジナルポストカー
ドを進呈（各日先着100枚）。d11月５日㈭〜８日㈰午前９時〜午後６時 
※最終日は３時までl市役所１階多目的スペースi博多区企画振興
課a419-1012f434-0053y無料

11/

６
●金

2天神でクラシック　鈴木秀美と辿
たど

る古典交響曲の歴史

　バッハの「シンフォニア ハ長調」などを演奏します。未就学児は入場
不可。d午後７時から２時間程度lＦＦＧホール（中央区天神二丁目）
i九響チケットサービスa823-0101f822-8833y全席指定A席4,200
円、B席・車いす席3,400円、学生席1,500円e電話かファクス、来所で、
問い合わせ先（城南区七隈一丁目）へ。ホームページでも受け付けま
す。

11/

7
●土

3マンション大規模修繕セミナー

　テーマは「修繕計画の見直し方」「積立金値上げの合意形成手順」な
ど。d午後１時〜４時半l県中小企業振興センター（博多区吉塚本町）
iマンション大規模修繕協議会福岡支部a292-8205f292-0735t市
内および近郊の分譲マンションに住む人、マンション管理組合役員な
どc60人（先着）y無料e電話かファクスで、11月２日以降に同支部
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。

11/

11
●水

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。d午後１時〜２時半（受け付けは午後０時50分から） ※予定して
いた12月の開催は中止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a090-7472-1788f566-7546c30人（先
着）y無料e不要

11/

11
●水

3建築物耐震改修セミナー

　市の耐震化の取り組みや補助制度などの紹介のほか、建築物の耐
震診断・耐震改修の事例等について解説します。d午後２時〜４時半
lアクロス福岡大会議室（中央区天神一丁目）i県建築住宅センター
企画情報部a781-5169f715-5230c90人（先着）y無料e電話かファ
クスで、11月２日以降に同部へ。ホームページでも受け付けます。

11/

12
●木

3老人福祉センター長生園　福岡歴史文化特別講座
「福岡城の魅力を探る」

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、11月１日以
降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

11/

13
●金

2九州交響楽団　定期演奏会

　指揮は沼尻竜典、ピアノはアンドレイ・ガヴリーロフ。モーツァルトの
ピアノ協奏曲第20番、ベートーベンの交響曲「英雄」を演奏します。未
就学児は入場不可。d午後７時から２時間程度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九響チケットサービスa823-0101 
f822-8833y全席指定Ｓ席5,700円、A席4,700円、B席・車いす席3,600
円、学生席1,500円e電話かファクス、来所で、問い合わせ先（城南区
七隈一丁目）へ。ホームページでも受け付けます。

　催し等は、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底し実
施します。３密の回避、マスクの着用などにご協力をお願い
します。開催中止や施設の利用制限等を行う場合がありま
すので、事前に各問い合わせ先にご確認ください。 ※掲載の
情報は10月16日時点のものです。

唐
か ら と ま り え び す

泊恵比須かき小屋オープン

　新鮮な魚介類を味わえます。詳細は問い合わせを。d10月25日㈰〜来年３月
ごろまで ▽平日＝午前11時〜午後５時 ▽土日祝日＝午前11時〜午後６時。火曜日
休み（祝日は営業）l海づり公園（西区小田）i市漁業協同組合唐泊支所a809-
2311f809-1205yかき（１㎏1,000円）、かき飯（300円）などe不要

催 し 福岡日英協会 英会話教室

　いずれも連続講座。定員など詳細は問い合わせを。d来年１月４日㈪〜３月31
日㈬ ▽初級＝月・火・水曜日 ▽中級＝火・木曜日 ▽上級＝金曜日いずれも午後６時
半〜８時l博多座西銀ビル（博多区下川端町）i同協会a476-2155（平日のみ）
f476-2634y２万円（テキスト代別）e電話かファクスで、11月１日以降に同協会へ。

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11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（11月前半の日・祝日）
1１月１日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26） a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75） a608-0001
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１） a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28） a781-6381
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45） a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12） a883-2525

11月３日（火・祝）
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40） a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25） a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17） a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１） a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27） a841-0835
白十字病院（西区石丸三丁目２-１） a891-2511
11月８日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25） a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８） a291-3434
秋本病院（中央区警固一丁目８-３） a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35） a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17） a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１） a807-8811
11月15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

　※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。



11/

16
●月

3老人福祉センター舞鶴園　
リラックス・ヨガ講座「倦怠感解消編」

d午後１時〜２時li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-
0046t市内に住む60歳以上c10人（先着）y300円e電話かファクス、
来所で、11月１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

11/

17
●火
他

2友泉亭公園　年賀状用写真撮影会

　家族写真や七五三などの記念写真を撮影します。写真のデータは
DVDで渡します。d11月17日㈫〜29日㈰午前10時〜午後４時 ※24日㈫
は休園li同公園（城南区友泉亭）af711-0415c各日13組（先着。１
組５人まで）y１組5,500円（入園料別）e電話かファクスに応募事項と
希望日を書いて、11月１日以降に同園へ。来所でも受け付けます。

11/

19
●木

4ココロンキャンパス あきらめない心〜失った夢、希望、
右腕を取り戻した私〜

　講師は日本初の義手の看護師で、北京・ロンドンパラリンピック競泳
日本代表の伊藤真波氏。講演後、本人によるバイオリンの演奏もあ
り。d午後１時40分〜３時20分l九州産業大学１号館２階S201教室（東
区松香台二丁目）iココロンセンターa717-1237f724-5162c80人

（先着）y無料eファクスかメール（m jinkenkeihatsu.CAB@city.fukuo
ka.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。

11/

19
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　スリランカ・ウェリガマ出身のリドマ・タランガ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）a262-1744f262-
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。

11/

20
●金

3福岡マンション管理組合連合会
秋のマンションセミナー

　マンションの給排水設備改修などについて学びます。質疑応答もあ
り。詳細はホームページで確認を。d午後１時15分〜４時半l天神ビル

（中央区天神二丁目）i同連合会a752-1555f752-3699t分譲マン
ションの管理組合役員および組合員c100人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m fukukan@fukukan.net）で、11月２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

2もーもーらんど油山牧場　
綿花摘み＆ミニクリスマスツリー作り

　摘み取った綿花を使ってツリーを作ります。d午前10時半〜正午
li同牧場a865-7020f865-7040c15組（抽選。1組２人まで。小学生
以下のみの参加不可）y１組200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11月１日〜11日（必着）に同牧場へ。ホームページでも
受け付けます。

11/

21
●土

2南障がい者フレンドホーム　
楽水園へ紅葉狩りに行こう

　楽水園（博多区住吉二丁目）などを見学した後、食事をします。現地
集合・解散。詳細は問い合わせを。d午前10時半〜午後２時i同ホー
ムa541-5858f541-5856t市内に住む障がいのある人と介助者c10
人（抽選）y食事代、入館料等e電話かファクス、メール（m minami-
friend03@c-fukushin.or.jp）に応募事項と障がいの種別を書いて、11
月12日までに同ホームへ。来所（南区清水一丁目）でも受け付けます。

11/

22
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園　
お父さんと子どもの料理教室

　手作りソーセージでホットドッグを作ります。d午前10時〜午後１時
li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883t４歳以上
の子どもと父親c10組（先着。１組３人まで）y１人500円e電話かファ
クスで、11月１日午前10時以降に同農園へ。

11/

22
●日

2リメンバー福岡 自死遺族の集い

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

11/

23
●●月・祝

3西部３Ｒステーション　オンラインイベント
「海ごみ研究会〜みんなでつなぐ未来の海〜」

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使い、クイズ等を交えながら
ダイバーが博多湾で見つけた海ごみの正体を考えます。詳細はホー
ムページで確認を。d午前10時〜11時i同ステーションa882-3190 
f882-4580c30人（抽選）y無料eメール（m recycle@fukuoka-seibu 
plaza.com）で11月１日〜17日に同ステーションへ。当選者のみ通知。

ひとり親家庭支援センター

　いずれも連続講座。定員を超えた場合は選考。詳細は問い合わせを。li同
センター（中央区大手門二丁目）a715-8805f725-7720t市内に住む一人親か
寡婦c各10人（選考）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25日〜11月15日に同センターへ（月曜休館）。
内容 日時

初めてのパソコン 11／29〜12／20の日曜日

ワード・エクセル基礎 12／１〜11の火〜金曜日

簿記３級 12／12〜来年２／20の土曜日

ワード・エクセル基礎 来年１／10〜３／７の日曜日

パワーポイント 来年１／14〜21の水〜金曜日

エクセル検定対策 来年１／16〜２／20の土曜日

介護事務 来年１／17〜２／21の日曜日

メンタルヘルス３種 来年１／22〜２／10の水・金曜日

ホームページ作成 来年１／27〜２／12の水〜金曜日
　※時間は午前９時半〜午後４時半（介護事務のみ３時半まで）。

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（①②大人に対する方法
③大人・子どもに対する方法）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c各20人（先着）y無料
eホームページで受け付けます。受け付け開始は11月①②１日③10日。 ※電話
の場合は各申込先へ。

種類 実施日 会場 申込先

①入門

12／３㈭ 南消防署（南区塩原二丁目） 541-0219

12／12㈯ 市民防災センター（早良区百道浜一丁目） 821-0245

12／13㈰ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119

②普通１
12／16㈬ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119

12／18㈮ さいとぴあ（西区西都二丁目） 806-0642

③上級
12／４㈮

消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151
12／19㈯

　※時間は①午前10時〜11時半②午前10時〜午後１時③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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令和２（2020）年11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 講演 応募等のはがきの料金は 63 円です。



11/

23
●●月・祝

3友泉亭公園　初心者向け紅葉撮影講座

d午前10時〜正午、午後１時〜３時li同公園（城南区友泉亭）
af711-0415c各10人（先着）y2,200円e電話かファクスに応募事項
と希望時間、写真の撮影経験年数を書いて、11月１日以降に同園へ。
来所でも受け付けます。

11/

24
●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（年賀状）

d11月24日〜12月15日の火曜日午前10時〜正午（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@nonohana.or.jp）、来所で、
11月１日〜10日に同ホームへ。

11/

25
●水

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、11月２日以降に同課へ。

11/

25
●水

3緑のコーディネーターによる体験講座　
ヒバで作るフライングリース

　クリスマスの森をイメージした、吊り下げ
て飾るリース＝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南市民
センター（南区塩原二丁目）i市緑のまちづ
くり協会みどり課a822-5832f822-5848c 

12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、11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。

11/

25
●水
他

2かなたけの里公園　
はじめてのノコギリ はじめてのたき火

　まき作りや枯れ木集めをして、たき火でマシュマロを焼いて食べま
す。d11月25日㈬、12月２日㈬午後１時〜３時li同公園（西区金武）
a811-5118f400-0147t未就学児と保護者c各５組（先着。１組４人ま
で）y１組500円e電話か来所で、11月１日以降に同公園へ。

11/

25
●水
他

2「スウェーデンのパパたち」写真展

　世界65カ国で公開。育休を取得した父親と子どもの写真を紹介しま
す。d11月25日㈬〜29日㈰午前９時半〜午後５時半l市美術館（中央
区大濠公園）iアミカスa526-3755f526-3766y無料

11/

26
●木

3さざんぴあ博多　フラワーアレンジメント教室

　①シナモンリース②シナモンポールを使って、香りがするクリスマ
スの飾りを作ります。d①午後１時〜２時②２時〜３時liさざんぴあ
博多（博多区南本町二丁目）a502-8570f502-8571c各10人（先着）
y2,000円e電話か来所で、11月４日以降に問い合わせ先へ。

11/

28
●土

2楽水園　能と語りの世界

　能楽師の今村嘉太郎氏らが出演。d午後１時〜２時20分、２時半〜４
時20分li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c各10人（先着）
y3,000円（抹茶付き）e電話かファクスに応募事項と希望時間を書い
て、11月１日以降に同園へ。

11/

28
●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。d11月28日㈯、29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
クスに応募事項と希望日を書いて、11月２日午前９時半以降に同セン
ターへ。

11/

29
●日

2西障がい者フレンドホーム　
クリスマスオーナメント作り

　紙粘土とワイヤーで自分の名前のオーナメントを作ります。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）y350円e電話かはがき
（〒819-0005西区内浜１‐５‐54）、ファクス、来所で、11月１日〜15日（必
着）に同ホームへ。

11/

29
●日

3今宿野外活動センター　石窯パン教室

　18歳未満は保護者同伴。d午前10時〜午後１時半li同センター
（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115c５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（〒819-0163西区
今宿上ノ原217-２）に参加者全員の応募事項と食物アレルギーの有無
を書いて11月17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。

12/

3
●木
他

3子どもの貧困を科学する（オンライン開催）〜コロナ禍
だからこそ、私たちは学び・考え・向きあう〜

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使った講座。講師は反貧困
ネットワーク事務局長の湯浅誠氏ら。d12月３日㈭、来年１月28日㈭、２
月18日㈭午後７時〜８時半（連続講座）i西南学院大学社会連携課
a823-3916m fukuoka.kodomo2019@gmail.comc100人（抽選）y無料
e11月13日までにホームページで申し込みを。当選者のみ通知。

油山市民の森　①ロープで木登り＆ツリーデッキ制作ワー
クショップ②森にねころぶコンサート

　①木の上にウッドデッキを作ります。②アコース
ティックギターのコンサート＝写真。d①11月〜来
年１月の第２・４日曜日午前９時半〜午後４時（連続
講座）②12月２日㈬午前11時〜正午、午後２時〜３時
li油山市民の森（南区桧原）a871-6969f801-
1463t①18歳〜65歳で、腹囲68〜100㎝の人②18
歳以上c①４人②各20人（いずれも抽選）y①３万
6,000円②2,000円e往復はがき（〒811-1355南区桧
原855-4）に参加者全員の応募事項と代表者の氏
名、①は腹囲②は希望時間も書いて11月１日〜①５
日②13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。②は空きがあれば当日
も受け付け可。

催 し
博多座　来年１月公演「両

りょうごくおしゃれりきし
国花錦闘士」

　出演は伊藤健太郎、大鶴佐助ほか。時間など詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。d来年１月
17日㈰〜28日㈭ ※21日㈭は休演l博多座（博多区下
川端町）i博多座電話予約センターa263-5555hhttps://
hakataza.e-tix.jp/pc/hakataza.htmlt小学生以上yＡ席
１万3,500円、Ｂ席9,000円、Ｃ席6,000円e電話で11月７日
午前10時以降に予約を。ホームページでも購入可。博
多座窓口では11月８日午前10時から販売。

催 し

同公演のポスター▶︎
Ⓒ 2020「両国花錦闘士」

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11月１日 情報BOX13 催し 講座

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。



12/

5
●土

2アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
クリスマスリースを作ろう

　松ぼっくりやリボンを使って作ります。d午後１時半〜３時半li同
公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020t小学４年生以上
c20人（先着）y1,000円（入館料別）e電話かファクス、来所で、11月５
日以降に同公園へ。

12/

5
●土

3スポーツ体験塾　カーリング教室

d午後２時〜４時lパピオアイスアリーナ（博多区千代一丁目）i市ス
ポーツ協会事業課a645-1233f645-1220t小学生c30人（抽選）y無
料eホームページで11月1日〜14日に受け付けます。当選者のみ通知。

12/

7
●月
他

2
南障がい者フレンドホーム　
はじめてのスマートフォン a

アンドロイド

ndroid（連続講座）
d12月７日㈪、14日㈪午前10時〜正午、午後１時〜３時li同ホーム

（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856t市内に住む障がいのある
人（介助者の同伴可）c各４人（抽選）y無料e電話かファクス、メール

（m minami-friend03@c-fukushin.or.jp）に応募事項と障がいの種別、午
前・午後を書いて、11月20日までに同ホームへ。来所でも受け付け可。

12/

11
●金

4市民福祉講演会 家族のために家事や介護をする子ども
たち 〜ヤングケアラーについて〜

　講師は大阪府立大学教育福祉学類 教授の隅田好美氏。d午後１時
半〜３時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議
会総務課a731-2946f731-2947c100人（抽選）y無料n６カ月〜就
学前（無料。要申し込み。抽選）e電話かファクス、来所で、11月５日〜20
日に同課（ふくふくプラザ内）へ。空きがあれば当日も受け付けます。

12/

12
●土
他

2背振少年自然の家　せふりの自然に親しむつどい

　そば打ち体験やお正月飾り作りなどをします。d12月12日㈯午前10
時半〜13日㈰午後２時半（1泊２日）li背振少年自然の家（早良区板
屋）a804-6771f804-6772t小中学生と保護者c20人（抽選）y大人
6,500円、小中学生5,000円eファクスに参加者全員の応募事項と代表
者の携帯電話番号、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11月１日〜23日（必着）に同施設へ。ホーム
ページでも受け付けます。

12/

13
●日

4福岡よかトピア国際交流財団（福岡国際関係団体連絡会）
オンライン講演会〜真の多文化共生社会の実現に向けて〜

　講師は立命館アジア太平洋大学学長の出口治明氏。ウェブ会議
サービス「Zoom（ズーム）」での参加（先着100人）のほか、市国際会館

（博多区店屋町）でのオンライン視聴もできます（先着20人。小学生以
下は保護者同伴）。i同財団a262-1724f262-2700eメール（m fuku-
net@fcif.or.jp）に応募事項と同会館での視聴を希望する人はその旨
も書いて11月２日以降に同財団へ。

12/

13
●日

2パピオ クリスマスジャズ

　ジャズギター奏者らが出演。d午後２時〜３時40分liパピオビー
ルーム（博多区千代一丁目）a633-2180f633-2177c50人（抽選）y

無料e往復はがき（〒812-0044博多区千代１-15-30）かファクスで、11月
１日〜16日（必着）に問い合わせ先へ。

12/

13
●日

3初めて知るユマニチュードR（オンライン講座）

　認知症の人とのコミュニケーションをスムーズに行うケア技法「ユ
マニチュード」を学びます。詳細はホームページで確認を。d午後２時
〜４時i市ユマニチュード事務局（エクサウィザーズ内）a050-6865-
7848f053-415-9990t市内に住むか通勤する人c200人（先着）y無
料eファクスで11月１日以降に同事務局へ。ホームページでも受け付
けます。

12/

19
●土

2ウエルネスレストラン開放Ｄ
デ ー

ａｙ in あいれふ 
〜あなたの食事をチェックしませんか〜

　食品サンプルを使って、バランスの良い食事について学びます。d

午前10時、11時、午後1時、２時から（各40分）lウエルネスレストラン
（中央区舞鶴二丁目 あいれふ２階）i健康づくりサポートセンター

a751-2806f751-2572c各８人（先着）y無料e電話かメール（m yoy
aku@kenkou-support.jp）に応募事項と希望時間を書いて、11月１日以
降に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

12/

23
●水

2アクロス・ランチタイムコンサート 
アクロス・クリスマスコンサート

　サクソフォン奏者のオリタ・ノボッタ氏らがクリスマスの名曲を演奏
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。

 2021
1/

８
●金

4オンライン講演会 コロナ禍で加速する 多様な人材マ
ネジメントとチーム戦略

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使った講演会。講師は東レ経
営研究所の塚越学氏。詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。d午後２時〜３時半iアミカスa526-3755f526-3766t市内に住む
か通勤する人c500人（先着）y無料eホームページで11月１日〜12
月31日に受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

1/

9
●土
他

3市生涯スポーツ講座

　スポーツの役割や指導方法などを座学と実技で学びます。受講後
は地域やサークル等に指導者として派遣される市スポーツリーダー
バンクへの登録も可能（有料）。料金など詳細は問い合わせを。d来年
１月９日㈯、16日㈯、17日㈰、23日㈯、31日㈰、２月６日㈯午前９時半〜午
後５時45分（連続講座）lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）他i市スポー
ツ協会事業課a645-1233f645-1220t市内に住むか通勤する満18歳
以上（令和２年４月１日現在）c50人（抽選）e11月1日から各区役所情
報コーナー、入部・西部出張所、各公民館などで配布する申込書を11
月20日（必着）までに同課へ。

市民体育館　初級者バドミントン

d12月17日〜来年３月18日の木曜日午後８時15分〜９時15分（12月31日、来年１
月28日、２月11日、３月11日を除く。連続講座）li同体育館（博多区東公園）
a641-9135f641-9139t18歳以上c14人（抽選）y7,000円eはがき（〒812-0045
博多区東公園８-２）かファクスで、11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

ホームヘルパースキルアップ研修 ①褥
じょくそう

瘡予防と福祉用具
②発達障がいと強度行動障がいの理解と対応

d①11月30日㈪午後１時半〜４時10分②12月16日㈬午前９時半〜午後４時10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（先着）y無料eホームページに掲載、または市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問い合わせ先へ。定員を超
えた場合のみ通知。

講座・教室

市科学館　データサイエンスクラブ

　気象情報などの数字を基にデータの分析方法を学びます。詳細はホームペー
ジで確認を。d12月13日〜来年３月21日の日曜日午前10時〜正午（来年１月３日、
31日、２月21日、３月14日を除く。連続講座）li同館（中央区六本松四丁目）
a731-2525f731-2530t小学３年生以上c20人（抽選）y２万円eホームページ
で11月15日〜28日に受け付けます。

講座・教室
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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



ページで確認するか問い合わせを。
li同公園（城南区友泉亭）af711-
0415y無料（撮影時は入園料が必要）
e郵送（〒814-0122城南区友泉亭１-46）
か持参で、11月１日以降に同公園へ。
今年度の高齢者のインフルエンザ
予防接種は無料です

　対象は市内に住む65歳以上の人
（外国人、60〜64歳で一定の障がいの
ある人を含む）で、接種期間は来年１
月31日までです。生活保護受給者や
市県民税非課税世帯の人の証明書等
は原則不要です。i各区健康課
ショッピングセンター等で未使用
の食品を受け付けます

　家庭で余っている未使用の食品を
集め必要とする団体などに無償で提
供する、「フードドライブ」をショッピン
グセンター等で行います。引き取れ
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。d11月８日
㈰午前10時〜午後６時lゆめタウン
博多１階食品売り場入り口（東区東浜
一丁目）、マークイズ福岡ももち３階Ａ
ゾーンエスカレーター横（中央区地行
浜二丁目）i家庭ごみ減量推進課a 

711-4039f733-5907

税理士による無料税務相談会
d11月17日㈫〜19日㈭午前10時〜午
後５時（受け付けは午前９時半〜午後
４時半。相談時間は１人30分以内）l

市役所１階多目的スペースi九州北
部税理士会福岡支部a472-3410f 

472-3416t個人y無料e当日先着順
（予約不可）

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
〜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。

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は視覚障
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。d11月18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

相 談

活用します。詳細は市ホームページ
で確認を。i市民公益活動推進課
a711-4283f733-5768
公共施設案内・予約システム（コ
ミネットシステム）サービスセン
ターの連絡先が変わります

　12月１日㈫からa716-7373f716- 
7374に変わります。i同センターa 

852-3434f852-3435

不動産を公売します
　市税滞納処分で差し押さえた不動
産を入札により公売します。詳細は市
ホームページまたは各区納税課、特
別滞納整理課（市役所北別館２階）で
配布する不動産公売広報で確認を。

【入札】11月４日㈬〜11日㈬に納税企
画課（市役所10階）で。i納税企画課
a711-4206f733-5598
公売財産 所在地 床面積

マンション 中央区今泉二
丁目

20.76平方
㍍

年末調整説明会のお知らせ
　毎年11月に開催している各法人、
個人事業主への給与所得の年末調整
説明会は、新型コロナウイルスの影
響により、今年度の開催を中止しま
す。年末調整に関する各種情報は、国
税庁ホームページで確認を。i各所
轄税務署

市博物館を休館します
　老朽化による改修工事のため、11
月30日㈪〜来年３月末（予定）は休館
します。i同館a845-5011f845-5019
市美術館 貸しギャラリーの利用
希望者を追加募集

　12月〜来年６月の利用者を募集。
空き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】同館（中央区大濠公園）で。ホーム
ページにも掲載。i同館a714-6051f 

714-6071
「わくわくスポチャレ〜スポーツ忍
者への道のり 自宅修行の巻〜」
を開催します

　11月１日から、You Tube（ユーチュー
ブ）で公開する動画を見て、体を動か
します。15個の課題のうち、６個以上
を達成するか、動画をＳＮＳ（会員制交
流サイト）に投稿した人には抽選でプ
ロスポーツチームのグッズなどを進
呈。参加方法など詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。【応募
期間】来年１月31日までi市スポーツ
協会a645-1231f645-1220
友泉亭公園　紅葉の写真展 作品
募集

　同公園内で撮影した写真を募集
（先着50点。１人1点）。詳細はホーム

登録と毎年度１回の狂犬病予防注射
が義務付けられています。【登録】あ
にまるぽーと（東区蒲田五丁目）、ふく
おかどうぶつ相談室（西区内浜一丁
目）、各区保健福祉センター（西区を
除く）で随時受け付け。市獣医師会の
動物病院でも実施【料金】登録は
3,000円、予防集合注射は3,200円【予
防集合注射】下表の通り実施します。

日時 会場

11／７㈯ 九州広場
（市役所ふれあい広場横）

11／８㈰ ふくおかどうぶつ相談室
（西区内浜一丁目）

11／15㈰ 南市民プール
（南区三宅三丁目）

　※時間はいずれも午後１時半〜２
時10分。詳細はホームページで確認
するか、あにまるぽーと（a691-0131 
f691-0132）へ問い合わせを。

さいとぴあと西部図書館を臨時
休館します

　総合点検のため、11月28日㈯は同
施設（西区西都二丁目）を休館します。
iさいとぴあa807-8900f807-8895
有償ボランティアをしたい人・受
けたい人の説明会を実施します

　ごみ出しや買い物の手伝いなど、
主に地域のシニアを対象とした有償
ボランティアの始め方や依頼の方法
などについて説明します。d11月４日
㈬、12月16日㈬、来年１月20日㈬、２月
17日㈬午前11時〜正午li老人福祉
センター東香園（東区香住ケ丘一丁
目 ）a671-2213f671-2214t市 内 に
住む60歳以上c各20人（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、11月１日以降に同園
へ。来所でも受け付けます。
プラスチックごみ削減コンテスト
を実施します

　「プラスチックごみを減らすために
は」をテーマに、家庭で実践できるア
イデアを募集します。優秀者には記念
品を進呈。詳細は市ホームページで
確認を。【募集期間】10月31日〜11月
21日i家庭ごみ減量推進課a711-
4039f733-5907
「あすみん夢ファンド」への寄付を
お願いします

　寄付金は、福祉や子ども育成など
の複雑・多様化する社会問題の解決
のために活動するＮＰＯ法人の助成に

お知らせ
来年度奨学生を募集

　保護者が市内に住み、来年４月に県
内の高等学校、高等専門学校、専修学
校高等課程に進学予定で、学費の支
払いが困難な人に奨学金を貸し付け
ます。卒業後に返還が必要。【金額（予
定）】 ▽ 公立＝月額１万円、１万5,000
円、１万8,000円のいずれかと入学資金
５万円 ▽私立＝月額１万円、１万5,000
円、２万5,000円のいずれかと入学資
金10万円【申し込み】各中学校で配布
する願書に保護者の令和２年度所得
証明書を添付して、在学する中学校
へ提出。詳細は市教育振興会に確認
を。i同会a721-1709f721-1739

新しい水洗化区域のお知らせ
　10月22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】大岳二丁目、香椎駅東四
丁目、香椎照葉六丁目・七丁目、蒲田
二丁目、みなと香椎三丁目、和白東一
丁目・四丁目【博多区】半道橋二丁目

【早良区】大字石釜、内野三丁目、大
字椎原、西入部一丁目【西区】大字吉
武。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a711-4534 
f733-5596

分流化区域指定のお知らせ
　10月22日から博多区住吉四丁目・
五丁目の各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a711-4428 
f733-5533、助成制度は中部下水道
課a711-4698f711-4466
犬の登録および狂犬病予防集合
注射の実施

　生後91日以上の犬は、生涯１回の

雁の巣レクリエーションセンター　
ガンレクじてんしゃ教室

　自転車の乗り方を学びます。雨天中止。d月曜日午後４時〜５時li同セン
ター（東区奈多）a606-3458f607-9057t４歳〜小学生と保護者のペアc各５組

（先着）y１組500円e当日午後３時半から管理事務所で受け付けます。

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
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教室
お知
らせ 相談



福岡地区職業訓練協会の講習

　①原始機（げんしばた）による織物・
染色講習②パソコン「AutoCADによる
建築・機械設計」講習③パソコン「HP
作成（HTML／CSS編）」講習―を開催

（いずれも連続講座）。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
d来年１月８日〜①３月５日の金曜日
午前10時〜午後４時②３月12日の火・
金曜日午後６時半〜９時（２月23日を
除く）③２月16日の火・金曜日午後７時
〜９時li同協会（東区千早五丁目）
a671-6831f672-2133t①不問②③
日本語入力・マウス操作ができる人c

各15人（先着）y①３万1,000円②４万
9,000円③２万2,000円e電話か来所
で、11月２日以降に同協会へ。

職業訓練 来年１月生を募集
　①CAD／CAM科②ビル設備サービス
科（一般・企業実習付き）③導入講習
④ものづくりCAD科 NCコース⑤建設
機械科⑥ビジネスワーク科⑦ビル管
理技術科⑧住宅リフォームCAD技術科
―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。
d来年１月５日㈫〜①②６月30日㈬③
７月29日㈭④〜⑧６月30日㈬i①②
③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）a 

093-641-6909f093-631-6516④〜⑧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-
22-4988f0948-22-4912tハローワー
ク（公共職業安定所）に求職申請をし
ている人c①⑤〜⑧15人②一般20
人・企業実習付き５人③10人④12人

（いずれも選考）y無料（教科書代な
ど別）e来所で11月２日以降に住所地
のハローワークへ。申込期限は12月
①②③７日④〜⑧10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。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。d11月19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

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。d12月７日㈪午後１
時〜３時半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

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。d11月15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
と犬のしつけ方相談は要予約（各先着
３組まで）。電話かファクスで、11月２日
以降に同相談室へ。

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。d12月２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）a 

f738-0073t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。

行政相談会
　総務省行政相談委員が行政サービ
スなどの相談に応じます。d11月19日
㈭、来年１月22日㈮午後１時〜３時l 

i老人福祉センター東香園（東区香
住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214 
t市内に住む60歳以上c各10人（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、11月１日以降に
同園へ。来所でも受け付けます。

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。d11月18日㈬午後１時〜４時（１
組30分）li県土地家屋調査士会（中
央区舞鶴三丁目）a741-5780f731-
5202c５組（先着。１組３人まで）y無
料e電話かファクスで、11月５日以降
に同会へ。

しごと

観光マーケティング課 データ分
析専門員を募集

　観光客の動態情報などのデータ収
集・分析等に従事。【資格】インター
ネット等を活用した情報収集・分析の
実務経験を有する人。他要件あり【任
用期間】12月７日〜来年３月31日（再
任用あり）【募集案内・申込書の配布】
同課（市役所14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

　※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。

月〜小学３年生（無料。子どもの名前、
年齢・月齢を書いて11月20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、11月
２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。
老人福祉センター若久園　シニ
アのための就業支援 合同企業説
明会

d11月27日㈮午後１時半〜３時半l 

i同園（南区若久六丁目）a511-7255 
f511-7558t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、11月１日以降に同園
へ。
老人福祉センター長生園　アク
ティブシニア就業説明会

　高齢者を積極的に雇用している企
業による就業説明会。個別相談会も
あり。d11月21日㈯午後１時半〜３時
半li同園（博多区千代一丁目）a 

641-0903f641-0907t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、11月
１日午前９時半以降に同園へ。
シニア活躍応援セミナー 初心
者のための「販売のお仕事」セミ
ナー

　販売・接客の仕事内容を学びます。
レジ打ちの実践もあり。参加者には
粗品を進呈します。オンラインでの参
加も可（先着15人）。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
d11月24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c25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、11月２日以降に同事務局へ。定員
を超えた場合のみ通知。

第４次市男女共同参画基本計画
（案）について
　【案の閲覧・配布】11月５日から男女
共同参画課（市役所７階）、情報公開室

（同２階）、情報プラザ（同１階）、アミカ
ス（南区高宮三丁目）、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【募集期間】12
月４日（必着）までi同課a711-4107 
f733-5785

意見募集

載【申込期間】11月５日 （消印有効）ま
でi同課a711-4355f733-5901

市職員（公衆衛生医師）を募集
　各区保健福祉センターなどで公衆
衛生に関する業務に従事。【資格】採
用日現在65歳未満の医師免許保有
者。ただし、平成16年４月以降に医師
免許を取得した場合は、医師法に定め
られた臨床研修を修了しているか来
年３月31日までに修了見込みである
こと【採用予定日】来年４月１日【募集
案内・申込書の配布】地域医療課（市
役所12階）で。市ホームページにも掲
載【申込期間】11月30日（必着）までi

同課a711-4892f733-5535
特別支援学校・特別支援学級の職
員を募集

　特別支援学校介助員、特別支援学
校給食介助員、特別支援学級職員、特
別支援学級介助員を募集。【任用期
間】来年４月１日〜再来年３月31日（再
任用あり）【募集案内・申込書の配布】
11月２日から市発達教育センター（中
央区地行浜二丁目）、各特別支援学
校、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。市ホームページにも掲載【申込期
間】11月18日（消印有効）までi同セ
ンターa845-0015f845-0025
中央区地域保健福祉課職員（産休
代替）を募集

　保健師業務等に従事。【資格】保健
師の有資格者。他要件あり【任用期
間】12月21日〜来年３月31日【募集案
内・申込書の配布】10月26日から各区
地域保健福祉課、情報プラザ（市役所
１階）で。市ホームページにも掲載【申
込期間】11月２日〜13日（必着）i中
央区地域保健福祉課a718-1111f734- 
1690

水源林保全推進員を募集
　流域連携課で水源かん養林の巡回
等に従事。【資格】普通自動車免許を
有する人。他要件あり【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】同課（博多
区博多駅前一丁目）で。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】11月９日（消印有
効）までi同課a483-3195f483-3252

就職活動を支援します
　各区の就労相談窓口で、専門相談
員が就職活動中の人の相談に応じま
す（予約制）。さまざまな年代の求職
者に対応し、就職先の開拓も行いま
す。l各区役所 ※博多区は福岡商工
会議所ビル１階（博多区博多駅前二
丁目）、南区はアミカス１階（南区高宮
三丁目）i市就労相談窓口a733-0717 
f711-1682t15歳以上y無料e電話
で問い合わせ先へ。市ホームページ
でも受け付けます。
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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

相談 しごと 意見
募集



　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。申し込みは①②電話か来所で、
当日午前10時以降に同施設へ。③④⑤
電話かメール（m mamoroom@fch.chuo.
fukuoka.jp）、来所で、11月１日午前10時
以降に同施設へ。
①映像シアター「海の色のひみつ」
　赤潮やプランクトンについて学びま
す。d11月７日 ㈯ 午 前11時 半 〜 正 午
c25人（先着）
②映像シアター「おなかを痛くする悪い
やつのお話」
　食中毒の予防について学びます。
d11月14日㈯午前11時半〜正午c25人

（先着）
③松ぼっくりツリーを作ろう
d12月５日㈯午前10時半〜11時t小学

１〜３年生c15人（先着）
④静電気をためてびっくり百人脅し
　多人数で行う静電気実験「百人脅し」
で、静電気の帯電と放電の仕組みを学
びます。d12月12日㈯午後２時〜３時半
t小学生c15人（先着）
⑤特別講座「マライカさんの見た福岡
の自然」
　講師は姪浜漁港のヨットに夫婦で暮
らすマライカ・ヤンセン氏。d12月13日
㈰ 午 前10時 半 〜 正 午t小 学 生 以 上
c25人（先着）

スポーツ教室の参加者を募集
　いずれも連続講座（月3,800円）。t①
18歳以上②小学生（保護者同伴）③中学
生以上c各20人（先着）e電話か来所
で、11月１日以降に同体育館へ。

内容 日程
①バレーボール
教室

11／５㈭、11／10〜12／22
の火曜日10:00〜11:30

②フットサル教室 
ジュニアクラス

11／５㈭〜12／22㈫の原
則木曜日18:30〜19:30

③フットサル教
室 一般クラス

11／５㈭〜12／22㈫の原
則木曜日20:00〜21:30

　※いずれも最終日は午後５時まで。
秋の感謝祭
　博多人形や博多張子（はりこ）の絵付
け体験、小石原焼・有田焼の「ものづく
り」体験（有料）や販売など。飲食物の販
売もあり。d11月５日㈭〜10日㈫ ※体
験と飲食物の販売は土・日曜日のみ（日
曜日は午後３時まで）y入場無料e不
要。体験は午前10時から整理券を配布。
博多織ＷＥＥＫ（ウイーク）展
　博多織を「知る」「使う」をテーマにし
た作品を展示・販売。着物で来館した人
には特典あり。d11月12日㈭〜17日㈫
y入場無料

野菜収穫体験
d11月23日（月・祝）午前９時〜午後４時t

市 内に住む人c300口（ 抽 選 ）y１口
1,000円（ジャガイモ５株、大根２本、白菜
２株程度）e往復はがきで11月１日〜７日

（必着）に同園へ。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口。

　※いずれも無料。
企画展「〜新発見速報展〜発掘された
ふくおか」
　都市化が進む住宅街の中で発見され
た古墳や、意外な場所から発見された
出土品＝写真＝などを紹介します。d10
月27日㈫〜来年２月14日㈰

考古学講座〜発掘調査速報編〜
　テーマは①古代官道を掘る〜名子遺
跡調査の成果より〜②謎の飛鳥時代の
瓦群〜那珂遺跡群調査成果より〜③青
銅の武器と弥生人〜那珂遺跡群の調査
成果より〜。d①11月28日㈯②12月19
日㈯③来年１月16日㈯いずれも午前10
時〜11時、午後１時半〜２時半 ※午前・
午後の内容は同じc各回40人（抽選）e

メー ル（m maibun-c.EPB@city.fukuoka.
lg.jp）に応募事項と希望日時を書いて、
11月１日〜14日に同センターへ。来所で
も受け付けます。１人１通。

11月の事業（一部抜粋）
　いずれも保護者同伴。①の会場はさざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）、上履
きを持参。c①なし②③10組（先着）y①②無料③200円e①不要②③電話か来所
で、11月②12日③３日以降に同施設へ。③はファクスでも受け付けます。

内容 日時 対象
①あいくるがやってくる（親子遊び） 11／４㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児

②育ちの広場（親子遊び） 11／13㈮11:00〜12:00 １、２歳の幼児

③木育おもちゃのひろば（木でおもちゃを作
ります。おもちゃコンサルタントの話もあり）11／18㈬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。

手作りお正月キャンプ
　しめ縄作りやたこ揚げなどをします。
d12月26日㈯午後３時半〜27日㈰午後
３時（１泊２日）t小学４年〜中学生c30人

（抽選）y4,000円eメール（m hp-inquiry@
uminaka.fukuoka-shizennoie.jp）に 応 募
事項と性別、学校名、保護者氏名、緊急
連絡先、市政だよりを見た旨を書いて、
11月27日まで
に同施設へ。
ホームページ
でも受け付け
ます。

y①〜⑥⑧⑨無料⑦450円程度e電話
かファクス、メール（m f_kaigon@fukuw
el.or.jp）、来所で、11月１日以降に同セン
ターへ。

内容・日時 定員（先着）
①今日から使える介護１日講座
12／１㈫10:30〜14:30 ８人

②急病のときに慌てない
12／２㈬13:30〜15:30 35人

③家庭でできる簡単リンパケ
ア　12／３㈭14:00〜16:00 20人

④介護ベッドを正しく使おう
12／５㈯11:00〜13:00、
10㈭10:00〜12:00

各８人

⑤テーマ別料理教室「食べやす
いおせち料理」 ※座学のみ
12／８㈫10:00〜12:00

20人

⑥基本の防災対策と避難行動
要支援者の防災対策
12／９㈬13:30〜15:30

35人

⑦自助具製作教室（「片手用
コップ洗い」を作ります）
12／12㈯14:00〜16:00

10人

⑧身近なものでできる災害対
策　12／16㈬13:30〜15:30 35人

⑨滑らせてらくらくベッド上の
移 動　12／19㈯11:00〜13:00、
24㈭10:00〜12:00

各８人

　※いずれも入園料別。
園芸講座〜秋のバラの手入れと管理〜
d11月26日㈭午後１時半〜３時半（受け
付けは１時から）c30人（先着）y無料e

不要
親子体験教室〜リースづくり〜
　園内の植物を使って作ります。d12月
６日㈰午後１時半〜３時半c12組（抽選。
１組４人まで）y無料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22日（必着）
までに同園へ。ホームページでも受け
付けます。
写真基礎講座受講者作品〜花と緑のま
ちかど写真展〜
d12月８日㈫〜27日㈰y無料

l①大濠公園（中央区）②③同センターe電話か来所で、①11月１日以降②③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）

11／21㈯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） 12／12㈯、26㈯10:00〜15:00 各８人 1,000円

（食事付き）

③やせナイト塾
（生活習慣改善教室）

来年１／７〜28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（先着）

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。

プチ盆栽づくり
d12月12日㈯午後１時半〜３時半c20人

（抽選）y2,800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28日（必着）まで
に同園へ。ホームページでも受け付け
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）

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

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）

埋蔵文化財センター
〒812-0881 博多区井相田二丁目１-94　a571-2921 f571-2825
o午前９時〜午後５時（入館は閉館30分前まで）x月曜日

海の中道青少年海の家
〒811-0321 東区西戸崎（海浜公園内）
a603-2700 f603-2782
利用受付時間　午前９時〜午後５時

総合体育館
〒813-0017 東区香椎照葉六丁目1-１
a410-0314 f410-0318
o午前８時〜午後10時50分 ※利用
は午前９時（一部は８時半）〜午後10
時x第３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）

昨年の親子体験教室の作品

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）

昨年の野菜収穫体験昨年の同イベント

③
の
松
ぼ
っ
く

り
ツ
リ
ー

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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