
〒 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。

S
スマートニュース
martNewsで市の情報が見られます

　スマートフォン・タブレット向けニュース閲覧アプリ「SmartNe
ws」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

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月後半の日・祝日）
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

11月22日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
11月23日（月・祝）
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
11月29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
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

　※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。
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20
●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、11月15日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。
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22
●日

3
オンラインでプログラミング講習
〜S

ス ク ラ ッ チ

cratchでゲームを作ろう〜
　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５・６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11月15日以降に受け付けま
す。
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23
●●月・祝

2楽水園　感謝祭

　手作りの品物（正月用の飾り物など）が当たる抽選会を行います。
d午前９時から。なくなり次第終了li同園（博多区住吉二丁目）
af262-6665y無料（入園料別）e不要
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26
●木
他

2博多ガイドの会 
晩秋の博多路をぶら散歩〜区役所周辺の今・昔〜

d11月26日㈭〜28日㈯午後１時半〜３時半l集合は博多区役所、解散
は住吉神社（博多区住吉三丁目）i博多区企画振興課a419-1012 
f434-0053t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11月16日午前９時以降に同課へ。
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29
●日

2食と健康グッドサイクルフェスタ

　ウォーキングイベントやボウリング大会、子どもの運動能力向上教
室など。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スポーツクラブエスタ香椎（東区千早三丁目）a661-
4040f661-4041y無料（一部有料のイベントあり）e不要
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●火

3プロドッグトレーナーに学ぶ 
災害時に役に立つ犬のしつけかた教室

　災害時に家庭犬と同行避難するために必要なしつけ方を学びま
す。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、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、11月
16日以降に同相談室へ。

　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30日時点のものです。

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
※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11月15日 14催し 講座

教室

福北連携コーナー
北九州観光トクトクプラン商品を販売しています

　北九州市内の観光施設など（小倉城・小倉城庭園入館と庭園でのお茶券な
どのセットや門司港レトロ地区の５施設に入場できるフリーパスポートほか）が
1,000円または2,000円で楽しめます。各対象施設で販売。詳細はホームページ
で確認を。d来年３月14日㈰まで ※予定販売数に達し次第終了i北九州市観
光課a093-551-8150f093-551-8151
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●土
他

2オンライン de 木のマグネットづくり

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」で説明を受けながら、木を磨い
て作ります。樹木や生き物の解説もあり（市内の森からライブ配信）。
d12月５日㈯、26日㈯の午前10時〜11時または午後１時〜２時i環境
調整課a733-5389f733-5592t小学生以上（小学３年生以下は保護
者と一緒に参加してください）c各回10組（先着。１組３人まで）y無料
eメール（m info@greencity-f.org）に代表者の応募事項と参加人数、
希望日時を書いて11月15日以降にグリーンシティ福岡へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

12/

6
●日

2アディクションフォーラム相談会および記念誌配布

　依存症自助グループのメンバーが活動の紹介をするほか、相談に
も応じます。d午前９時半〜午後０時半lあいれふ10階（中央区舞鶴
二丁目）iアディクションフォーラム実行委員会a090-2885-9886m fu
kuoka.addiction.forum@gmail.comy無料e不要
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9
●水

3東図書館　生き活
い

き講座
「お口は健康の入り口〜オトナの病気予防〜」

　口の体操の方法などを学びます。d午後２時〜３時lなみきスクエア
（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973c18人（先着）

y無料e電話か来所で、11月15日以降に東図書館（なみきスクエア
内）へ。
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11
●金
他

3段ボールコンポスト使い方講座

　生ごみを堆肥化する段ボールコンポストの使い方と、生ごみの減量
について学びます。受講者には段ボールコンポストセットを進呈。d12
月11日㈮、15日㈫午前10時〜正午l市役所北別館i家庭ごみ減量推
進課a711-4039f733-5907t市内に住み、段ボールコンポストを使っ
たことがない人c各20人（抽選）y無料eはがき（〒810-8620住所不
要）かファクス、メール（m kateigomi.EB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事
項と希望日を書いて、11月26日（必着）までに同課へ。

応募等のはがきの料金は 63 円です。

市科学館　NHKサイエンススタジアム with 新しい日常

　日本科学未来館（東京都）の会場とつないで、科学の面白さや科学番組の魅
力を伝えます。小学生以下は保護者同伴。内容など詳細はホームページで確認
するか問い合わせを。li同館（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-2530c

各回70組（先着。１組３人まで）y無料eホームページで11月16日正午以降に受
け付けます。

内容 日時
コズミックフロント ＮＥＸＴ（ワープ航法などの夢の技
術が実現可能なのかどうか、専門家の解説を交え
ながら宇宙開発の未来を探ります）

12／５㈯10:30〜12:30

サイスタ・スペシャルステージ〜学ぼう 新型コロナ
ウイルス〜　

12／５㈯、６㈰13:30〜14:15
※各回内容は同じ

なりきり むーにゃん生きもの学園（生き物になり
きって、水や空気など地球上で欠かせないものに
ついて探ります）

12／５㈯15:00〜16:30

子ども科学電話相談（公開生放送） 12／６㈰10:05〜11:50
すイエんサー（科学の考え方を使って、一見難しそ
うな課題に挑戦します） 12／６㈰15:00〜17:00

催 し

老人福祉センター東香園　①東香園カフェ②悪徳商法対
策セミナー③高齢者の交通安全講座

　①認知症予防について説明をするほか、相談も受け付けます。ウクレレの演奏
会もあり。②インターネット上でのトラブル防止策を学びます。③自動車の安全
な運転、運転免許証の返納方法などについて学びます。d①11月25日㈬午後１
時〜２時半②11月26日㈭午後１時〜２時③12月２日㈬午前11時〜正午li同園

（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t①市内に住む60歳以上と家族
②③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、来所で、11
月15日以降に同園へ。

催 し

①マンション管理無料相談会
②福岡マンション管理基礎セミナー

　②は、「マンション生活における認知症対策について」「マンション保険料の値
上げについて」の２講演。d12月12日㈯①午前10時〜午後０時20分②午後１時〜
３時 半l中 央 市 民 センタ ー（ 中 央 区 赤 坂 二 丁 目 ）i住 宅 計 画 課a711-
4598f733-5589t福岡都市圏に住むマンション管理組合役員、区分所有者など
c①８組②250人（いずれも先着。①は１組２人まで）y無料e電話かファクス、
メール（m ｍ-jutaku@city.fukuoka.lg.jp）で、11月16日以降に同課へ。定員を超え
た場合のみ通知。

催 し

友泉亭公園　着物と和の心
〜着物を通して日本の伝統と和の作法を学びます〜

d来年１月〜６月の第２水曜日午前10時〜午後１時または第２木曜日午後１時〜
４時（連続講座）li同公園（城南区友泉亭）af711-0415t20歳以上の女性c

各６人（先着）y１万8,000円e電話か来所で、11月15日以降に同公園へ。

講座・教室
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●火
他

3発達障がいについて学ぶ講座

　テーマは①成人期の発達障がいについて②発達障がいの人への
就労支援。d12月①１日㈫②８日㈫いずれも午後１時半〜３時半 ※希
望回のみの参加可l城南区保健福祉センター（城南区鳥飼五丁目）
i城南区健康課a831-4209f822-5844c各25人（先着）y無料e電
話かファクス、メール（m kenko.JWO@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と
希望日を書いて同課へ。来所（同センター内）でも受け付けます。
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●木
他

3婚活前魅力アップオンラインセミナー

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したセミナー。オンライ
ンイベントにも役立つ会話術や印象を良くする方法などを学びます。
d12月３日㈭、８日㈫午後７時〜８時 ※各回内容は同じiこども未来
局企画課a711-4188f733-5534t独身者c各25人（先着）y無料e電
話かファクス、メール（m kikaku.CB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希
望日、メールアドレスを書いて同課へ。定員を超えた場合のみ通知。
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●金

2九州交響楽団 定期演奏会 
ロマン主義推進の旗頭と脱ロマン派様式の実践者

　シューマンの「交響曲第２番」などを演奏します。未就学児は入場不
可。d午後７時〜９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九響チケットサービスa823-0101f822-8833y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
かファクスに応募事項と席の種類・枚数を書いて問い合わせ先へ。来所

（城南区七隈一丁目）、ホームページでも受け付けます。
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●土

3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。d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、11月17日以降に同ゴルフ場へ。

12/

5
●土

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　段ボール・木枠・設置型コンポストの作り方、落ち葉の処理の仕方を
学びます。タマネギ（晩生）の植え付け、ハーブを使ったリース作り、サ
トイモ、下仁田ネギの収穫と試食もあり。d午後１時半〜３時半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c15人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m info@jun-namaken.com）で、11月16日以降に同研
究所へ。

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



①おはようスケート教室②おはようボウリング教室

　初心者向け。d①12月28日㈪、29日㈫午前９時〜10時②来年１月５日㈫、６日㈬
午前９時半〜11時半 ※いずれも全２日lパピオ（博多区千代一丁目）i①パピ
オアイスアリーナa633-2468f633-2499②パピオボウルa633-2500f633-2498 
t①５歳〜小学生②小中学生 ※いずれも小学３年生以下は保護者同伴c①100
人（抽選）②50人（先着）y①3,000円②1,500円e①はがき（〒812-0044博多区千
代１-15-30）かファクスに応募事項と性別を書いて、11月15日〜12月10日（必着）
に問い合わせ先へ。②電話かファクスに応募事項と性別を書いて、11月15日以
降に問い合わせ先へ。いずれも来所でも受け付けます。

講座・教室

城南障がい者フレンドホーム

li同ホーム（城南区南片江二丁目）a861-1180f861-1123t①市内に住む障
がいのある人（家族の同伴可）②③不問c各10人（抽選）e電話かはがき（〒814-
0143 城南区南片江２-32-１）、ファクス、メール（m jyonan.f@c-fukushin.or.jp）、来
所で、11月15日から①11月28日②11月29日③12月５日までに同ホームへ。

内容 日時 費用
①癒やしのアロマ教室（ハンドクリームを作り
ます） 12／４㈮10:30〜12:00 500円

②だれでもインク de ぬりえ教室（クリスマス
向け） 12／６㈰13:30〜15:30 無料

③多肉植物教室 正月飾り（子ども向け） 12／12㈯13:00〜15:00 500円

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。

あいくる（中央児童会館）　11・12月の事業（一部抜粋）

　未就学児は保護者同伴。①は上履きを持参。l①早良体育館（早良区四箇六
丁目）②③同会館（中央区今泉一丁目）i同会館a741-3551f741-3541c①なし
②15人（先着）③20組（先着。１組１個）y①②無料③100円e①不要②当日正午
から整理券を配布③電話かファクス、来所で、12月１日以降に同会館へ。

内容 日時 対象
①あいくるがやってくる（親子遊び） 11／18㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児
②ふれあいひろば（お手玉遊び） 11／22㈰14:00〜15:00 幼児〜高校生
③おもちゃ病院 12／20㈰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。

催 し

介護実習普及センター　ミニ展示 感染対策グッズ

　マスクの除菌と乾燥ができるケースなどを展示します。d開催中〜11月30日
㈪午前10時〜午後６時 ※17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

市ＮＰＯ活動推進補助金事業「これで安心、オンライン面接」

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」やLINE（ライン）を利用して、オンライン面
接の練習を実施。就職活動についての相談にも応じます。d来年２月24日㈬まで
の月・水曜日（12月30日、来年１月４日、祝休日を除く）午後１時〜５時（１回50分）i

福岡ジェンダー研究所a401-5811m info@fgsi.jpt市内に住む一人親または市
内に住むか通学する就職活動中の学生（高校生不可）c各日３人（先着）y無料
e電話で同研究所へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

花畑園芸公園　11・12月の園芸講座・ワークショップ

　①「ウメのせん定と冬期管理」②「桃・スモモのせん定と冬期管理」③「楽しいク
リスマスリースワークショップ」④「キウイフルーツ・ブドウのせん定と冬期管理」
⑤「玄関先に飾りたい おしゃれな寄せ植え」d①11月25日㈬②11月27日㈮③11
月28日㈯④12月５日㈯⑤12月６日㈰いずれも午後１時半〜３時半li同公園（南
区柏原七丁目）a565-5114f565-3754c①②④30人③20人⑤10人（いずれも先
着）y①②④無料③800円⑤2,500円e電話かファクスで同公園へ（受け付け開
始は各開催日の１週間前）。

講座・教室

12/

13
●日

2福岡レインボー映画祭 ①ラフィキ ふたりの夢
②ぼくが性別ゼロに戻るとき〜空と木の実の９年間〜

　性的マイノリティに関する理解や認識を深め、多様性について考え
ることをテーマに上映します。 d①午前10時半から（82分）②午後１時
半から（84分） ※入れ替え制lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i

人権推進課a711-4338f733-5863c各100人（先着）y無料e往復は
がき（〒810-8620住所不要）に参加者全員の応募事項と希望作品を書
いて11月15日以降に同課へ。市ホームページでも受け付けます。１通
につき１作品２人まで（２作品希望の場合は作品ごとに申し込みが必
要）。車いすで来場の場合は申込時にその旨を記入してください。

12/

13
●日

2早良障がい者フレンドホーム　ときめきっず

　干支（えと）の置物の絵付け体験を行います。d午後１時半〜２時10
分、２時20分〜３時li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-
2761f847-2763t市内に住む障がいのある小学生 ※保護者、きょう
だい児も参加可c各５組（抽選。１組３人まで）y１個500円e電話か
ファクス、メール（m sawara-friend@nonohana.or.jp）に参加者全員の
応募事項と希望時間・個数を書いて、11月15日〜25日に同ホームへ。
来所でも受け付けます。

12/

13
●日
他

3松風園　①ちょっとおしゃれな年賀状作り
②華道 草月流「お正月花」

　①小筆を使って作ります。②正月用の花を生けます。初心者も参加
可。いずれも抹茶サービス・菓子付き。d12月①13日㈰②27日㈰いず
れも午前10時〜正午li同園（中央区平尾三丁目）af524-8264c

各10人（先着）y①2,500円②3,500円e電話かファクスで同園へ。

12/

15
●火

3緑のコーディネーターによる体験講座 
クリスマスのキャンドルアレンジ

　生花や木の実などを使って作ります。小学生
以下は保護者同伴。d午後２時〜４時l城南市
民センター（城南区片江五丁目）i市緑のまち
づくり協会みどり課a822-5832f822-5848c12
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@mi
dorimachi.jp）で、11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。

12/

15
●火

2九響 ＠ アートカフェ〜プレミアムコンサート〜

　小学生以下は入場不可。詳細はホームページで確認を。d午後６時
半〜７時半lアジア美術館（博多区下川端町 リバレインセンタービル
７階）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-6259c30人（抽選）
y500円e往復はがき（〒812-0027博多区下川端町３－１ リバレインセ
ンタービル８階）で11月25日（必着）までに同財団へ。

12/

19
●土

2中央市民センター　こどもクリスマス会

　「手作りの人形劇」「不思議な手品とお手玉」「中央図書館おはなし
会」を観賞します。詳細はホームページで確認を。d午前10時〜正午
または午前10時45分〜午後０時45分li同センター（中央区赤坂二
丁目）a714-5521f714-5502t２歳〜小学３年生（未就学児は保護者
と一緒に参加してください）c各10組（先着。１組２人）y無料e電話
かファクスに参加者全員の応募事項と希望時間を書いて、11月20日
以降に同センターへ。来所でも受け付けます。

12/

20
●日

2市総合体育館　個人参加バレーボール

　初心者も参加可。d午後７時〜９時li同体育館（東区香椎照葉六
丁目）a410-0314f410-0318t18歳以上c30人（先着）y500円e電話
か来所で、11月15日以降に同体育館へ。

作品例
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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
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学生1,020円e同館３階で購入を。
市科学館の貸室利用を受け付け
ます

　企画展示室・サイエンスホール・
ドームシアターの貸し出しを行ってい
ます（同館による使用が予定されてい
る期間・時間帯を除く）。利用希望日の
９カ月前の１〜10日に抽選会参加の受
け付けを行います。抽選後、空きがあ
れば先着順で受け付け。下見も可能。
詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。i同館a731-2525f731- 
2530

「博多町家」ふるさと館　展示棟・
町家棟の臨時休館

　工事のため、12月１日〜28日（予定）
は展示棟・町家棟を休館します。みや
げ処（どころ）は営業します（臨時休館
する場合はホームページに掲載）。i

同館a281-7761f281-7762

福岡県最低賃金が改定されました
　10月１日から、最低賃金が１時間
842円に改定されました。最低賃金引
き上げには「業務改善助成金」を活用
してください。詳細は問い合わせを。
i福岡労働局賃金室a411-4578f 

411-4875
犬猫のマイクロチップ装着にかか
る費用の一部を助成

　飼い主の特定に有効なマイクロ
チップの装着費用の一部を助成します

（上限1,500円）。助成決定前に装着し
た場合は対象になりません。【対象】
次の全ての条件を満たす犬猫（犬の
場合は狂犬病予防法に基づく登録済
みで、今年度の狂犬病予防注射を受
けている必要あり） ▽飼い主が市内
に住む20歳以上 ▽市内で飼育されて
いる ▽ 市内の動物病院でマイクロ
チップ装着を行うことが可能。他条件
あり【募集数】10匹（抽選）【申し込み】
はがき（〒819-0005西区内浜１-４-22）
かファクス、メール（m dobutsukanri.
PHWB@city.fukuoka.lg.jp）に飼い主の
応募事項と犬・猫のいずれかと名前を
書いて、11月16日〜30日（消印有効）
にふくおかどうぶつ相談室へ。当選者
に申請書類を送付（書類審査あり）。
i同相談室a891-1231f891-1259

グッデイ寄せ植えコンテスト「園
芸ライフ×フォトカップ」

　プランターや鉢などに花苗を植え
込んだ寄せ植えの写真を募集。「一人
一花賞」や「グリーンライフ部門賞」

「キッズ部門賞」などがあります。詳細
はホームページで確認
を。【応募期間】12月31
日までi嘉穂無線ホー
ルディングスa281-6090 
f281-6015
木の葉モール橋本で未使用の食
品の寄付を受け付けます

　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」を木の葉モー
ル橋本（西区橋本二丁目）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23日（月・祝）午前10時〜午
後６時i西部３Ｒステーションa882-
3190f882-4580

マイボトルデザインコンテスト
　マイボトルは、プラスチックごみを
減らす実践行動の代表例です。マイボ
トルの利用が広まるよう、「福岡市」を
テーマに「愛着が湧く」「持ち歩きたく
なる」マイボトルのデザインを募集し
ます。応募条件など詳細は市ホーム
ページで確認するか問い合わせを。

【募集期間】11月20日〜来年１月31日
i家庭ごみ減量推進課a711-4039f 

733-5907

市科学館ファンクラブのお知らせ
　同クラブの会員になってポイントを
ためると、プラネタリウム観覧券や記
念品などの特典を受けられます。会
員専用サイトでは来館履歴や参加し
た講座・実験を振り返ることが可能。
手持ちの交通系ICカードまたはオリ
ジナルファンクラブ会員カード（同館
３階で販売。510円）=写真=を会員証
にできます。登録無料。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
i同館a731-2525f731-2530

市科学館年間パスポートのお知
らせ

　同館のドームシアター（プラネタリ
ウム）の一般番組や基本展示室を１年
間お得に利用できます。 ※プラネタ
リウムスペシャル番組や特別展などは
対象外。i同館a731-2525f731-2530 
y大人3,060円、高校生1,830円、小中

民有地の緑化を助成します

　道路（幅員４ｍ以上の公衆用道路）
から見え、かつ道路から６ｍ以内の場
所で新たに行う緑化（一年草を除く）
に対して助成します（先着順）。【条件】

▽地目が宅地 ▽緑化面積５平方㍍以
上 ▽工事着工前に申請 ▽来年３月23
日までに工事完了し、完了報告書を
提出【助成金額】緑化施工費用の２分
の１に相当する金額で、上限20万円

【申請】ホームページに掲載の申請書
等を来年２月15日（必着）までに市緑
のまちづくり協会へ。i同協会みどり
課a822-5832f822-5848

緑化例

お知らせ
市教育委員会表彰

　学校教育や社会教育の振興発展に
貢献した52人と24団体を表彰します。
詳細は市ホームページで確認を。i

市教育委員会総務課a711-4605f 

711-4600
市介護予防教室実施業務の受託
事業者を募集（追加募集）

　65歳以上の市民が自宅で気軽にで
きる運動と、ロコモティブシンドローム

（運動器症候群）予防・認知症予防の
講話を併せて行う教室を実施する事
業者を募集。募集エリア等の詳細は
募集要項で確認を。【募集要項の配
布】11月16日から地域包括ケア推進課

（市役所12階）、情報プラザ（同１階）
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】12月15日（必着）までi同課a711-
4373f733-5587

アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　
①ステンドグラス風ひっかき絵作り②しめ飾り作り教室

　①プラスチックの板とカラーセロハンで作ります。②竹やリボンなどを使って
作ります。d①12月２日㈬〜25日㈮午前10時〜午後４時 ※火曜休園。期間中で
も定員になり次第終了②12月19日㈯午後１時半〜３時半li同公園（東区香椎
照葉四丁目）a661-5980f661-8020t①不問（小学３年生以下は保護者同伴）②
小学４年生以上c①100人②20人（いずれも先着）y①無料②1,000円（いずれも
入館料別）e①不要②電話かファクス、来所で、11月19日以降に同公園へ。

講座・教室

初心者・中級者向けパソコン教室

　パソコン入門、ワードやエクセルの入門・中級講座、インターネット、タブレット
＆スマホなど各コースあり。詳細は問い合わせを。d11月16日㈪〜12月25日㈮ 
※土日祝日を除く。各コース週１回の講座を計５回受講（１回２時間）li市シル
バー人材センター西出張所（西区姪の浜四丁目）af881-7266t20歳以上のパ
ソコン初心者・中級者c各５人（先着）y7,500円（テキスト代別）e電話かファク
ス、メール（m sjcitgroup55@gmail.com）で、11月16日以降に問い合わせ先へ。来
所でも受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

講座・教室

チームラボフォレストでデジタルアートを楽しもう

　アーティスト、エンジニアなどで構成されるアート集団「チームラボ」による新
しいミュージアムです。「捕まえて集める森」=写真=は、スマートフォンのアプリ
でデジタル空間上の動物を捕まえ観察し、自分だけの図鑑を作る学びの空間で
す（スマートフォンの貸し出しあり）。「運動の森」では、体を動かしながら空間認
識能力を鍛えることができます。詳細はホームページで確認を。d午前11時〜
午後８時（土・日曜・祝休日は午前10時から）lBOSS E・ZO FUKUOKA（ボス イーゾ 
フクオカ・中央区地行浜二丁目）iE・ZO 
お客様サポートセンターa400-0515 
hhttps://e-zofukuoka.com/inquiry/
form/y16歳以上2,200円、４〜15歳800
円、３歳以下無料 ※15歳以下は保護者
同伴（20歳以上の保護者１人につき子
ども３人まで）eホームページ、施設内
の券売機でチケットを購入。 ※市立学校
の小学生には無料招待券を配布済み。

催 し

Ⓒ「チームラボフォレスト福岡 -SBI 証券」E・ZO FUKUOKA

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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アウトライン済

未アウトライン

　　   でつながる福岡市。

福岡市広報課

　　711-4827　FAX 732-1358　☎

年金の手続きについて

詳しく知りたいな…

        で調べてみよう

月に１回のごみ出しの日、

忘れないように        で

通知してもらおう

申し込みは、指定代理店を通じて受

け付けています。詳しくは、市ホー

ムページをご覧ください。

福岡市政だより広告 検索

福岡市広報課

　　711-4016　FAX 732-1358　☎

災害に備えて、

近くの避難所を

        で検索しよう

いつもの帰り道、

街灯が消えている

        で市に通報しよう

福岡市政だよりに

広告　掲載      を      しませんか？

に       万部を配布 !市内全戸 84
中高年層                や                    で

よく読まれています。

(    )主婦 夫 層

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。

くらし・事業なんでも相談会
　弁護士・税理士など10専門職によ
る相談会です。d11月28日㈯午前10
時〜午後４時lあいれふ（中央区舞
鶴二丁目）i福岡専門職団体連絡協
議 会 事 務 局a090-9483-5407f641-
2503c34組（先着）y無料e電話か
ファクスで、11月16日午前10時以降に
同会へ。
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。d11月21日㈯午前10
時〜午後４時（受け付けは３時半まで）
lコミセンわじろ２階（東区和白丘一
丁目）i県行政書士会a641-2501f 

641-2503y無料e不要　

医師による不妊専門相談
　不妊治療の医師である古賀文敏氏
が相談に応じます。d11月25日㈬午後
３時〜５時li不妊専門相談センター

（市役所地下１階）a080-3986-8872m 
f_funin@ybb.ne.jpt市内に住むか通
勤する人c３人（先着）y無料e電話
かメールで、11月16日以降に同セン
ターへ。

相 談
日曜労働相談会

　電話と面談で相談に応じます。相
談内容によっては弁護士も対応しま
す。d11月29日㈰午前10時〜午後６時

（受け付けは午前９時半〜午後５時
半）li福岡労働者支援事務所（中
央区赤坂一丁目）a735-6149f712-
0497y無料e不要
犯罪被害者をサポートする相談
窓口を開設しています

　①福岡犯罪被害者総合サポートセ
ンターa409-1356（午前９時〜午後４
時）②性暴力被害者支援センター・ふ
くおかa409-8100（24時間）③県警の
犯罪被害相談「心のリリーフ・ライン」
a632-7830（午前９時〜午後５時45分）
④県警の性犯罪被害相談電話a♯
8103（24時間）へ。 ※①③平日（年末
年始を除く）②④年中無休

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。

しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　①ファイナンシャル・プランナー２
級学科実技直前対策講習②パソコン

「Excel2016」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。d①来年１月

▽学科＝９日㈯、10日㈰ ▽実技＝16日
㈯午前９時〜午後５時②来年１月10日
〜２月７日の日曜日午前９時半〜午後

　※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。

４時半li同協会（東区千早五丁目）
a671-6831f672-2133t①ファイナ
ンシャル・プランナー２級受験予定者

（実技はFP協会で受験する人のみ）②
日本語入力・マウス操作ができる人
c①20人②15人（いずれも先着）y①

▽学科・実技＝２万1,000円 ▽学科のみ
＝１万5,000円 ▽実技のみ＝7,000円②
２万3,000円e電話か来所で、11月16
日以降に同協会へ。
市保育士・保育所支援センター出
張相談会

　保育所等への就労に関する相談に
応じます。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。d12月４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

国民健康保険給付職員を募集
　各区保険年金課（中央区を除く）、
西部出張所で、療養費等の請求内容
の点検・審査・調査や第三者行為求償
などの業務に従事。【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】保険医
療課（市役所12階）、情報プラザ（同１
階）、各区保険年金課、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20日（消印有効）までi保
険医療課a711-4390f733-5441

国民健康保険業務職員を募集
　中央・城南・早良・西区保険年金課
で、国民健康保険等に関する相談、窓
口業務などに従事。【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】保険年
金課（市役所12階）、情報プラザ（同１
階）、各区保険年金課、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20日（消印有効）までi保
険年金課a711-4242f733-5441
城南区課税課職員（短期一般事務
補助）を募集

　個人市民税に係る書類の受け付
け・分類・ファイリングなどの業務に従
事。【任用期間】来年２月１日〜５月31
日の間【募集案内・申込書の配布】城
南区課税課（城南区役所２階）、城南
体育館（城南区別府六丁目）、城南市
民センター（城南区片江五丁目）など
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】11月30日（消印有効）までi同課
a833-4031f841-2145
中高年求職者向け フォークリフト
運転技能講座

　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。d12月10日
㈭〜16日㈬ ※日程はコースによって
異なるl南市民センター（南区塩原
二丁目）他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c20
人（抽選）y無料e申込書を11月30日

（必着）までに問い合わせ先へ。当選
者のみ通知。
高齢者活躍人材確保育成事業「ハ
ウスクリーニング」技能講習会

　基礎から効率的な作業方法まで学
びます。実技もあり。d12月17日㈭、
18日㈮午前10時〜午後４時（連続講
座）l消防会館（博多区中洲中島町）
i県シルバー人材センター連合会
a292-1857f623-5677t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12月７日（必着）までに同連合会へ。
受講決定者のみ通知。
地域保健福祉課相談・支援業務等
職員を募集

　各区地域保健福祉課で、高齢者の
相談・支援および地域包括支援セン
ターの支援などの業務に従事。【資
格】次のいずれかに該当する人 ▽社
会福祉士の有資格者 ▽保健師、また
は地域ケア・地域保健などの実務経
験がある看護師の有資格者で介護支
援専門員の資格も持つ ▽介護支援専
門員の有資格者で、実務経験が３年
以上ある【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】11月10日から地
域包括ケア推進課（市役所12階）、情
報プラザ（同１階）、各区地域保健福祉
課、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16日
〜12月７日（必着）i地域包括ケア推
進課a711-4373f733-5587

屋台営業候補者を募集
　来年８月（予定）から中央区天神地
区・長浜地区で屋台を営業する人を
募集します。詳細は募集要項で確認
を。【募集要項の配布】まつり振興課

（市役所12階）、路政課（同６階）、みど
り運営課（同４階）、情報プラザ（同１
階）、博多区維持管理課・衛生課、中央
区生活環境課・衛生課で。市ホーム
ページにも掲載【申込期間】12月14日

（必着）までiまつり振興課a733-5933 
f711-4354
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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

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

母子訪問指導に従事する助産師
または保健師を募集

　東・博多・中央・南区健康課に勤務。
【資格】病院勤務などの実務経験を３
年以上有する助産師か保健師【申し
込み】必要書類（履歴書、資格免許証
の写し）を郵送か持参で希望する区の
健康課へ。i各区健康課 ▽ 東（〒812-
0053東 区 箱 崎２-54-27）a645-1077 
f651-3844 ▽博多（〒812-8514博多区
博多駅前２-19-24 大博センタービル３
階）a419-1095f441-0057 ▽中央（〒810-
0073中央区舞鶴２-５-１ あいれふ６階）
a761-7338f734-1690 ▽南（〒815-0032 
南区塩原３-25-３）a559-5119f541- 
9914、こども発達支援課a711-4178 
f733-5534
市緑のまちづくり協会 契約職員

（造園職・電気職・機械職）を募集
　公園の維持管理業務などに従事。

【資格】 ▽普通自動車運転免許（AT車
限定免許を含む。取得見込み可）を有
する ▽ 高校・大学等で関係する単位
を履修した（履修見込み可） ※造園職
は企業等で３年以上の実務経験（造
園、園芸など）ありでも可―などの要
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・
エントリーシートの配布】同協会総務
課（早良区百道浜二丁目）で。ホーム
ページにも掲載【申込期間】11月19日

（必着）までi同課a822-5831f822- 
5848

国際部 アジア太平洋都市サミッ
ト企画運営推進員を募集
　情報の収集・整理・発信、会議運営、
レセプションなどのイベント実施の支
援業務に従事。【資格】 ▽展示会や国

際会議等のイベントなどに関わる業
務の実務経験１年以上 ▽ウェブサイト
の管理、広告物の制作、広報・宣伝・情
報発信等に関する実務経験―などの
要件あり【任用期間】来年１月１日〜３
月31日【募集案内・申込書の配布】ア
ジア太平洋都市サミット担当（市役所
８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20日（消印有効）までi同担当
a711-4028f733-5597

「生き活（い）き講座」職員を募集
　各区地域保健福祉課で、公民館な
どで開催する高齢者を対象とした健
康づくり・介護予防講座の運営・実施
などに従事。【資格】 ▽ 保健師または
健康運動指導士の有資格者 ▽普通自
動車運転免許（ＡＴ車限定免許を含
む。取得見込み可）を有する―などの
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】11月10日から地
域包括ケア推進課（市役所12階）、情
報プラザ（同１階）、各区地域保健福祉
課、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16日
〜12月７日（必着）i地域包括ケア推
進課a711-4373f733-5587

地域ネット支援員を募集
　各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】 ▽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（ＡＴ車限定免許を含む。取得見
込み可）を有する―などの要件あり

【任用期間】来年４月１日〜令和４年３
月31日（再任用あり）【募集案内の配
布】11月10日から地域包括ケア推進課

（市役所12階）、情報プラザ（同１階）、
各区地域保健福祉課、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16日〜12月７日（必着）i

地域包括ケア推進課a711-4373f 

733-5587
開発・建築調整課①建築調整担当
員②開発指導担当員を募集

　①建築紛争の予防と調整に関する
書類審査、受け付け、現場完了検査お
よび建築協定の窓口での案内②都市
計画法等に基づく書類受け付け、窓
口での案内―に従事。【資格】建築基
準適合判定資格者、一級または二級
建築士、一級または二級建築施工管
理技士。３年以上の実務経験も必要

【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】11月16日から同課（市役所
４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】
12月７日（必着）までi同課a711-4777 
f733-5584

市立急患診療センター看護師を
募集

　詳細はホームページに掲載。【資
格】土・日曜・祝休日に月３〜５回出勤
できる看護師または准看護師。ゴー
ルデンウイーク、年末年始は出勤が
必須。 他要件あり【勤務場所】同セン
ター（早良区百道浜一丁目）、東・博
多・南・城南・西区の急患診療所（各区
保健福祉センター内）【申込期間】12
月19日までi同センターa847-1099 
f852-1510
市こども総合相談センター 児童
指導員を募集

　同センター内の一時保護所におい
て深夜の子どもの生活指導等に従
事。資格要件あり。【任用期間】来年１
月１日〜３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】11月16日から同
センター（中央区地行浜二丁目）、情
報プラザ（市役所１階）、各区役所情報
コーナー、入部・西部出張所で。市
ホームページにも掲載【申込期間】11
月27日（必着）までiこども支援第２
課a832-7100f832-7830

18日㈮ The Obs:A Singapore Story（11）、
シンガポール・グラフィティ（２）

19日㈯ ワンダーボーイ・ストーリー（11）、
セブンレターズ（２）

20日㈰ チキンライス・ウォー（11）、
スター誕生（２）

23日㈬ セブンレターズ（２）
24日㈭ The Obs:A Singapore Story（11）、

シンガポール・グラフィティ（２）
25日㈮ ワンダーボーイ・ストーリー（11）、

セブンレターズ（２）
26日㈯ チキンライス・ウォー（11）、

ねじきれ奇譚（２）
27日㈰ スター誕生（11）、

シンガポール・グラフィティ（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。

映像ホール・シネラ　12月上映スケジュール
アジア・シネマ・パラダイス
２日㈬ バイオリン弾き（２）
３日㈭ 光（11）、ローサは密告された（２）
４日㈮ 裁き（11）、母なる証明（２）
５日㈯ 光（11）、帰れない二人（２）
６日㈰ バイオリン弾き（11）、ローサは密告された（２）
９日㈬ 帰れない二人（２）
10日㈭ 光（11）、母なる証明（２）
11日㈮ 裁き（11）、帰れない二人（２）
12日㈯ バイオリン弾き（11）、ローサは密告された（２）
13日㈰ 裁き（11）、母なる証明（２）
シンガポール映画特集
16日㈬ チキンライス・ウォー（２）
17日㈭ スター誕生（11）、ねじきれ奇譚（２）

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歯周病健診 18歳以上 1,000円
　※12月６日㈰、８日㈫、13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。

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪12月５日㈯、６日㈰、８日㈫、13
日㈰、20日㈰午前８時半〜10時半（８日
は午後６時〜７時） ※③⑤は８日は休み
⑫12月６日㈰午前８時半〜10時半、８日
㈫午後６時〜７時⑬12月20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

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）

またはホームページを確認の上、来年１
月31日（必着）までに同園へ。
レモングラスでしめ飾りづくり
　レモングラスを編んでナンテンの実
などで飾り付けます=写真。d12月22日
㈫午後１時半〜３時半c20人（抽選）
y1,000円（入園料別）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、12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。

冬の野鳥観察会
d12月13日㈰午前10時〜午後０時半（受
け付けは午前９時半から）c30人（先着）
y無料（入園料別）e不要

昨
年
の
野
鳥
観
察

会

植物画コンクールの作品を募集
　募集部門は中学生・高校生の部、一般
の部。応募は１人１点（Ｂ４サイズ・縦長。
未発表の作品に限る）。詳細は問い合わ
せを。e同園、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、各公民館などで配布する募集要項

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）

　※以下の展示はコレクション展（古美
術）。期間は11月17日㈫〜来年１月31日
㈰。料金は一般200円、高大生150円、中
学生以下・市内に住む65歳以上無料。
風を視（み）る
　古来、さまざまな形で視覚化されて
きた風を表現した絵画や彫刻などの作
品を紹介します。

茶道具としての仏教美術
　茶人であった松永耳庵（じあん）が収
集した仏教美術を紹介し、茶の湯でどの
ように使われたのかを考えます。
インド更紗（さらさ）からアフリカン・プ
リントへ
　鮮やかで色持ちの良いインド更紗は、
インドネシアやヨーロッパ
でも模倣されるようにな
り、その特色はアフリカ
ン・プリントにも継承され
ています。更紗の約500年
の歴史をたどります。

「
風
神
像
」

鎌
倉
時
代
　
14
世
紀 西澤株式会社（デザイン）、三陽染工株

式会社（製造）「植物文様スーパーワッ
クスプリントハンガー見本」1993 年

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15日 情報BOX9 しごと 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

会計年度任用職員（一般事務）を募集

　勤務条件や健康保険など、詳細は募集案内で確認するか
人事課へ問い合わせを。【職務内容】本庁舎や区役所等で一
般事務に従事【任用期間】来年４月１日〜再来年３月31日（再
任用あり）【勤務時間】週38時間45分【各種手当】期末手当、通
勤手当等【募集案内・申込書の配布】同課（市役所８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【申し込み】申込書を郵送で11月30日（消印有効）までに同課へ

【募集人数】100人程度i同課a711-4122f733-5559

人事課からの
お知らせ



　※いずれも中学生以下は保護者同
伴。申し込みは往復はがきに代表者の
応募事項と参加者全員の氏名・年齢、希
望時間を書いて11月27日（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。
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=写真。d12月19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c各５人（抽選）y500円

ナイトウォーク＆星空にねころぶコン
サート
　展望台でナイトウォークとアコース
ティックギターの演奏会を行います。d 

12月19日㈯①午後５時〜７時②８時〜10時
t①小学生以上（家族向け）②18歳以上
c各20人（抽選）y2,000円、小学生500円
しめ縄リース作り
d12月20日㈰午前
10時、11時、午後１
時 半、２時 半 から

（各回１時間程度）
t小学生以上c各
５組（抽選。１組４人
まで）y１作品1,000
円（１人で複数の作
成は不可）

　※いずれも無料。申し込みは①不要。
講演会のみ要申し込み（先着80人）。電
話かファクス、メール（m info＠fnvc.jp）、
来所で11月15日以降に同施設へ。②③
④電話かファクス、メールに応募事項と
団体に所属する人は団体名を書いて同
施設へ。来所でも受け付けます（②④は
11月15日から受け付け開始。③の12月
分は受け付け中、１月分は11月20日から
受け付け開始）。定員を超えた場合のみ
通知。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。
①グッドアクティビティフェスティバル
　ＮＰＯやボランティア、企業、学生など
が取り組む社会貢献活動を紹介するイ
ベントです。講演会や交流会、パネル展
示などを行います。d12月５日㈯、６日㈰

午前10時〜午後10時（６日は６時まで）
②ボランティア講座
　募集情報の紹介もあり。d12月12日
㈯午後２時半〜４時c20人（先着）
③ＮＰＯなんでも相談
d12月16日㈬、来年１月20日㈬午後６時、
７時、８時から（各50分）t市内で市民公
益活動を行う（予定含む）ＮＰＯ法人、ボ
ランティア団体などc各回１組（先着）
④ＮＰＯマネジメント講座
d ▽ファンドレイジング（資金調達）につ
いて＝12月22日㈫ ▽SDGs（エスディー
ジーズ・持続可能な開発目標）について
＝来年１月５日㈫ ▽地域コミュニティに
ついて＝１月19日㈫いずれも午後７時〜
９時（希望回のみの受講も可）c20人（先
着）

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

あすみん （NPO・ボランティア交流センター）

〒810-0021 中央区今泉一丁目19-22　a724-4801 f724-4901
o午前10時〜午後10時（日・祝日は午後６時まで）x第４水曜日

科学館
〒810-0044 中央区六本松四丁目２-１　a731-2525 f731-2530
x火曜日（祝休日のときは翌平日）
※開館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。

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。 ※設備点検等のため、
11月30日㈪と12月12日㈯は同図書室を休室します。

　※いずれも無料。申し込みは来所、
ホームページでも受け付けます。
託児で安心 アミカスＢＯＯＫタイム
　託児付きで読書やDVD観賞ができま
す。d12月17日㈭〜19日㈯午前10時〜
11時50分iアミカス図書室a534-7593 
f534-7595t６カ月〜小学３年生の子ど
もの保護者c各15人（抽選）e電話か
ファクス、メール（m amitosho@city.fuku
oka.lg.jp）に応募事項と子どもの名前、
年齢・月齢、希望日（第２希望まで可）を
書いて、11月28日までに同図書室へ。当
選者のみ通知。

プラネタリウム 君に届けたい流れ星 
songs by 東方神起
　東方神起の楽曲と共に、流れ星を映
像で紹介。d開催中〜12月７日㈪ ※各
回45分c各回220人（先着）y大人1,020
円、小中学生820円 ※未就学児は無料

（座席を使う場合は510円）e当日同館
でチケットを販売。
プラネタリウム　ポケットモンスター 
オーロラからのメッセージ
　オーロラポケモンと呼ばれる伝説の
ポケモン「スイクン」の調査をするため
にオーロラビレッジにやってきたサトシ
とゴウの冒険の物語です。d開催中〜
来年３月中旬 ※各回45分c各回220人

（先着）y大人510円、高校生310円、小

女性の人生サポート講座 「知って活用
しよう労働のルール」
　職場のハラスメント、残業代の不払い
やパートの更新など、守られなければな
らない労働のルールについて学びま
す。d12月26日㈯午後１時半〜３時半t

女性c40人（先着）n６カ月〜小学３年生
（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書い
て12月16日までに申し込みを。先着順）
e電話かファクス、メール（m amikas@
city.fukuoka.lg.jp）で、11月15日以降に
同施設へ。定員を超えた場合のみ通知。

中学生200円、未就学児無料e当日同館
でチケットを販売。
サイエンスショー「ISSはどこにいる？〜
上空400kmの世界〜」
　ISS（国際宇宙ステーション）=写真=
が飛ぶ上空400kmがどんな環境なのか、
さまざまな実験を通して考えます。d12
月13日までの土日祝日 ※各回30分c

各回30人（先着）
y無料（５階基
本展示室の入
場料が必要）
e不要

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）
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
ついて学びます。小学生以下は保護者
同伴。d12月５日㈯午前11時半〜正午
c25人（先着）y無料e電話か来所で、
当日午前10時以降に同施設へ。
味覚について調べよう
　味を認識する仕組みについて、嗅覚・
味覚のテストを通して学びます。d12月
19日㈯午前10時半〜正午t小学４〜６
年生（保護者同伴）c15人（先着）y無
料e電話かメール（m mamoroom@fch.
chuo.fukuoka.jp）、来所で、11月15日午
前10時以降に同施設へ。

　※申し込みははがきかファクスで、11
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。
カラダ引き締め
　姿勢改善、筋力アップなどのさまざま
な運動をします。d来年１月８日〜２月26
日の金曜日午後３時半〜４時半（連続講
座）t18歳以上c15人（抽選）y4,800円
ボディメイクヨガ
d来年１月８日〜３月19日の金曜日午後
７時半〜８時半（連続講座）t18歳以上
c15人（抽選）y7,700円

「博多町家思い出図画展」作品を募集
　テーマは「なつかしい思い出」。サイズ
は４〜10号。水彩、油彩、貼り絵など自
由。額装、パネル不可。受賞作品は来年
５月ごろから同館に展示します。t40歳
以上e作品（１
人３点まで）の
裏に応募事項
と題名、作品
の説明を書い
て郵送か持参
で来年３月15日

（必着）までに
同館へ。

　※いずれも最終日の展示は午後５時
まで。入場無料。
干支（えと）と和物展
　帯やかすりの生地を使った干支人形
やバッグなどの和物作品を展示・販売。
d11月19日㈭〜24日㈫
肥後の民工芸品展 肥後象がんと肥後
の玩具
　肥後象がんのアク
セサリー=写真、肥後
てまりや肥後こまな
ど約50点を展 示・販
売。肥後象がんの実
演 も あり。d11月26
日㈭〜12月１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）

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）

「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）

過
去
の
し
め
縄
リ
ー
ス
作
り

昨年の市長賞受賞作品

Ⓒ NASA

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）

③らくらくリフォームソーイング　
12／８〜来年１／26の火曜日
10：00〜13：00（12／29、１／５、12を
除く。連続講座）

10人
（抽選）

④はた織り機でオリジナル布作り　
12／17㈭10：00〜13：00

3人
（抽選）

⑤ボランティアが教える包丁研ぎ　
12／17㈭10：00〜12：00

4人
（抽選）

⑥木製のまな板削り　
12／19㈯、24㈭10：00〜16：00

各11人
（先着）

⑦イスの張り替え講座　
12／20㈰10：00〜13：00

５人
（抽選）

⑧エコクッキング（肉団子の餅包み
など）　12／20㈰10：00〜13：00

7人
（抽選）

⑨堆肥・菜園作り相談会　
12／24㈭14：00〜16：00

10人
（先着）

⑩おもちゃの病院　
12／27㈰10：00〜14：00

10人
（先着）

12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（②は小学生以上
と保護者）y①③④⑧500円②１組200
円⑤⑥⑨⑩無料（⑩は部品代別）⑦400
円e①〜⑤⑦⑧往復はがきかファクス、
来所で、①11月23日②11月24日③11月
26日④⑤12月７日⑦⑧12月10日（いずれ
も必着）までに同施設へ。①②③⑤⑦⑧
はホームページでも受け付けます。⑥
⑨⑩電話かファクス、来所で、12月１日以
降に同施設へ。

内容・日時 定員
①古着deベレー帽作り　12／５㈯、
12㈯13：00〜16：00（連続講座）

10人
（抽選）

②脱プラ大作戦 親子で作ってみよう・
みつろうラップ　12／６㈰13：00〜15：00

７組
（抽選）

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）

12月の催し
　①②④⑤⑥は連続講座。時間はいず
れも午後１時〜４時。一部講座は材料を
持参。t市内に住むか通勤・通学する人
c各８人（抽選）eはがきかファクス、来
所で、①②③11月19日④⑤⑥11月20日
⑦⑧12月３日（いずれも必着）までに同
施設へ。当選者のみ通知。

内容・開催日 費用
①パッチワーク教室　
12／１㈫〜来年１／26㈫の原則火
曜日

1,000円

②衣類のリフォーム教室　
12／２㈬〜来年１／27㈬の水曜日 800円

③古布で干支（えと）の押し絵作り　
12／３㈭ 500円

④着物から襟つきジャケット作り　
12／４〜18の金曜日 500円

⑤古布で節分の色紙飾り　
12／５㈯、12㈯ 500円

⑥簡単にたためる傘布エコバッ
グ　12／６㈰、13㈰ 無料

⑦古布でつまみ細工のクリスマ
スリース作り　12／19㈯ 200円

⑧古布で羽子板のお正月飾り　
12／20㈰ 200円

⑥
の
作
品
例
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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


