
〒 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。

12/

5
●土

3楽水園　モダンしめ縄教室

　和と洋を取り入れたしめ縄を作ります。抹茶サービス付き。d午後１
時半〜３時li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c７人（先着）
y3,000円e電話かファクスで、12月１日以降に同園へ。

12/

6
●日
他

3
市美術館　つきなみ講座①スペシャル「藤田嗣治の戦
争画を読み解く」②「仙

せんがい

厓さんのすべて」
　①藤田嗣治が描いた戦争画「神兵の救出到る」を女性の衣装に着目
して読み解きます。②江戸時代に聖福寺（博多区御供所町）の住職を
務めた仙厓の作品と現代美術の共通点について学びます。d12月①
６日㈰午後２時〜３時半②19日㈯午後３時〜４時（いずれも受け付けは
30分前から）li市美術館（中央区大濠公園）a714-6051f714-6071 
c①150人②30人（いずれも先着）y無料e不要

12/

8
●火

2さいとぴあ映画館「０円キッチン」

　フードロスをなくすためにヨーロッパ５カ国を巡るドキュメンタリー
映画。d午後２時〜午後４時、７時〜９時liさいとぴあ（西区西都二
丁目）a807-8900f807-8895c各15人（先着）y無料eホームページ
で申し込みを。

12/

9
●水

3老人福祉センター東香園　救急救命と防火防災の講座

d午前11時〜正午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、12月１以降に同園へ。

12/

10
●木
他

2博多ガイドの会 「博多っ子純情」の世界を歩こう
〜博多旧町を巡り歴史や風情をたどるコース〜

d12月10日㈭、11日㈮午後１時半〜３時半l集合は櫛田神社（博多区
上川端町）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12人（先着）y800円e電話で12月１日午
前９時以降に同課へ。

12/

11
●金

4国連講演会　アフガニスタンの国際協力の現場

　国連ハビタットアフガニスタン事務所 人間居住専門官 松尾敬子氏
が話します。オンラインでの参加も可（先着100人）。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l市国際会館（博
多区店屋町）i日本国際連合協会福岡県本部a713-8115f761-6762 
c30人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m unaj-fukuoka@nifty.
com）に応募事項とメールアドレス、団体に属する人は団体名、オンラ
インで参加を希望する人はその旨も書いて、12月１日以降に同本部
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。

12/

12
●土

2市総合体育館　アイランドシティ健康フェスタ

　小学生から高齢者まで参加できます。d午前９時半〜午後４時li

同体育館（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318tcイベント
により異なる（先着）y無料eホームページで詳細を確認の上、電話
かメール、来所で12月１日以降に同体育館へ。

　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11月16日時点のものです。

博多伝統芸能館　公演

　博多芸妓（げいぎ）による唄や舞=写真、お座敷遊びの体験など。d12月10日㈭午
後４時〜４時50分、19日㈯午後１時〜１時50
分l同館（博多区冷泉町）i博多伝統
芸 能 振 興 会a441-1118（ 当 日 は080-
2705-5462）f441-1149c各15人（先着）
y3,000円e電話かファクス、メール（m 
fkkdentou@fukunet.or.jp）に代表者の応
募事項、メールアドレス、参加人数（中高
生と小学生以下がいる場合はそれぞれ
の人数も記入）、希望日を書いて同会
へ。ホームページでも受け付けます。

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

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
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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）
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（12月前半の日曜日）
12月６日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75） a608-0001
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24） a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３） a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15） a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36） a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８） a881-1331
12月13日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27） a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19） a641-1966
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１） a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28） a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５） a831-6031
白十字病院（西区石丸三丁目２-１） a891-2511

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



12/

12
●土

2南障がい者フレンドホーム　アマビエさま作り

　飲み物の空き容器を再利用して、疫病から人々を守るとされる妖怪
「アマビエ」の人形を作ります。d午後１時半〜２時半li同ホーム（南
区清水一丁目）a541-5858f541-5856t市内に住む人c６人（抽選）
y100円程度e電話かファクス、メール（m minami-friend03@c-fukush
in.or.jp）で、12月８日までに同園へ。来所でも受け付けます。

12/

13
●日

3東図書館　
①クリスマスアレンジメント作り②しめ飾り作り

　①モミの木を使ったリースを作ります。②造花を使って作ります。
d①午前11時〜午後０時半②午後２時〜３時半lなみきスクエア（東
区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973t小学生以上c各
10人（先着）y①2,000円②1,500円e電話か来所で、12月１日以降に東
図書館（なみきスクエア内）へ。

12/

13
●日

2全国学生クリスマス献血キャンペーン

　街頭献血にご協力を。屋外ステージでのパフォーマンスや献血者
への協賛品の配布なども行います。d午前10時〜午後４時l市役所
西側ふれあい広場i県赤十字血液センター献血推進課a921-1493 
f921-0799y無料e不要

12/

17
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　ネパール・ベニー出身のバニヤ・ウジワルさんが、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）a262-1744f262-2700 
c20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、12月１日以降に同財団へ。定員を超え
た場合のみ通知。

12/

20
●日

2かなたけの里公園　ダイダイ収穫・ポン酢づくり体験

d午前10時半〜正午li同公園（西区金武）a811-5118f400-0147 
c15組（先着。1組５人まで）y１組600円e電話か来所で、12月１日以
降に同公園へ。

12/

20
●日

3さざんぴあ博多　
①子どもしめ飾り教室②しめ飾り教室

d①午後０時半〜１時半、２時〜３時②午後３時半〜４時半liさざん
ぴあ博多（博多区南本町二丁目）a502-8570f502-8571t①中学生
以下②不問（いずれも小学生以下は保護者同伴）c①各10組②15組

（いずれも先着。１組２人まで）y１組①1,000円②2,000円e電話か来
所で、12月１日以降に問い合わせ先へ。

12/

20
●日

2九州交響楽団　
定期演奏会 年末に贈る 極上ベートーヴェン

　指揮は小泉和裕、ピアノは小菅優。ベートーベンのピアノ協奏曲第
３番などを演奏します。未就学児は入場不可。d午後３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a823-0101f822-8833y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。

12/

21
●月

3老人福祉センター舞鶴園　
リラックス・ヨガ講座 不眠改善編

d午後１時〜２時li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-0046 
t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、12月１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

12/

22
●火
他

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。d12月22日
㈫、23日㈬午後１時〜３時半l市消防学校（早良区西入部一丁目）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）c各10組（先着）y無料e電話かファクス、メール
（m bouhankotsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日を書い
て、12月１日以降に同課へ。

12/

24
●木

2 R60倶
く ら ぶ

楽部 
あなたの経験を活

い

かそう 企業との就労マッチング
　企業の担当者が、求める人物像などについて説明した後、個別相談
に応じます。d午前10時〜正午lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）iア
ラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081tおおむね
60〜70歳代の求職者c20人（先着）y無料e電話かファクスで、12月１
日以降に同事務局へ。

留学生といっしょ 英語でクリスマス

　英語の絵本の読み聞かせもあり。①松ぼっくりオーナメント②リースを作りま
す。d12月20日㈰①午前10時半〜正午②午後２時〜３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）a262-1744f262-2700t小学生（３
年生以下は保護者同伴）c①20人②10人（いずれも先着）y①500円②1,500円
e電話かメール（m gaikokugo@fcif.or.jp）に応募事項と保護者同伴の有無、緊
急時の連絡先、希望時間（１人１回のみ）を書いて、12月１日以降に同財団へ。来
所でも受け付けます。

催 し

市総合図書館　
歴史的公文書展示「生をまもる 〜感染症とのたたかい〜」

　明治以降の市の感染症対策を歴史的公文書等で紹介。d12月２日㈬〜27日㈰
午前10時〜午後８時 ※日曜日は午後７時までx月曜日li同図書館（早良区百
道浜三丁目）a852-0607f852-0609y無料

催 し

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12
月①③１日②④⑤８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
来年１／18㈪ 市民防災センター（早良区百道浜一丁目）821-0245 20人
来年１／20㈬ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 20人

②入門
 （夜間） 来年１／19㈫ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 20人

③普通１
来年１／15㈮ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 20人
来年１／22㈮ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） 475-0119 20人
来年１／25㈪ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人

④普通３ 来年１／18㈪
消防本部 791-7151 各

20人⑤上級 来年１／26㈫
　※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

市
消
防
局
マ
ス
コ
ッ
ト

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

「
フ
ァ

イ
太
く
ん
」

情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年12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。



2021
1/

6
●水
他

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　「基礎」「中級」「ワード基礎」「エクセル基礎」「デジカメ」「iPad（アイ
パッド）」「画像処理」「インターネット」「ブログ作成」「ワードでお絵か
き」の10講座。d来年１月６日㈬〜３月22日㈪ ※日時や期間は講座に
より異なるliシニアネット福岡（中央区大名二丁目）a732-3115（平
日午前10時〜午後３時）f753-6465t20歳以上の初心者、中級者c各
10人（抽選）y１回1,000円（テキスト代別）e電話かファクス、来所で問
い合わせの上、12月11日までに申し込みを。

1/

11
●●月・祝

2
東区、よかまち・よかとこ歩

さ

・歩
ん

・歩
ぽ

「新春の箱崎を巡る 筥崎宮の承天寺一
いちざんほうさい

山報賽式参り」
　鎌倉時代、承天寺の聖一国師が筥崎宮に祈願し、宋から無事に帰国
したことから、毎年、同寺の僧侶がお礼参りに訪れる催しを見学しま
す。d午前10時〜午後０時半l集合は地下鉄箱崎宮前駅i東区歴史
ガイドボランティア連絡会・奥永a090-5731-4095f629-2183c30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、12月24日（必着）までに東区生涯学習推進課へ。

1/

15
●金
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。d来年１月15日㈮、18日㈪、26日㈫午前10時
〜午後３時（18日は２時半まで。連続講座）lふくふくプラザ（中央区荒
戸三丁目）i同センター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c40人（先着）
y無料n６カ月〜就学前（無料。１月８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、12月１日以降に同センターへ。定
員を超えた場合のみ通知。

1/

16
●土

3不登校セミナー 「家族のかかわり（父母・祖父母・兄弟
姉妹）〜子どもをつつむ家庭のぬくもり〜」

d午前10時〜正午l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）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c50人（先着）y500
円e電話かファクス、メール（m info@futokosien-net.main.jp）で、12月
１日以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

1/

24
●日
他

3西障がい者フレンドホーム　
初心者から始められるパソコン教室

　Word（ワード）の文字の入力、文章・表の作成、イラストの挿入などを
学びます。d来年１月24日〜２月14日の日曜日午前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c５人（抽選）y1,200円e電話かファクス、来所で、12月１日
〜27日に同ホームへ。

1/

28
●木

2アクロス・ランチタイムコンサート 
お昼のひとときにクラシックはいかが？

　ベートーベンのピアノ三重奏曲第４番などを演奏します。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a725-9112 
f725-9102y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。

2/

20
●土

3
松風園　季節の室

しつらい

礼とおもてなし 春編
〜厄

やくさい

災を祓
はら

って、春迎え〜
　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、簡単な実習を行います。抹茶サービス付き。d午前11時〜午後
０時半、２時〜３時半（各回内容は同じ）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電話かファクス
で、12月20日午前９時以降に同園へ。

アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん

　①子どものダンスパフォーマンスのほか、アーティストによる音楽ライブもあ
り。キッチンカーも並びます。②広場でたこ揚げも行います。li同公園（東区
香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020t①不問②小学生以下（いずれも小学
３年生以下は保護者同伴）y①入場無料②無料（入館料別）e①不要②電話か
ファクスで、12月17日以降に同公園へ。来所でも受け付けます。

内容 日時 定員
①キッズダンスと音楽祭 12／６㈰11:00〜16:00 ー
②凧（たこ）作り教室 来年１／17㈰13:30〜15:00 30人（先着）

催 し

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

過去のノルディック・
ウォーキング教室

初心者スケート教室

　滑り方の基礎習得や技術向上のための教室です。d来年１月９日〜３月13日の
土曜日午前10時〜11時半（１月23日、２月20日を除く。連続講座）lパピオアイス
アリーナ（博多区千代一丁目）i市スケート連盟・青木a080-6419-0243f845-
1960t５歳以上c40人（先着）y高校生以上１万1,200円、５歳〜中学生以下8,800
円e往復はがき（〒814-0006早良区百道２-１-717）に応募事項と性別、高校生以
下は保護者氏名を書いて12月１日以降に同連盟へ。

講座・教室

花畑園芸公園　園芸講座・園芸ワークショップ

　①「落ち葉等の身近な材料を用いた堆肥の作り方」②
「アートフラワーで作るしめ縄ワークショップ」。②はアー
トフラワー（布製の造花）でピンク色のしめ縄＝写真＝を
作ります。d12月①９日㈬②12日㈯いずれも午後１時半
〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114 
f565-3754c①30人②20人（いずれも先着）y①無料
②1,200円e電話かファクスで、12月①２日②５日以降に
同公園へ。

講座・教室

市民体育館　
①あさヨガ②放課後スイミング③ヒップホップダンス

　いずれも連続講座。d来年①１月
12日〜３月16日の火曜日午前10時半
〜11時半（２月23日を除く）②１月12
日〜３月９日の火曜日午後５時半〜６
時半（２月23日を除く）③１月14日〜３
月11日の木曜日午後１時半〜２時半

（２月11日を除く）li同体育館（博
多区東公園）a641-9135f641-9139 
t①③18歳以上②小学１〜３年生
c①③15人②12人（いずれも抽選）
y①6,300円 ②5,200円 ③5,600円e

はがき（〒812-0045博多区東公園８-
２）かファクスで、12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

過去のあさヨガ

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。



る ▽市民税所得割額と県民税所得割
額の合算が本市で定める基準額以下
である―などe来年１月４日〜29日に
必要書類を持参で同課、または各学
校へ。
都市高速回数券払い戻しを終了
します

　払い戻しは来年３月31日まで。詳細
はホームページで確認するか問い合
わせを。i福岡高速回数券センター
a631-0122f631-0277
粗大ごみの年末年始の収集につ
いて

　粗大ごみの受け付け、収集を12月
29日㈫から来年１月３日㈰まで休みま
す。年内の収集を希望する場合は早
めに申し込みを。１日ごとの受付上限
件数があり、上限に達した時点で年明
けの収集になります。i粗大ごみ受
付センターa731-1153f731-1195
東区魅力発掘アンケートにご協
力を

　観光やレジャーなどに関するアン
ケートを市ホームページで12月８日ま
で実施しています。抽選で40人に区
の特産品詰め合わせ（2,000円相当）=
写真=を進呈。 ※詰め合わせの内容
は変更になる場合があります。i東区
企画振興課a645-1037f651-5097

スマホはこちらから

お知らせ
海っ子山っ子スクールの入学希望
者を募集

　同スクールは自然に恵まれた環境
にある小規模校に通学できる制度で
す。勝馬小学校（東区勝馬）で、来年４
月からの入学希望者を募集します。
i教育支援課a711-4636f733-5780 
t市内に住み、公共交通機関を利用
して原則60分以内で通え、１年以上通
学できる来年度新１年生になる児童。
他要件ありc２人（選考）e市ホーム
ページに掲載する申込書を12月10日

（消印有効）までに同課へ。来年１月６
日㈬に面談あり。

小中学校に入学予定で経済的に
困っている世帯へ就学援助（入学
準備金の支給）を行います

　経済的な理由で給食費や学用品費
など、学校での学習に必要な費用の
支払いが困難な保護者に、就学援助

（入学準備金の支給）を行います。詳
細は問い合わせを。i教育支援課
a711-4693f733-5780、各 学 校t市
内に住み、来年４月に国・県・市立の小
中学校に入学予定の子どもがいる世
帯で ▽生活保護の廃止、停止を受け
たが、なお経済的に困窮している ▽

市民税が非課税または減免の適用を
受けている ▽国民年金または国民健
康保険の保険料の全額減免を受けて
いる ▽一人親家庭等で児童扶養手当
法に基づく児童扶養手当を受けてい

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

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

　いずれも雑種です。希望者は問い合わせを。iあにまるぽーと 東部動物愛護
管理センター（東区蒲田五丁目 クリーンパーク東部横）a691-0131f691-0132 
o午前８時半〜午後５時x土日祝日（イベント時を除く）
●譲渡希望の猫
　不妊・去勢手術、ワクチン接種、マイクロチップ装着済み。

管理番号

C3435 C3436 C3437
毛色 キジ 黒 茶トラ
性別 メス オス オス
体重 3.7Kg 6.7Kg 6.7Kg

年（月）齢 ３歳 １歳 ２歳

新しい飼い主を探しています

福岡城 舞遊の館　まだまだ間に合う七五三撮影会

　着物を着付けし、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。詳細は問い合わせを。d12月12日㈯〜27日㈰午前10時〜午後２時

（月曜日を除く）li同館（中央区城内 三の丸スクエア内）a707-3191f707-
3193t３〜７歳と保護者c各日４組（先着。１組３人まで）y１組２万9,800円e電話
で12月１日以降に同館へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

冬季イタリア語教室 
①初めてコース②初中級コース③中級会話コース

　いずれもウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」による連続講座。d①来年１月
18日〜３月８日の月曜日午後６時半〜８時②来年１月19日〜３月16日の火曜日午
後６時半〜８時（２月23日を除く）③来年１月21日〜３月18日の木曜日午後７時〜８
時半（２月11日を除く）i福岡日伊協会a476-2153f476-2634 ※電話は平日の
みc各10人（先着）y１万3,000円（テキスト代別）e電話かファクス、メール（m aig
fukuoka2@galaxy.ocn.ne.jp）に応募事項と希望コースを書いて、同協会へ。

講座・教室

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

お知
らせ



避 け ましょう。i広 報 課a711-4827 
f732-1358
３Rステーションで未使用の食品
の寄付を受け付けています

　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活動を、臨海３R
ステーション（東区箱崎ふ頭四丁目）、
西部３Rステーション（西区今宿青木）
で行っています。引き取りができる食
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。i臨海３Rス
テーションa642-4641f642-4598、西
部３Rステーションa882-3190f882- 
4580
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
「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
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（11月30日まで）
「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〜」
を開催中です

　YouTube（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

市役所１階に証明写真機を設置し
ました

　ユニバーサルデザインに配慮し、
車椅子での利用も可能です。マイナ
ンバーカードの申請もできます。i財
産管理課a711-4173f711-4833

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

「たいたいＢООＫ 2020」発行
　市の見どころや相談窓口、公共施設
など、情報プラザで問い合わせが多い
情報を掲載しています。スマートフォン
を使ってAR（拡張現実）で市を紹介す
る動画も見ることができます。ポケット
サイズ（105mm×148mm）の冊子＝写真＝
で、携帯に便利です。同プラザ（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配布
中。i同プラザa733-5333f733-5335

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やパスワードなどのロ
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

ンバーカード申請サポート窓口（予約セ
ンター）a0570-07-0178f716-1522t

市内に住む人y無料e電話かファク
ス、ホームページで予約を。 ※ファク
スでの受け付けは11月26日から。
eLTAX（エルタックス）を利用して地
方税に関する手続きができます

　法人市民税、固定資産税（償却資
産）、事業所税、個人住民税の給与支
払報告書や特別徴収に係る手続きに
ついて、インターネットを通じた電子
申告、電子申請・届け出を受け付けて
います。法人市民税、事業所税、個人
住民税（特別徴収）については電子納
税もできます。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。ieLTAX
ヘルプデスクa0570-081459
板付基地返還促進協議会定期総
会が開催されました

　書面にて開催された同総会で、協
議会の今後の運動方針や今年度事業
計画など、板付基地の早期全面返還
を目指し運動を進めていくことを決
定しました。詳細は市ホームページに
掲載。i総務企画局総務課a711-4044 
f724-2098

県営住宅入居者を募集
　募集団地や戸数など詳細は情報プ
ラザ（市役所１階）、各区役所情報コー
ナー、入部・西部出張所などで配布す
る募集案内で確認を。【募集案内の配
布・申込期間】12月10日〜18日i県住
宅供給公社管理課a781-8029f722- 
1181

放送大学 来年４月入学生を募集
　同大学は、テレビ・ラジオ・インター
ネットを利用して授業を行う、国がつ
くった通信制の大学です。所定の単
位を修得すると大学卒業資格を取得
できます。教養学部（15歳以上）・大学
院（18歳以上）の学生を募集。詳細は
問い合わせを。i同大学福岡学習セ
ンターa585-3033f585-3039e電話
かホームページで募集要項を請求の
上、郵送で11月26日〜来年３月16日

（必着）に同大学へ。ホームページで
も受け付けます。
中小企業の生産性向上をあとお
し　フクオカスタートアップセレ
クション

　生産性向上や業務のデジタル化な
ど、中小企業に向けて課題解決に関
するサービスを提供するスタートアッ
プ企業の合同説明会、商談会を開催
します。日程など詳細はホームページ
で確認を。d12月16日㈬午前10時〜
午後５時ほかlフクオカ・グロース・ネ
クスト（中央区大名二丁目）i創業支
援課a711-4455f733-5901y無料e

ホームページで受け付けます。

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
について説明します。d12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）a671-2213 
f671-2214t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、12月
１日以降に同園へ。来所でも受け付け
ます。

南図書館を休館します
　建て替え工事のため、12月28日㈪
〜令和４年８月上旬（予定）は休館しま
す。図書の返却ボックスは来年１月31
日㈰まで設置。図書の貸し出しや予約
図書の受け取りはできません。受け取
りを南図書館に指定している人は、電
話か来所（南区塩原二丁目）で12月27
日までに受取場所を変更してくださ
い。ホームページでは12月28日以降
も変更可。i南図書館a561-3048f 

561-3054
食の安全塾 〜リモートで食品衛
生のチェックをしませんか〜

　家の中のどこに細菌が多いのか、
また、普段の手洗いで細菌をどれくら
い洗い流せているのかなどを確認で
きます。チェックセットは来年１月中旬
に発送。結果を返送すると、食品衛生
面の疑問点をリモートでアドバイスし
ます。詳細は市ホームページで確認
を。i早良区衛生課a851-6609f822- 
5733t市内に住む人c20人（先着）y

無料e電話かファクス、メール（m eisei.
SWO@city.fukuoka.lg.jp）で、12月１日
午前９時以降に同課へ。

マイナンバーカードの交付申請
の出張サポートを行っています

　市内に住む人を対象に市内各所
で、マイナンバーカード申請用の写真
撮影や、申請書の記入・マイナポイン
ト申し込みのサポートを行っていま
す。申請にはマイナンバー通知カー
ド、本人確認書類が必要です。実施日
や会場など詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。i市マイナ

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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日時 会場

12／15㈫　なみきスクエア１階（東区
千早四丁目）

12／16㈬　早良市民センター３階（早
良区百道二丁目）

12／16㈬　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。

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は知的障
がいのある人の家族）が相談に応じ
ます。 ※変更の可能性あり。当日問
い合わせを。d12月16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

働く人のライフサポート相談会
　仕事や子育て・介護、法律等、暮らし
に関わる悩みや不安についての相談
に弁護士などが応じます。d12月５日
㈯午前10時〜午後４時lイオンモー
ル香椎浜１階（東区香椎浜三丁目）i

福岡地域労働者福祉推進協議会
a283-5280f283-5251y無料e不要
コロナ禍から暮らしを守る生活困
窮者相談会

　経済的問題や生活等の相談に司法
書士が面談および電話で応じます。
d12月５日㈯午前10時〜午後４時l

県司法書士会館（中央区舞鶴三丁目）
i県司法書士会事務局a722-4131 
f714-4234c24組（先着）y無料e不
要
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 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。

しごと

シニア活躍応援セミナー シニア
のためのお仕事相談会

　就職に関する疑問や相談に応じま
す。求人情報の閲覧も可能。参加者に

　※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。

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・ギャ
ンブルなどの依存症、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。
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。d12月20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、12月１日
以降に同相談室へ。

スマホはこちらから

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。d来年１月６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。

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

相 談
は粗品を進呈。d12月21日㈪午後１
時半〜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
クスで、12月１日以降に同事務局へ。
定員を超えた場合のみ通知。
40歳からの①個別就職相談②就
職支援セミナー

　①再就職専門のアドバイザーが個
別でおおむね３カ月間サポートしま
す。②応募書類の書き方や面接のこ
つなど、就職活動の段階に応じた対策
ポイントを学びます。d①月〜金曜日
午前９時半〜午後６時②12月16日㈬、
17日㈭午前10時〜午後３時 ※１日だ
けの参加も可l①県中高年就職支援
センター②はかた近代ビル（いずれ
も博多区博多駅東一丁目）i同セン
ターa711-7760f725-3622tおおむ
ね40歳から64歳までの求職者c①な
し②各20人（先着）y無料e電話か
ファクスに応募事項と②は希望日を
書いて、12月１日以降に同センターへ。
①小・中学校司書②高等学校司書
③読書相談員④副分館長を募集

　【資格】司書資格を持つ人（①②③
は今年度取得見込みも含む。④は公
共図書館での勤務実績も必要）【勤務
場所】①市立小・中学校の図書館②市
立高校の図書館③④市総合図書館

（早良区百道浜三丁目）・各分館（東図
書館を除く）【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】12月８日から
市総合図書館・各分館、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、アミカス（南
区高宮三丁目）で。郵送での請求は、
140円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サ
イズが入るもの）を同封して教育支援
課（〒810-8621住所不要）へ【申込期
間】12月22日（消印有効）までi①②
教育支援課a711-4636f733-5780③
④市総合図書館運営課a852-0618 
f852-0609
市総合図書館 映像調査専門員を
募集

　映像資料の活用、交渉、広報や海外
との交流等の業務に従事。【資格】実
用英語技能検定１級またはTOEIC850
点以上（同等の資格も可）を有する人

【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】12月１日から市総合図書館

（早良区百道浜三丁目）、各分館、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、アミカス

（南区高宮三丁目）で。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】12月18日（消
印有効）までi同図書館文学・映像課
a852-0608f852-0609

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時から市民相談室

（市役所２階）で電話か来所で受け付
け。チケットを受け取り後、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。

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。
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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



①工事安全推進員②道路工事監
督員③分流化推進員を募集

　①公共工事（道路、下水道、河川等）
における、労働安全衛生法等に基づ
く安全管理全般に関する指導など②
道路工事における監督、現地調査、地
元および関係機関の調整など③排水
設備分流化の推進に関する業務（広
報活動、建物調査、助成制度に係る受
け付け・審査等）─に従事。【資格】①
労働安全コンサルタントの資格を有
する人、または労働基準監督官もしく
は産業安全専門官としての実務に８
年以上従事した経験を有する人②２
級土木施工管理技士以上、または公
共工事の技術的実務経験を５年以上
有する人③市排水設備工事責任技術
者、または下水道業務の経験年数を２
年以上有する人【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】建設推進課
（市役所５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18日（消印有効）までi同課
a711-4465f711-4466

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。

第８期市介護保険事業計画（案）
について

　【案の閲覧・配布】12月４日から介護
保険課（市役所12階）、情報公開室（同
２階）、情報プラザ（同１階）、各区役所
情報コーナー、各区福祉・介護保険
課、入部・西部出張所で。市ホーム
ページにも掲載【意見書の提出期間】
来年１月４日（必着）までi介護保険課
a733-5452f726-3328

意見募集

業管理課a714-6055f714-6145②市
博物館運営課a845-5011f845-5019

介護保険認定調査員を募集
　各区の介護認定調査室で介護保険
の訪問調査や各種相談、介護認定審
査会の補助業務に従事。【資格】介護
支援専門員の資格を持つ人（今年度
取得見込みも含む）【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26
日から介護保険課（市役所12階）、情
報プラザ（同１階）、各区福祉・介護保
険課、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１
日〜21日（消印有効）i介護保険課
a711-6145f711-6212
中央区福祉・介護保険課 介護保
険サービス職員を募集

　介護サービスの窓口受け付けや給
付関係事務などに従事。【資格】社会
福祉士または介護支援専門員で実務
経験を１年以上有する人【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】12
月１日から同課（中央区役所２階）、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】12月25日（必
着）までi同課a718-1102f771-4955
障がいのある人を対象に下記の
職種を募集

　【募集職種】①文書整理等補助②
データ入力等補助③図書整理等補助
④学校事務等補助【対象】知的・精神・
身体障がい者（職種により対象が異
なる）【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】12月１日から各問い
合わせ先（市役所①②８階③④11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、障がい
者就労支援センター（中央区長浜三
丁目）などで。市ホームページにも掲
載【申込期間】12月21日（消印有効）ま
でi①②人事課a711-4187f733-5559、
③④教育委員会職員課a711-4609f 

711-4936
福祉のしごと就職フェア（オンラ
イン）

　ホームページで法人情報や求人票
の閲覧ができます。12月19日㈯、20日
㈰の午前11時〜午後４時には県内の
約20法人のオンライン配信もあり。イ
ンターネット環境が整わない人、資格
取得の相談、職場体験などを希望す
る人はクローバープラザ（春日市原
町）で午前10時〜午後４時半に対応。
d12月15日㈫午前９時〜22日㈫午後
６時i県社会福祉協議会人材・情報課
a584-3310f584-3319t社会福祉施
設や事業所に就職を希望する人（高
校生を除く）、来年３月に大学や専門
学校を卒業予定の人y無料e不要

用している人、イラストレーター講習
修了者④Excelでの簡単な名簿作成
およびデータベース編集経験者c①
20人②③④各15人（いずれも先着）
y①３万3,000円②④２万3,000円③２
万6,000円e電話か来所で、12月①②
④２日③３日以降に同協会へ。

障がい者自立支援職員を募集
　各区福祉・介護保険課で、障がい者
がいる世帯への訪問調査、各種相談、
障がい者介護給付費等認定審査会の
補助業務─に従事。【資格】 ▽介護支
援専門員 ▽相談支援専門員 ▽看護師

▽保健師 ▽社会福祉士 ▽精神保健福
祉士─のいずれかの有資格者。他要
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】障がい福祉課（市
役所12階）、情報プラザ（同１階）、各区
福祉・介護保険課、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1日〜25日（消印有効）i障
がい福祉課a711-4249f711-4818

障がい者相談専門員を募集
　東・中央・早良区の福祉・介護保険
課で、障がい児・者の福祉に関する相
談、申請受け付け、交付事務などに従
事。【資格】 ▽介護支援専門員 ▽相談
支援専門員 ▽看護師 ▽保健師 ▽社会
福祉士 ▽精神保健福祉士―のいずれ
かの有資格者。行政機関で３年以上
相談業務に従事した人も可【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】12月１日から障がい企画課（市役
所12階）、情報プラザ（同１階）、各区福
祉・介護保険課、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21日

（消印有効）までi東区福祉・介護保
険課a645-1067f631-2191

図書相談員を募集
　【資格】司書資格を持つ人（今年度
取得見込みも含む）【勤務場所】①市
美術館（中央区大濠公園）②市博物館

（早良区百道浜三丁目）【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】12月
８日から市美術館、市博物館で。市
ホームページにも掲載。【申込期間】
12月22日（必着）までi①市美術館事

早良区保険年金課職員（一般事務
補助）を募集

　【任用期間】来年度の繁忙期（１〜２
カ月）【募集案内・申込書の配布】12月
１日から同課（早良区役所１階）、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】12月21日〜来
年１月８日（消印有効）i同課a833-
4323f846-9921
国民健康保険料等納付相談員を
募集

　各区保険年金課および西部出張所
で未納保険料の相談や催告、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】12月７日か
ら保険年金課（市役所12階）、情報プ
ラザ（同１階）、各区保険年金課、西部
出張所で。市ホームページにも掲載

【申込期間】来年１月21日（必着）まで
i各区保険年金課、西部出張所

職業訓練 来年２月生を募集
　①住環境コーディネーター科②金
属加工技術科③機械CAD技術科（一
般・企業実習付き）④建築システム
CAD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①２月２日㈫〜７月27日
㈫②③④来年２月３日㈬〜７月29日㈭
l①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）
a0948-22-4988f0948-22-4912②③④
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-
641-6909f093-631-6516tハ ロ ー
ワーク（公共職業安定所）に求職申請
をしている人c①12人②９人③一般
20人・企業実習付き５人④25人（いず
れも選考）y無料（教科書代など別）
e来所で12月１日以降に住所地のハ
ローワークへ。申込期限は来年１月①
18日②③④７日。

福岡地区職業訓練協会の講習
　パソコン①「ビジネスパソコン」講
習②「Access2016」講習③「イラスト
レーター応用」講習④「Excel VBA マク
ロ」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①１月14日〜
３月８日の月・木曜日午後６時半〜９時

（２月11日を除く。最終日は８時半ま
で）②１月16日〜２月６日の土曜日午前
９時半〜午後４時半③④17日〜２月７
日の日曜日午前９時半〜午後４時半
l①②④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）③同協会（東区千早五丁
目 ）i同 協 会a671-6831f672-2133 
t①日本語入力・マウス操作ができる
人②Excelの基本操作ができる人③
イラストレーターソフトを日常的に使

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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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。※図書整理・点検のた
め、来年１月13日㈬〜21日㈭は図書室を休室します。

　※いずれも無料。申し込みは電話か
ファクス、メール（m amikas@city.fukuoka.
lg.jp）、来所で、12月１日以降に同施設へ。
ホームページでも受け付けます。託児は
６カ月〜小学３年生（無料。子どもの名
前、年齢・月齢を書いて各10日前までに
申し込みを。先着順）。
ママのためのお仕事スタートアップ
　子育てをしながら就職活動を始める
際の不安について、ハローワークの就
職支援ナビゲーターと一緒に考えます。
d来年１月15日㈮午前10時〜正午t再
就職を希望する子育て中の女性c12人

（先着）

女性のための就職応援プログラム 
　①応募書類の書き方など基本を学ぶ
セミナー②履歴書等の添削や求人の探
し方などの個別支援③模擬面接を含め
たセミナー（連続講座）。d来年①１月22
日㈮②個別に日時を決定③２月５日㈮ 
※①③は午前10時〜正午t再就職を希
望する女性c10人（先着）
女性起業家のためのはじめてのお店づ
くりセミナー
　起業の準備や物件選びの基礎知識、
店舗デザイン、ロゴマークやチラシなど
について専門家から学びます。交流会
もあり。d来年１月23日㈯午後１時半〜
５時t女性c40人（先着）

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）

12月の事業（一部抜粋）
　②〜⑤は未就学児は保護者同伴。②の会場は南体育館（南区塩原二丁目）、上履
きを持参。c①各20人（先着）②なし③⑤10組（先着）④各８人（先着）y①〜④無料
⑤200円e①④当日正午から整理券を配布②不要③⑤電話か来所で、12月８日以
降に同施設へ。⑤はファクスでも受け付けます。

内容 日時 対象

①みんなであそぼう（ドッヂビー） 12／６㈰13:30〜13:55、
14:05〜14:30 小中高生

②あいくるがやってくる（親子遊び） 12／９㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児
③育ちのひろば（親子遊び） 12／９㈬11:00〜12:00 １、２歳の幼児

④まつぼっくりで作るクリスマス飾り 12／13㈰13:30〜、14:30〜、
15:30〜（各40分程度） 幼児〜高校生

⑤木育おもちゃのひろば（木でおもちゃを作
ります） 12／23㈬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。

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）

y①②④〜⑧無料③400円e電話かファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、来
所で、12月１日以降に同センターへ。

内容 日時 定員（先着）
①認知症を理解しよう 来年１／６㈬13:30〜15:30 40人
②心と体をほぐす気功 来年１／７㈭14:00〜16:00 16人
③自助具製作教室（バッグの持ち手に取り付け、持
ちやすく手や肩にかかる負担を軽くする「革製バッ
グハンドルカバー」を作ります） 

来年１／９㈯14:00〜16:00 10人

④こんな時はどうするの 認知症の方への関わり 来年１／13㈬13:30〜15:30 40人

⑤入浴用具の選び方と活用法 来年１／14㈭10:00〜12:00、
16㈯11:00〜13:00 各８人

⑥知ることからはじめよう 認知症支援制度 来年１／20㈬13:30〜15:30 40人
⑦心のバリアフリーで誰もが過ごしやすい福岡へ 来年１／27㈬13:30〜15:30 40人

⑧安全な入浴の方法と足浴 来年１／28㈭10:00〜12:00、
30㈯11:00〜13:00 各８人

l①大濠公園（中央区）②〜⑤同センターt市内に住む人（⑤は18歳以上で運動に
支障のない人）e電話か来所で、①12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 定員（先着） 費用
①ニコニコペース健康教室

（ウォーキング）
12／19㈯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） 来年１／16㈯10：00〜15:00 ８人 1,000円

（食事付き）
③気軽に糖尿病教室 来年１／25㈪13:30〜15:30 ８人 500円
④禁煙教室 来年１／30㈯10:00〜11:30 ９人 1,000円

⑤やせナイト塾（生活習慣改
善教室）

来年２／４〜25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

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。

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

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

　※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、希望日を
書いて①12月１日以降②12月18日 （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。
①森でヘルシーウォーク
d12月３日〜24日の木曜日午後１時半〜
３時、５日㈯、13日㈰、19日㈯午前10時〜
11時半t小学生以上（中学生以下は保
護者同伴）c各10人（先着）y中学生以
上1,500円、小学生1,000円
②はじめよう地図とコンパス（初心者向け）
d来年１月９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）

　※いずれも最終日は午後５時まで。
人形師 西山陽一個展「灯源郷への誘

（いざな）い」
　磁器のアロマランプや縁起物の人形
などの作品もあり。d12月３日㈭〜８日
㈫y入場無料
博多人形干支（えと）人形展
　来年の干支・うしにちなんだ作品=写
真=の展示・販売。d12月10日㈭〜15日
㈫y入場無料

　※申し込みは往復はがきに参加者全
員の応募事項と代表者名を書いて、12月
１日〜①６日②10日（いずれも必着）に同牧
場へ。ホームページでも受け付けます。
①油山のクリスマス
　バーベキューやゲームをします。d12
月19日㈯正午〜午後２時c15組（抽選。
１組４人まで）y中学生以上2,500円、小
学生1,300円、３歳〜就学前600円、３歳未
満無料
②ミニ門松作り教室
　２人１組で一つ作ります。d12月27日
㈰午前10時半〜午後０時半t小学生以
上c10組（抽選。１組２人）y１組500円

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=写真=などを学びま
す。d12月19日㈯、20日㈰午後２時〜３
時半t１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、12月１日午前９
時半以降に同センターへ。

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）

　いずれも無料。小学生以下は保護者
同伴。申し込みは①③電話かメール（m 
mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、
12月２日午前10時以降に同施設へ。②
電話か来所で、当日午前10時以降に同
施設へ。
①カブトガニのペーパークラフト作り
　生態についても学びます。d12月26
日㈯午前10時半〜11時c25人（先着）

プラネタリウム フィール ジ アース〜
Music by 葉加瀬太郎〜
　アロマの香りが漂う会場で、バイオリ
ニストの葉加瀬太郎氏が書き下ろした
曲に合わせて世界各地の星空を映像で
紹介します。未就学児の入場不可。d12
月９日㈬〜来年３月８日㈪午後５時15分
〜６時c220人（先着）y1,320円e当日
同館でチケットを販売。

②映像シアター 私たちの吸っている空気
　映像とクイズで福岡の大気環境につ
いて学びます。d12月26日㈯午前11時
半〜正午c25人（先着）
③スライムを作ろう
　洗濯のり等を使って色鮮やかなスラ
イム=写真=を作ります。
d来年１月９日㈯午前10時半〜11時
c25人（先着）

Z プログラム 未来研究室
　オンライン講演会。京都府立大学学
長の塚本康浩氏が、どうやって夢を見つ
け、目標を達成してきたのか、自分の経
験等について話します。質疑応答もあ
り。d12月13日㈰①午前10時半〜正午
②午後１時〜２時半t①小中学生②高
大生c各100人（抽選）y500円eホーム
ページで12月11日まで受け付けます。
大人のプログラミングクラブ
　基礎から応用まで学びます。d来年１
月14日〜３月25日の木曜日午後７時〜９
時（１月28日、２月11日、３月４日を除く。
連続講座）t18歳以上（高校生を除く）
c20人（抽選）y４万円eホームページで
12月４日〜28日に受け付けます。

もーもーらんど油山牧場
〒811-1353 南区柏原710-2
a865-7020 f865-7040
o午前９時〜午後５時（テイクアウト・
売店は午前10時から）x水曜日（祝休
日のときは翌平日）

カブトガニのペーパークラフト

Ⓒコニカミノ
ルタプラネタリ
ウム㈱／㈱さ
らい／ ㈱ロー
ソンエンタテイ
ンメント

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）

市民防災センター
〒814-0001 早良区百道浜一丁目３-３
a８４７-５９９０ f８４７-５９７０
o午前９時半〜午後５時（入館は閉館
30分前まで）x月曜日、最終火曜日

年末年始の施設休館日は、12月15日号７面に掲載します情報BOX 福岡市政だより
令和２（2020）年12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


