福岡市政だより
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〒 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。

令和3
（2021）
年1月１日

講座

催し 教室 講演

情報 BOX

応 募 事 項

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

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）
● 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

※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。

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。
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12月15日時点のものです。

10
日
●

1/

14
木
●
他

遺跡の発掘現場などを巡ります。d１月20日㈬、
21日㈭午後１時半〜
i博多区企画振興課
３時半l集合は櫛田神社
（博多区上川端町）
他
a419-1012f434-0053t高校生以上c各12人（先着）y700円e電話
で１月７日午前９時以降に同課へ。

水
●

1/

2 わんにゃんよかイベント in あにまるぽーと
犬の手入れ、犬猫の譲渡相談会、子ども向けの紙芝居など。犬の同
伴可。雨天の場合は内容変更あり。d午前10時〜午後２時liあにま
るぽーと
（東区蒲田五丁目）a691-0131f691-0132y無料e不要

3 花畑園芸公園

園芸講座 ミカンのせん定講習

d１月14日㈭〜16日㈯午後１時半〜３時半 ※各日内容は同じli同
公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-3754c各30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、
１月７日以降に同
公園へ。

東区人権セミナー
「新型コロナで見えてきた人権問題
4
〜ハンセン病問題、
薬害HIV・薬害肝炎問題の成り立ちから〜」
21
●
木

老人福祉センター舞鶴園
3
リラックス・ヨガ講座 冷え性改善編
18
●

21
木
●

市あき缶・びん対策協会
小・中学生ポスターコンクール受賞作品展示会

ポイ捨てや資源のリサイクルを考える同コンクールに入賞した作品を星の広
場（市役所地下連絡通路）に展示。最優秀賞のポスターは市地下鉄の全駅構内
に展示します。dl星の広場＝開催中〜１月８日㈮、市地下鉄駅構内＝12月28日
㈪〜１月３日㈰i同協会
（家庭ごみ減量推進課内）a711-4039f733-5907y無料

夜間・休日急患診療
●救急車を呼ぶべきか
迷ったときは

a＃7119

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）

小児科
内科

▼▼

土 曜 日

▼

☎847-1099

日 内科、小児科

博多座
「市民半額観劇会」

催 し

「藤山直美特別公演
（藤山寛美没後三十年 喜劇特別公演）
」
を半額で観劇でき
ます。d 午前11時、午後３時から＝３月３日㈬、16日㈫ 午前11時からのみ＝４
（博多区下川端町）i
日㈭、11日㈭ 午後３時からのみ＝６日㈯、10日㈬l博多座
市民半額会事務局a751-8258（平日午前10時〜午後６時）f736-7081t小学生
以上c各回50人（抽選）yＡ席5,500円（事務手数料・振込手数料別）eはがき
（〒810-8799福岡中央郵便局留「市民半額会」
）に代表者の応募事項と希望日時
（１公演のみ）
、参加人数（２人まで）
を書いて１月15日
（消印有効）
までに同事務局
へ。当選者のみ通知
（１月22日ごろ発送）
。

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。
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。

●急患診療所（各区保健福祉センター）

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。

平

コスタリカのサン・ホセ出身のコルドバ・エステバンさんがふるさと
の街などについて日本語で話します。d午後６時半〜７時半li福岡
よかトピア国際交流財団（博多区店屋町 市国際会館）a262-1744
f262-2700c20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、
１月４日以降に同財団へ。

▽

催 し

2 外国人学生が語るふるさとの街と福岡

▽

d午後１時〜２時li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f7160046t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、
１月４日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

講師は西新共同法律事務所弁護士の八尋光秀氏。d午後１時半〜
３時lなみきホール（東区千早四丁目）i東区生涯学習推進課a6451144f645-1042c200人（先着）y無料n６カ月〜就学前（子どもの名
前、年齢・月齢を書いて１月15日までに申し込みを。先着順）eファクス
かメール
（m h-gakushu@city.fukuoka.lg.jp）
で、
1月４日以降に同課へ。
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。

1/

1/

月

2 博多ガイドの会 中世都市・博多を掘る

20

▽

1/

1/

午後7時半〜翌朝6時半

午後5時〜翌朝7時半
午後7時〜翌朝7時半

▼

内科、
小児科、
外科、
産婦人科
午前9時〜翌朝7時半
日・祝休日
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。
※12月31日㈭〜１月３日㈰は、日・祝休日と同じ体制
で診療を行います。

●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。
※12月29日㈫〜１月３日㈰は、日・祝休日と同様。

電

区

話

東

651-3835

南

541-3299

博多

441-0020

城南

831-7979

西

882-3145

診療科

診療日時

内科・小児科

内科

日・祝休日の
午前９時
〜午後４時半

※新型コロナウイルス感染防止のため、37.5℃以上の発
熱がある場合は急患診療センターで受診してください。
※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。
※12月31日㈭〜１月３日㈰は、東区・南区・西区のみ
（午前９時〜午後11時半）。

●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。
※12月31日㈭〜１月３日㈰も同様。

●外科当番医（1月10日以降の日・祝日）

診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
※年末年始の当番医は12月15日号14面に掲載してい
ます（「福岡市の救急医療」ホームページにも掲載）。

１月10日㈰
a651-0022
八木病院（東区馬出二丁目21-25）
a291-3434
原三信病院（博多区大博町１-８）
a771-6361
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）
a821-4731
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）a891-1234
a807-8811
昭和病院（西区徳永大町911-１）

１月11日
（月・祝）
a608-0001
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）
a641-1966
木村病院（博多区千代二丁目13-19）
a591-8088
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）a558-0081
a861-2780
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）
a881-1331
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）
１月17日㈰
a632-3333
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）
a641-2761
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）
a781- 6381
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）
a831-6031
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）
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
１月24日㈰
a641-1100
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）
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
a565-3531
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）
a821-4731
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）
a891-2511
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）
１月31日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）
原三信病院（博多区大博町１-８）
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）
昭和病院（西区徳永大町911-１）

a651-0022
a291-3434
a831-6911
a841-0835
a891-1234
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。

情報 BOX
応募事項

講座

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。

1/

九州交響楽団
21 2
●
木

1/

22
金
●
他

●催し名など
（コースも）
●郵便番号・住所

両ホーム利用者の絵画や書道の作品を展示。d１月22日㈮〜26日
㈫午前10時〜午後７時
（26日は６時まで）l木の葉モール橋本
（西区橋
本二丁目）i城南障がい者フレンドホームa861-1180f861-1123y無
料

1/

市総合体育館
2
運動機能チェック＆ノルディックウォーク体験会
23
●
土

博多伝統芸能館
23 2
●

老人福祉センター東香園
23 2
●

認知症予防に関する話と相談会。三味線の演奏などもあり。d午後
１時〜２時半li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214
t市内に住む60歳以上と家族c20人（先着）y無料e電話かファク
ス、
来所で、
１月５日以降に同園へ。

1/

27
水
●

2 もーもーらんど油山牧場

※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。

温泉＆牧場で遊ぶバイ

バスで同牧場（南区柏原）に移動し、生キャラメル作りや餌やり体験
をします。集合・解散は温泉施設の那珂川清滝（那珂川市南面里）
。d
午後１時〜４時40分i同牧場a865-7020f865-7040t４歳以上（小学
生以下のみの参加不可）c８組（先着。
１組４人まで）y中学生以上
2,000円、小学生以下1,600円eホームページで１月４日以降に受け付
けます。電話の場合は那珂川清滝
（a952-8848）
へ。

3 老人福祉センター若久園

陶芸体験会

d午前10時〜正午、午後２時〜４時li同園
（南区若久六丁目）a5117255f511-7558t市内に住む20歳以上c各８人（抽選）y500円e電話
か来所で、
１月５日〜15日に同園へ。
空きがあれば当日も受け付けます。

3 緑のコーディネーターによる体験講座 ボトルフラワー
木の皮で作られたポプリ用の花「ソラフラワー」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早良市民センター
（ 早 良 区 百 道 二 丁 目 ）i市 緑 の ま ち づくり協 会 みどり課a8225832f822-5848c12人（抽選）y800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、1月13日
（必着）
までに同課へ。ホームページでも受け付けます。

講談師 神田伯山 新春連続読み「寛永宮本武蔵伝」
2
完全通し公演
27
●
水
他

29
金
●

全17話を４日間通しで公演する「連続読み」を行います。異なる演目
の前夜祭もあり。未就学児の入場不可。d前夜祭１月27日㈬、連続読
l市科学館
み１月28日㈭〜31日㈰いずれも午後７時開演
（２時間程度）
（中央区六本松四丁目）i市文化芸術振興財団事業課a263-6265
f263-6259c250人
（抽選）y前夜祭4,500円、連続読み
（４日間通し券）
1万7,600円eローソンチケットホームページで１月４日〜６日に受け付
け。

3 プロドッグトレーナーに学ぶ

家庭犬のしつけ方教室

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c14組（先着。
１組２人まで）y無料
e電話かファクスで、
１月５日以降に同相談室へ。

催 し

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１月①②１日③12日。※電話の
場合は各申込先へ。
種類
実施日
会場
申込先

植物園

li同園（中央区小笹五丁目）a522-3210f522-3275y①1,000円②③無料④
1,500円
（いずれも入園料別）e①④往復はがき
（〒810-0033中央区小笹５-１-１）
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27日④２月
４日（いずれも必着）までに同園へ。ホームページでも受け付け。②③当日午後１
時から受け付けます。
内容
日時
定員
①ハーブの効用（うがい液、リップクリー
２／10㈬13:30〜15:30 30人
（抽選）
ム、
マスク用スプレーなどを作ります）

２／２㈫

博多消防署
（博多区博多駅前四丁目）

475-0119

２／20㈯

中央消防署
（中央区那の津二丁目）

762-0119

②園芸講座〜冬の庭木の管理〜

２／12㈮13:30〜15:30

50人
（先着）

２／７㈰

さいとぴあ
（西区西都二丁目）

806-0642

③植物観察会
（温室植物）

２／13㈯13:30〜15:30

50人
（先着）

東消防署
（東区千早四丁目）

683-0119

④かずら工芸
（籠作り）

南消防署
（南区塩原二丁目）

541-0219

２／20㈯10:00〜12:00、
各10人
（抽選）
13:30〜15:30

消防本部
（中央区舞鶴三丁目）

791-7151

②普通１ ２／９㈫
２／16㈫
③上級

日
●

1/

東香園カフェ

講座・教室 救命講習

①入門

24

●電話番号
●小中高生は学年

14

1/

公演

博多芸妓（げいぎ）による唄や舞、お座敷遊びの体験など。d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a4411118（当日は080-2705-5462）f441-1149c15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
項とメールアドレス、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）を書いて同会へ。ホームページでも受け付けま
す。

1/

土

土
●

食事法や生活のポイントを紹介する講座もあり。d午前10時〜正
午li同体育館（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318t18
歳 以 上c20人（ 先 着 ）y1,000円e電 話かメー ル（m info@fukuokacity-arena.jp）
、来所で、
１月４日以降に同体育館へ。

1/

土

23

1/

城南・西障がい者フレンドホーム合同 ふれあい作品展

令和3
（2021）
年1月１日

●氏名
（ふりがな）
●年齢

1/

名曲・午後のオーケストラ

指揮は梅田俊明、バイオリンは漆原朝子。ベートーベンのバイオリ
ン協奏曲 ニ長調などを演奏します。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6,000円、A
席5,000円、B席・車いす席4,000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。

2

福岡市政だより

応募等のはがきの料金は 63 円です。

催し 教室

２／４㈭
２／25㈭

※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。

催 し

松風園

松風園でお正月

福笑いやかるたなど伝統的な正月の遊びを体験します。抹茶セットの割引も
あり。d１月２日㈯〜４日㈪午前９時〜午後５時li同園（中央区平尾三丁目）
af524-8264y入場無料
（入園料別）e不要

13

福岡市政だより

令和3
（2021）
年1月１日

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。

講座

催し 教室 講演

情報 BOX

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

1/

南障がい者フレンドホーム
30 2
●
土

でんでん太鼓作り

ガムテープの芯を再利用して作ります。d午後１時〜２時li同
a541-5858f541-5856t市内に住む人c６人
ホーム
（南区清水一丁目）
（抽選）y無料e電話かファクス、メール
（m minami-friend03@c-fukush
in.or.jp）
、
来所で、
１月15日までに同園へ。

1/

ココロンセミナー
4
「支援は始縁〜子どもを支えるために、
つながろう〜」
30
●
土

1/

30
土
●
他

子ども家庭支援センターあまぎやま・センター長の坂口明夫氏が話
します。d午後２時〜４時lあいれふ講堂（中央区舞鶴二丁目）iココ
ロンセンターa717-1237f724-5162c60人（先着）y無料eはがき
（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）かファクス、メール（m jinkenkeihatsu.
CAB@city.fukuoka.lg.jp）
、来所で問い合わせ先
（あいれふ８階）
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。

3 市民防災センター

2/

2

d２月２日㈫、
９日㈫午後１時半〜３時半（連続講座）l同園陶芸場（早
i同園a804-7750f804-7751t市内に住む60歳以
良区百道一丁目）
他
y500円e電話か来所で、
上の初心者c８人
（先着）
１月５日以降に同園
（早良区重留七丁目）
へ。

2/

ＮＰＯのためのファシリテーション講座
3
①基礎編 ②実践編
3
●
水
他

火

d午後２時〜４時l市場会館２階（中央区長浜三丁目）i市施設整備
公社総務課a738-7221f738-7230t市内に住むか通勤・通学する18
歳以上c50人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m seibicop@
circus.ocn.ne.jp）
に応募事項と参加人数を書いて、
１月４日以降に同課
へ。定員を超えた場合のみ通知。

中央市民センター パソコン講座「パソコンを基礎から
3
学ぼう」
エクセル初級編
5
●
金
他

2/

6

土
●

2/

早良障がい者フレンドホーム
2
①はじめてのパソコン教室②ときめきっず
2
●
火
他

①スマートフォン（アイフォーン）の使い方を学びます。②バレンタ
インチョコを作ります。d２月①２日㈫、
９日㈫、16日㈫午前10時〜正午
（連続講座）②14日㈰午後１時半〜３時li同ホーム（早良区百道浜一
丁目）a847-2761f847-2763t市内に住む①肢体・内部障がいのある
18歳以上②障がいのある小学生 ※保護者、きょうだい児も参加可
c①６人（抽選）②５組（抽選。
１組３人まで）y①無料②1人500円e電
話かファクス、メール（m sawara-friend@nonohana.or.jp）に参加者全
員の応募事項を書いて、
１月５日〜①15日②17日に同ホームへ。来所
でも受け付けます。

催 し 「博多町家」
ふるさと館

博多のもちつき

三味線や太鼓に合わせて、にぎやかに餅をつきます（見学のみ。餅の試食な
し）
。消防団による
「まとい振り」もあり。展示棟の入館者には紅白餅を進呈（先着
100人。午前10時から整理券を配布）
。d１月31日㈰午前11時〜正午li同館（博
多区冷泉町）a281-7761f281-7762y無料
（展示棟入館料別）e不要

講座・教室 アミカス

①男性が学ぶ、知っておきたい離婚の基礎知識
②はたらく男子のアイロンがけ実践講座

d２月①17日㈬午後７時〜９時②21日㈰午後１時半〜３時liアミカス（南区高
宮三丁目）a526-3755f526-3766t市内に住むか通勤する男性y無料n６カ月
〜小学３年生（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書いて各開催日の10日前まで
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、
１月４日以降に同施設へ。来所、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。

団体内のコミュニケーションの方法、オンライン会議を進めるこつ
を学びます。d２月①３日㈬②10日㈬いずれも午後２時半〜４時半 ※
希望回のみの参加可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やボランティア
団体に所属する人c各20人（先着）y無料e電話かファクス、メール
（m koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日、団体名、参加
人数、団体内で会議等を行う際に困っていること
（任意）
を書いて、
１月
４日以降に同課へ。来所（市役所７階）
、市ホームページでも受け付け
ます。

2/

2/

建物の維持保全セミナー
3
「知って、
備えて、
地震に自信 進めよう、
住宅の耐震化」
2
●

高齢者体験陶芸会

火
●

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。d１月30日㈯、31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、
１月６日午前９時半以降に同セン
ターへ。

3 老人福祉センター早寿園

2/

6

土
●

初心者向け。キーボードの基本操作や入力、表やグラフの作成など
を学びます。d２月５日〜３月12日の金曜日午後２時〜４時（連続講座）
li同センター（中央区赤坂二丁目）a714-5521f714-5502t文字入
力ができて、エクセルのプログラムが入ったノートパソコン（タブレッ
ト不可）を持参できる人c15人（先着）y3,000円e電話かファクスに
応募事項とパソコンのOSバージョン（ウィンドウズ10など）を書いて、
１
月８日以降に同センターへ。来所でも受け付けます。

2 かなたけの里公園

冬の里山観察会〜カエルの卵編〜

長靴などを履いて水辺に入り、ニホンアカガエルの卵などを観察し
ます。小学生以下は保護者同伴。d午前10時〜正午li同公園（西区
a811-5118f400-0147c30人
y無料e電話か往復はがき
金武）
（抽選）
（〒819-0035西区金武1367）に代表者の応募事項と参加者全員の氏
名・年齢を書いて、1月４日〜20日（消印有効）に同公園へ（１通５人ま
で）
。

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、
１月５日以降に同ゴルフ場へ。

催 し

アジア美術館 コレクション展
「あじび de 初詣〜アジアの神さま大集合〜」

d１月２日㈯〜４月13日㈫ 午前９時半〜午後６時 ※金・土曜日は８時まで（入室は
いずれも30分前まで）x水曜日li同美術館（博多区下川端町 リバレインセン
タービル７階）a263-1100f263-1105y一般200円、高大生150円、中学生以下・
市内に住む65歳以上無料

講座・教室 雁の巣レクリエーションセンター

①ノルディック・ウォー
キング教室②テニス教室（初心者向け）

①は２本のポール（ストック）を使い、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。d①月曜日午前10時〜11時半（祝休日を除く）②２月
２日〜３月16日の火曜日午前10時〜正午（２月23日を除く。連続講座）li同セン
ター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①小学生以上（小学生は保護者同伴）
y①無料
②18歳以上c①各30人
（先着）
②14人
（抽選）
（ポールレンタル代300円）
②3,800円e①当日午前９時45分から球技場管理棟で受け付け。②往復はがき
（〒811-0204東区奈多1302-53）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、
１月25日（必着）までに同センターへ。来所、ホームページでも
受け付けます。

情報 BOX
2/

楽水園
6 3
●
2/

6

土
●

2/

6

土
●
他

令和3
（2021）
年1月１日

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。

応募事項

土

福岡市政だより

講座

催し 教室 講演

●催し名など
（コースも）
●郵便番号・住所

2/

初心者茶道教室

d午後１時半〜３時半li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c
５人
（先着）y2,000円e電話かファクスで、
１月15日以降に同園へ。

3

元気 長生き いきいき健康セミナー「年をとれば避けら
め
れない眼の病気 老眼・白内障・ドライアイなど」

山口大学名誉教授の西田輝夫氏が話します。d午後２時〜３時lあ
いれふホール（中央区舞鶴二丁目）i市健康づくりサポートセンター
a751-7778f751-2572c130人
y無料e電話かファクス、
（先着）
メール
（m soum@kenkou-support.jp）
に応募事項と講師への質問
（任意）
を書
いて、
１月４日以降に同センターへ。来所（あいれふ４階）でも受け付け
ます。定員を超えた場合のみ通知。

3 生ごみ堆肥を使った菜園講座
段ボール・木枠・設置型コンポストでの堆肥の作り方と①温床作り、
ニンジン・下仁田ネギの種まき②バレイショの植え付け、夏野菜の土
作り―を学びます。d２月①６日㈯午後１時半〜３時半②18日㈭午前10
時〜11時40分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c各15人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m info@jun-namaken.com）
に応募事
項と希望日を書いて、
１月５日以降に同研究所へ。

樹木や石の下にいる昆虫を観察します。d午前10時〜11時半li
同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f661-8020t小学生以下
（小学３年生以下は保護者同伴）c20人（先着）y無料（入館料別）e
電話かファクス、来所で、
１月７日以降に同公園へ。

老人福祉センター長生園

②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。③脳の機能の検査や認知症予防のためのアドバイスを受けられます。li
同園（博多区千代一丁目）a641-0903f641-0907t市内に住むおおむね①60歳
以上②③50歳以上y①②無料③500円e電話かファクス、来所で、
１月５日以降
に同園へ。①はメール（m cho-seien@magokorokai.jp）でも受け付けます。いず
れも定員を超えた場合のみ通知。
内容

定員
（先着）

日時

①福岡歴史文化特別講座 近世の福岡女性３
１／14㈭10:00〜12:00
人史

20人

②長生園オレンジカフェ

１／15㈮14:00〜15:30

20人

③高齢者認知症予防検査
（ファイブコグ）

１／31㈰14:00〜15:30

25人

講座・教室 西障がい者フレンドホーム
詳細は問い合わせを。li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f8837037t市内に住む障がいのある人
（②は18歳以下）c①各12人②10人③５人
（い
ずれも抽選）e電話かファクスに応募事項と①は希望日も書いて、
１月５日〜31
日に同ホームへ。来所でも受け付けます。
内容
①そば打ち教室

日時
２／21㈰、
３／14㈰
10:00〜13:00

②こどもお菓子教室（マドレーヌを作り
２／28㈰13:00〜15:00
ます）
③初心者の人から始められるパソコン ２／28〜３／28の日曜日
教室
（エクセル）
10:00〜12:00（連続講座）

土
●

料金
700円
500円
1,200円

●電話番号
●小中高生は学年

3 東図書館

※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。

好みの花で作る二つのハーバリウム

d午後２時〜４時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（小学３年生以下は保護者同伴）
c20人
（先着）y2,000円e電話か来所で、
１月10日以降に東図書館
（な
みきスクエア内）
へ。

2/

アクロス・文化学び塾
3
人形たちの競演〜有馬家伝来の品々を中心に〜
20
●
土

２月６日㈯から有馬記念館（久留米市）で開催される
「人形づくし、春
づくし」の見どころなどを紹介。d午後２時〜３時半lアクロス福岡セ
ミナー室２
（中央区天神一丁目）iアクロス福岡文化観光情報ひろば
a725-9100f725-9102c70人（先着）y500円e電話か来所で、
１月４
日以降に問い合わせ先（アクロス福岡２階）へ。ホームページでも受け
付けます。

2/

認定心理士の会 公開シンポジウム
4
心理学は学校、
教育、
学びにどう関わるか
28
●
日

13

アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん
2
冬の虫かんさつ会
7
●

催 し

13

3/

2/

日

●氏名
（ふりがな）
●年齢

12

土
●

鹿児島大学教育学部専任講師 稲垣勉氏らが解説します。ウェブ会
議サービス「Zoom（ズーム）
」で参加してください。d午後１時〜４時i
同会a03-3814-3962f03-3814-3954c200人（先着）y無料eホーム
ページで受け付けます。
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イ ン ド ア スリー エックス スリー

FUKUOKA indoor ３ × ３

小学生男女、中学生男女、
オープン
（高校生以上）
男女、
シニア
（40歳
以上）男子、男女混合（高校生以上）の部に分かれた３対３のバスケット
ボール大会。d午前９時50分〜午後６時50分l市民体育館（博多区東
公園）i市スポーツ協会a645-1231f645-1220c各24チーム
（抽選。
１
チーム３〜４人）※シニア・男女混合の部は12チームy１チーム当たり
小中学生＝4,200円、オープン・シニア・男女混合＝6,000円e１月５日か
らホームページに掲載、
または各体育館、
各市民センター、
情報プラザ
（市役所１階）などで配布する申込書を２月１日（必着）までに同協会
へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

市科学館
そらがた
①宙語り プラネタリウム番組②サイエンスショー

①
「ロケット〜月を越えて〜」
ロケットの仕組みや宇宙開発について紹介。時間
など詳細はホームページで確認を。②「うごく おどる ロボット大集合」d①開催
、
２月３日㈬、
４日㈭は休み②１月２
中〜３月８日㈪ ※12月28日㈪〜１月１日（金・祝）
４時半〜５時
日㈯〜６日㈬、
９日㈯〜２月23日（火・祝）の土日祝日午後１時半〜２時、
x火曜日li同館（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-2530c①各回220
人②各回30人
（いずれも先着）y①大人510円、高校生310円、小中学生200円、未
就学児無料②無料（基本展示室の入場券が必要）e①当日同館でチケットを販
売。②不要

講座・教室 市スポーツ協会
l市民体育館（博多区東公園）i同協会a645-1231f645-1220t①小中高生に
運動を指導している人など②不問③小学生y①各500円②③無料e①12月28日
から情報プラザ
（市役所１階）
などで配布する申込書を１月１日〜22日
（必着）
に同
協会へ。②はがき
（〒812-0045博多区東公園８-２）
かファクスで、
１月１日〜15日
（必
着）に同協会へ。③ホームページで１月１日〜14日に受け付けます。①②もホー
ムページで受け付け可。②③は当選者のみ通知。
内容

日時

定員
（抽選）

①ジュニア層指導者養成事業 コーチングク ２／２㈫、
９㈫18:30〜20:30
各30人
リニック
※各回の内容は異なる
②スポーツフェスタ（ソフトバレーボールや
２／13㈯13:00〜16:00
バドミントンなどを体験できます）

100人

③スポーツ体験塾 スポーツチャンバラ教室 ２／20㈯14:00〜16:00

30人
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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

給与支払報告書の提出を
給与支払者は、
受給者
（令和３年１月
１日現在）全員と前年中に退職し給与
の支払額が30万円を超える人の前年
１月１日〜12月31日の給与支払報告
書を作成し、
２月１日までに受給者の
住所地の市町村（令和３年１月１日現
在。退職した人は退職時の市町村）へ
提出を。本市分は法人税務課（市役所
北別館３階）へ。i同課a711-4211f
733-5556

償却資産申告書の提出を

６月28日㈪〜12月26日㈰の利用を
受け付けます。
【 申請書の配布】12月
25日から同館（中央区大濠公園）
、情
報プラザ（市役所１階）で。ホームペー
ジにも掲載【申込期間】
１月５日〜31
日i同館a714-6051f714-6071

各図書館を休館します
図書整理のため、和白・博多・中央・
城南・西図書館を２月１日㈪から10日
㈬まで休館します。i市総合図書館
a852-0600f852-0609

「シニア教室」
の教える人を募集

工場・商店などの経営や駐車場・ア
パートなどの貸し付け業務を行い、償
却資産
（構築物、機械、工具、器具、備
品など）を所有する人は、
２月１日まで
に資産課税課（市役所10階）へ償却資
i同課a711-4438
産申告書の提出を。
f733-5902

住宅用地申告書の提出を

▽

▽

▽

住宅の敷地に利用している土地
は、固定資産税・都市計画税が軽減さ
れます。前年中に 住宅の新築・増
築・取り壊し・建て替えをした 事務
所・店舗などを住宅に用途変更した
住宅を事務所・店舗などに用途変更し
た―場合は２月１日までに各区課税課
へ住宅用地申告書の提出を。i各区
課税課

市民スポーツ賞候補者を募集
対象はスポーツ・レクリエーション
の全国大会で顕著な成績を収めた
人。詳しい要件や提出書類などは、市
ホームページで確認を。iスポーツ
推進課a711-4657f733-5595

老人福祉センターや老人いこいの
家で４月から１年間特技・知識を教え
る人を募集。t市内に住む60歳以上
e１月５日〜15日
（令和４年３月末時点）
（11日、12日は休園。12日の早寿園は
開園）の午前９時〜午後５時に希望す
る園へ来所を。問い合わせ・申込先は
以下の通り。
施設名
（住所）

申込先

a671-2213
東香園
（東区香住ケ丘一丁目）f671-2214
a641-0903
長生園
（博多区千代一丁目） f641-0907
a771-7677
舞鶴園
（中央区長浜一丁目） f716-0046
若久園
（南区若久六丁目）

a511-7255
f511-7558

寿楽園
af861-1123
（城南区南片江二丁目）
a804-7750
早寿園
（早良区重留七丁目） f804-7751
福寿園
（西区今宿青木）

af891-2727

市文化賞・市民文化活動功労賞の
受賞候補者を募集

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

文学、美術、音楽、伝統芸能など文
化芸術の分野で募集（自薦不可）
。
【募
集要項の配布】文化振興課
（市役所14
階）
、情報プラザ
（同１階）
、市文化芸術
振興財団（博多区下川端町 リバレイ
ンセンタービル８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【募集期間】
２
月５日
（消印有効）までi同課a7114665f733-5537

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。d１月20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）a6712213f671-2214t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、来所で、
１月５日以降に同園
へ。

アジア美術館 貸しギャラリーの
利用希望者を募集

酸素濃縮器の使用者に電気料金
の一部を助成します

７月〜12月の利用者を募集（６月ま
での利用も受け付け中）
。詳細は問い
合わせを。
【 申請書の配布】同美術館
（ 博 多 区 下 川 端 町 リバレインセン
タービル７・
８階）
、情報プラザ
（市役所
１階）で。ホームページにも掲載【申込

【助成額】月額2,000円【対象】令和２
年12月28日現在市内に住み住民基本
台帳に登録されていて、在宅で酸素
濃縮器を使用し、身体障害者手帳を
持っている人
（所得制限あり）
【申請期
間】
１月４日〜31日（助成対象期間は

「福岡市の障がい福祉ガイド」の
デイジー（デジタル録音図書）版
を配布しています
障がいのある人とその家族などが
利用できる施策や、各種相談機関等
の情報をまとめた、同ガイドの音声版
CDを配布しています。
【 配布場所】各
区福祉・介護保険課、情報プラザ（市
役所１階）
、あいあいセンター
（中央区
長浜一丁目）i障がい者支援課a7114985f711-4818

市 政に関 する意 識 調 査 パンフ
レット
「ふくおかボイス」
が完成
「福岡市の住みやすさ」
「 福岡市の
農林水産業」
「障がいを理由とする差
別の解消」についての市民の意識調
査の結果をまとめた「ふくおかボイ
ス」を情報プラザ（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。市ホームページにも掲
載。i広聴課a711-4067f733-5580

クリーン・エネ・パーク南部（春日
市下白水）のごみの受け入れを休
止
１月13日㈬〜26日㈫は定期点検の
ため、ごみの受け入れを休みます。i
同施設a589-8585f589-8586

猫 の 不 妊・去 勢 手 術とマイクロ
チップ装着にかかる費用の一部
を助成
迷い猫の飼い主特定に有効なマイ
クロチップ装着と不妊・去勢手術を同
時に実施する場合の費用の一部を助
成します（マイクロチップ装着済みの
場合は不妊・去勢手術のみでも可）
。
手術は２月１日〜28日に市獣医師会
の病院で実施。
【 対象】市内で飼育さ
れている生後６カ月以上の猫【募集
数 】50匹（抽選。
１人１匹）
【 助成額 】
7,500円【 申し込 み 】は が き（〒8190005西区内浜１-４-22）
かメール
（m do
butsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）
に飼い主の応募事項と猫の種類・性
別・年齢（月齢）
、マイクロチップ装着
の有無（有りの場合はマイクロチップ
番号も）を書いて、
１月１日〜20日（消
印有効）にふくおかどうぶつ相談室
へ。i同相談室a891-1231f891-1259

福岡空港周辺から移転する人に
は優遇税制があります
航空機騒音が著しい一定区域内の
事業用資産を買い換える場合、譲渡
益の一部に対する課税を将来に繰り
延べることができます。優遇措置の
＝令和５
適用期限が 個人（所得税）

▽

油山一帯（城南区内）で銃による
イノシシの駆除を行います
安全のため、次のご協力をお願い
します。 駆除期間中はむやみに山
へ入らない 飼い犬を散歩させる場
合は常にリードを付ける。d１月４日㈪
〜２月27日㈯午前９時〜午後４時 ※
日・祝日を除くi城南区総務課a8334055f822-2142
▽

市美術館 貸しギャラリー利用の
申し込みを受け付けます

年12月31日まで 法人（法人税）
＝令
和５年３月31日まで―に延長されまし
た。また、圧縮割合が80㌫から70㌫に
変更されました。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。i空港
周 辺 整 備 機 構 補 償 課a472-4596f
472-4597

▽

お知らせ

令和２年１月〜12月分）
【申請方法】酸
素濃縮器使用証明書（機器レンタル
会社の証明が必要）
、身体障害者手
帳、本人名義の銀行預金通帳を持参
の上、各区福祉・介護保険課へ。i各
区同課

▽

期間】
１月２日〜31日i同美術館運営
課a263-1100f263-1105

市国民健康保険運営協議会を開
催
市国民健康保険事業の運営を審議
する同協議会を傍聴できます。d１月
22日㈮午後５時〜６時半（受け付けは
４時45分〜４時55分）lＴＫＰガーデン
シティ天神８階（中央区天神二丁目）
i保険年金課a711-4242f733-5441
c10人
（抽選）y無料e不要

都市計画案の縦覧と都市計画審
議会の傍聴
【内容】①区域区分・用途地域・臨港
地区・下水道の変更
（アイランドシティ
地区）②地区計画の決定（天神一丁目
地区）
【 縦覧・意見書の提出】
１月４日
㈪〜18日㈪に都市計画課（市役所４
階）で。市ホームページにも概要を掲
載【都市計画審議会の傍聴】
２月１日
㈪予定。傍聴の希望者は縦覧期間中
に同課へ申し込みを。i同課a7114388f733-5590

貝塚駅周辺土地区画整理事業の
事業計画案の縦覧
地区内の土地の所有者など利害関
係を有する人は、意見書を提出するこ
とができます。
【 縦覧期間】
１月４日㈪
〜17日㈰【縦覧場所】情報プラザ（市
役所１階）で。市ホームページでも閲
覧できます。
【意見書の提出】
１月31日
まで（消印有効）i九大跡地整備課
a711-4992f733-5909

海ごみリサーチ博多湾〜見つけ
た海ごみをSNSに投稿しよう〜
博多湾にはどのような海ごみがあ
るのか、生き物が生まれ育つ豊かな
海を目指し市民参加型の調査を行い
ます。
「＃海ごみリサーチ博多湾」を付
けて、海辺で見つけたごみの写真を
フェイスブック、ツイッター、インスタ
グラムに投稿してください。投稿した
人 の 中から抽 選で11人に粗 品を進
呈。
集計した結果は３月に発表します。
詳細はホームページで確認を。
【募集
期間】
２月10日までiふくおかFUNaf
407-6970

会場・日程は下表の通り。t市内に
住み、職場等で受診機会のない40歳
以上y500円
（減免あり）e電話かファ
クスで、希望日の10営業日前までに
問い合わせ先へ。ホームページでも
i集団健診予約セン
受け付けます。
ターa0120-985-902f0120-931-869
日時

東区保健福祉センター１／18㈪、
（東区箱崎二丁目）
２／４㈭、
24㈬
市商工会議所
（博多区博
２／22㈪
多駅前二丁目）
さざんぴあ博多（博多
２／11（木・祝）
区南本町二丁目）
中 央 区 保 健 福 祉 セン
ター（中央区舞鶴二丁 ２／17㈬
目）
南区保健福祉センター １／14㈭、
２／10㈬、
25㈭
（南区塩原三丁目）
城 南 区 保 健 福 祉 セン
ター（城南区鳥飼五丁 ２／16㈫
目）
早 良 区 保 健 福 祉 セン
ター（早良区百道浜一 ２／１㈪
丁目）
西区保健福祉センター
２／２㈫
（西区内浜一丁目）
※時間は午前９時半～11時半。

「地域の森・花づくり活動支援事
業」
助成対象団体を募集
市内で緑化活動を行う市民団体の
植物や資材の購入に対して助成しま
す。
【 助成対象】①樹林地等の保全管
理・再生を行う活動で、認定区域面積
が300平方㍍以上②市街地に植樹を
行うことにより緑の名所をつくる活動
で、校区単位以上の広範囲にわたる
活動規模である③公共用地等におい
て花壇作りなどを行う活動で、面積が
10平方㍍以上【申請書の配布】電話
で市緑のまちづくり協会みどり課へ

「里の教室」は、市民が自主的に企
画運営し、講師になって里山の文化や
伝統などを教える教室です。講師料
の支払いはありません（公園施設利
用料等が発生する場合あり。教室参
加者への材料費等の徴収は可能）
。詳
細は問い合わせを。d４月から１年間
li同 公 園（ 西 区 金 武 ）a811-5118
f400-0147c５人（選考）e電話連絡
の上、応募用紙を１月４日〜27日に同
公園へ。応募用紙はホームページに
掲載。ファクスでも請求可。

●氏名
（ふりがな）
●年齢

●電話番号
●小中高生は学年

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】
４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
（東区役所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】
１月４日〜22日（消印
有効）i同課a645-1067f631-2191

市子育て支援コンシェルジュを募
集
区の子育て支援課で保育サービス
等についての情報提供や助言を行い
ます。
【 任用期間】
４月１日〜来年３月
31日（再任用あり）
【募集案内の配布】
事業企画課
（市役所13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】
１月22日（必着）までi同
課a711-4114f733-5718

地域保健福祉課保健師を募集

しごと
※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。

市職員
（ボートレース技術補）
を募
集
ボートレース福岡
（中央区那の津一
丁目）などでモーター、ボートの整備
等の業務や同施設に関連する事務等
に従事。
【 資格】昭和60年４月２日から
平成15年４月１日までに生まれた人
で、次のいずれかに該当する人（資
格・免許の取得見込みは不可） モー
ターボート整備士の資格を有する
小型船舶操縦士免許（湖川小出力お
よび特殊小型船舶免許を除く）
を有す
る ※航空整備士または航空工場整
備士の技能証明書、自動車整備士
（自
動車タイヤ・自動車電気装置・自動車
車体整備士を除く）の技能検定合格
証書、海技士（機関）免許のいずれか
も必要【採用予定日】
４月１日以降【募
集案内・申込書の配布】人事委員会事
務局任用課
（市役所５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、福岡市東京事務所、
県民情報センター（県庁１階）で。郵送
での請求は封筒の表に「募集案内請
求」
と朱書きし、140円切手を貼った返
信用封筒（Ａ４サイズが入るもの）を
同封して同課（〒810-8620住所不要）
へ。市ホームページにも掲載【申込期
間】 電子申請＝１月６日午後５時（受
信有効）まで 郵送＝１月７日（消印有
効）まで ※重複申し込みは不可。i
同課a711-4687f733-5866
▽

肺 が ん 検 診（ 胸 部エックス線 検
査）
の日程が追加になりました

かなたけの里公園「里の教室」講
師を募集

▽

スマホはこちらから

請求を。ホームページにも掲載【申込
期間】
１月４日〜29日
（消印有効）i同課
a822-5832f822-5848

▽

誰もが利用しやすい「ユニバーサ
ルデザイン」が導入されている場所
やサービス、取り組みなどについて紹
介しています。i総務企画局企画課
a711-4864f733-5582

●催し名など
（コースも）
●郵便番号・住所

東区福祉・介護保険課 障がい者
計画相談支援職員を募集
障がい福祉サービスの利用に関す
る相談業務などに従事。
【 資格】介護
支援専門員、相談支援専門員、看護

各種健診の問診、
健康教育、
健康相
談、地域保健福祉活動の補助などに
従事。東・中央・城南・早良区で募集。
【資格】保健師。他要件あり【任用期
間】
４月１日〜来年３月31日（再任用あ
り）
【募集案内・申込書の配布】各区同
課、地域医療課
（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】
１月15日
（必着）
までi
地域医療課a711-4264f733-5535

①公園管理職員②公園管理業務
員を募集
各区維持管理課（西区は管理調整
課）で、①公園の維持管理、監督補助
業務等②公園管理、公園使用許可業
務等に従事。
【任用期間】
４月１日〜来
年３月31日（再任用あり）
【 募集案内・
申込書の配布】
１月５日から各区同課
（西区は管理調整課）
、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】
１月22日（必着）ま
でi南 区 維 持 管 理 課a559-5093f
559-5096

南区健康推進連合会の職員を募
集
同会事務局（南区健康課内）で、地
域の健康づくり活動の推進・普及に関
する業務に従事。
【 任用期間】
４月１日
〜来年３月31日（再任用あり）
【募集案
内・申込書の配布】
１月４日から各区健
康課、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】
１月12日〜29日
（消印有効）i同会
a559-5114f541-9914

建築物安全推進課 建設リサイク
ル推進員を募集
建設リサイクル法の届出書等の精
査・受理業務等、解体工事に関する各
種相談等の業務に従事。
【 資格】建築
基準適合判定資格者、
１級または２級
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※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。

建築士、
１級または２級建築施工管理
技士【任用期間】
４月１日〜来年３月31
日（再任用あり）
【募集案内・申込書の
配布】
１月４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】
１
月18日（消印有効）までi同課a7114574f733-5584

精神保健福祉職員を募集
各区健康課などで自立支援医療、
精神障害者保健福祉手帳等の事務処
理、精神保健福祉に関する相談業務
などに従事。
【 資格】精神保健福祉士
または保健師の資格を有するか、精
神保健福祉に関する業務に３年以上
従事した経験を有する人。他要件あり
【任用期間】４月１日〜来年３月31日
（再任用あり）
【募集案内・申込書の配
布】
１月４日から各区健康課、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】
１月22日（必着）ま
でi保健予防課a711-4377f733-5535

保健環境研究所の職員を募集
環境検査員、
微生物検査員、
病原微
生物検査員を募集。
【 資格】 理化学
や微生物検査の実務経験を有する
大学の理系学部を卒業―などの要件
あり【任用期間】
４月１日〜来年３月31
日（再任用あり）
【募集案内・申込書の
配布】同研究所（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】
１月４日〜19日（必着）i環境科学
課a831-0660f831-0726

▽

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。

「ユニバーサル都市・福岡」公式イ
ンスタグラムを開設しました

会場

令和3
（2021）
年1月１日

▽

応募事項

福岡市政だより

お知
らせ しごと

▽

情報 BOX

企業誘致課 外国企業立地相談員
を募集
英語による企業立地についての海
外からの相談対応、翻訳・通訳業務な
どに従事。
【 資格】TOEIC900点以上ま
たは実用英語技能検定１級
（同等の資
格も可）を有する人【任用期間】
４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（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載
【申込期間】
１月
４日〜22日（必着）i同課a711-4849
f733-5901

駐車場施設課「附置義務指導員」
を募集
駐車場法、市条例に基づく窓口対
応、書類審査、受け付け、現場完了検
査に従事。資格要件あり。
【任用期間】
４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
（市役
所６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】
１月12日（必着）までi同課a7114443f733-5591
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福岡市政だより

意見

しごと 相談 募集

令和3
（2021）
年１月１日

情報 BOX

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

▽

▽

▽

各区保護課で生活保護廃止世帯に
係る返還金・徴収金の債権管理、納付
指導、相続人調査などの業務に従事。
【資格】次のいずれかの実務経験を１
年以上有する人 官公署での税金等
の徴収事務 金融機関や公的機関で
の融資・債権回収業務 福祉事務所
での生活保護のケースワークか返還
金・徴 収 金に係る業 務。他 要 件 あり
【任用期間】４月１日〜来年３月31日
（再任用あり）
【募集案内・申込書の配
布】
１月４日から保護課
（市役所12階）
、
各区保護課で。市ホームページにも
掲載【申込期間】
１月25日（必着）まで
i保護課a711-4231f711-4232

就労支援相談員を募集
各区保護課で生活保護受給者に対
する就労支援業務に従事。
【 資格】ハ
ローワーク（公共職業安定所）または
事業所等で、
３年以上職業紹介業務
に携わったことがある人【任用期間】
４
月１日〜来年３月31日（再任用あり）
【募集案内・申込書の配布】
１月４日か
ら保護課（市役所12階）
、各区保護課
で。市ホームページにも掲載【申込期
間 】１月27日（ 必 着 ）ま でi保 護 課
a711-4231f711-4232

生活保護の①医療扶助職員②医
療適正化職員を募集
①レセプト点検および再審査請求
業務、指定医療機関申請に関する事
務②レセプト点検等医療適正化に関
する業務―に従事。
【 資格】次のいず
れかの経験を有する人。他要件あり。
医療機関等で医療（診療報酬請求）事
務または福祉事務所で生活保護業務
を①通算３年以上②通算１年以上【勤
務場所】①市役所保護課②各区保護
課【任用期間】
４月１日〜来年３月31日
（再任用あり）
【募集案内・申込書の配
布】
１月４日から保護課
（市役所12階）
、
各区保護課で。市ホームページにも
掲載【申込期間】
１月25日（必着）i保
護課a711-4231f711-4232

各区（早良区を除く）維持管理業
務 直営工事作業員を募集
道路や下水道、河川の維持補修業

資源物の持ち去り行為者や関係業
者に対する巡回指導、警告、命令や資
源物買い取り業者に対する巡回指導
などに従事。資格要件あり。
【 任用期
間】
４月１日〜来年３月31日（再任用あ
り）
【募集案内・申込書の配布】
１月６日
から収集管理課（市役所13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】
１月29日
（必着）
まで
i同課a711-4346f733-5907

市立こども病院有期職員を募集
臨床検査技師、
視能訓練士、
病棟看
護助手、
中材業務員、
医師事務作業補
助者を募集。詳細はホームページ、ハ
ローワーク（公共職業安定所）で確認
を。
【任用期間】
４月１日〜来年３月31日
（再任用あり）
【申込期間】
１月13日（必
着）までi同病院総務課a692-3722
f682-7300

市民病院有期職員を募集
看護師、
看護助手、
診療放射線技師
を募集。詳細はホームページ、ハロー
ワーク（公共職業安定所）で確認を。
【任用期間】４月１日〜来年３月31日
（再任用あり）
【申込期間】
１月15日（必
着）までi同病院総務課a632-1403
f632-0900

市立学校の看護師を募集
【資格】看護師の資格を有する人
【勤務場所】市立小中学校・特別支援
学校【任用期間】
４月１日〜来年３月31
日（再任用あり）
【募集案内・申込書の
配布】発達教育センター（中央区地行
浜二丁目）
、各市立特別支援学校、情
報プラザ
（市役所１階）
、各区役所情報
コーナー、入部・西部出張所などで。
市ホームページにも掲載【申込期間】
１月18日（ 消 印 有 効 ）までi同 セン
ターa845-0015f845-0025

老人福祉センター長生園
ティブシニア就業説明会

アク

高齢者を積極的に雇用している企
業による説明会。個別相談会もあり。
d１月16日㈯午後１時半〜３時半li
同園（博多区千代一丁目）a641-0903
f641-0907t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@mago
korokai.jp）
、来所で、１月５日に同園
へ。定員を超えた場合のみ通知。

d１月29日㈮午後１時半〜３時半li
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、
１月５日以降に同園へ。

シニア活躍応援セミナー シニア
と企業の交流会＆個別面談会
参加者には粗品を進呈。d１月27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c20人（先着）y無料e電
話かファクスで、
１月４日以降に同事
務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

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。d２月８日㈪午前９
時半〜正午lふくふくプラザ
（中央区
荒 戸 三 丁 目 ）i指 導 監 査 課a7114262f733-5718t保育所に就職を希
望する人（今年３月に卒業見込みの学
生も可）c20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１月22日までに申
し込 みを。先 着 順 ）e電 話かはがき
（〒810-8620住所不要）
、
ファクス、
メール
（m hoiku-kyujin-kyushoku@city.fuku
oka.lg.jp）に応募事項と生年月日を書
いて、
１月４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。

福岡地区職業訓練協会の講習
アーク溶接特別教育講習 パソ
コン「パワーポイント２日でマスター」
「Photoshop」
講習 パ
講習 パソコン
ソコン「Excel中級データベースと実
務 関 数 」講 習 パソコン「イラスト
レーター」講習―を開催。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。i同 協 会a6716831f672-2133
▽

債権管理適正化推進員を募集

資源物持ち去り防止指導員を募
集

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

▽

▽

▽

【募集職種】①生活保護面接相談
員②生活保護の長期入院患者等支援
職員および生活保護ケースワーク支
援職員【資格】次のいずれかの資格
と、
３年以上の実務経験を有する人。
他要件あり。 社会福祉士か精神保
健福祉士の資格と、社会福祉に関す
る相談業務 社会福祉主事の任用資
格と、社会福祉に関する相談業務ま
たは①生活保護業務②生活保護の
ケースワーク業務【勤務場所】各区保
護課【任用期間】
４月１日〜来年３月31
日（再任用あり）
【募集案内・申込書の
配布】
１月４日から保護課（市役所12
階）
、各区保護課で。市ホームページ
にも掲載
【申込期間】
１月①27日②29日
（いずれも必着）までi保護課a7114231f711-4232

①生涯学習情報の提供や地域人材
バンクの運営等②生涯学習に関する
名義後援の申請受け付け・審査業務
等―に従事。
【資格】①生涯学習・社会
教育事業の実務経験を有する人また
は社会教育課程履修者②生涯学習事
業の実務経験を有する人。他要件あ
り【任用期間】
４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（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】
１月18日（必着）ま
でi同課a711-4653f733-5538

d１月23日㈯午後１時〜３時li同園
（城南区南片江二丁目）af861-1123
t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、
１月５日以降に同園へ。

▽

保護課職員を募集

生涯学習課①社会教育指導員②
生涯学習事業支援員を募集

老人福祉センター寿楽園 シニ
アのための就業合同説明会

▽

▽

▽

【資格】 管理栄養士の資格を有す
る 管理栄養士または栄養士の実務
経験を３年以上有する―などの要件
あり【任用期間】
４月１日〜来年３月31
日（再任用あり）
【募集案内・申込書の
配布】
健康増進課
（市役所12階）
、情報
プラザ（同１階）
、各区健康課で。市
ホームページにも掲載【申込期間】
１
月４日〜19日（必着）i健康増進課a
711-4374f733-5535

務に従事。
【資格】
道路や下水道、河川
等の土木作業の経験を有する人【任
用期間】
４月１日〜来年３月31日【募集
案内・申込書の配布】
１月18日から情
報プラザ
（市役所１階）
、各区役所情報
コーナー（早良区を除く）
、西部出張
所で。市ホームページにも掲載【申込
期間】
２月１日（必着）までi中央区維
持管理課a718-1084f718-1079

▽

食育推進員を募集

相 談
市障がい者110番 ピア相談
障がいの当事者等（今回は聴覚障
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。d１月20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a7380010f791-7687t市内に住む障がい
者やその家族などy無料e不要

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。d１月17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 ）a8911231f891-1259y無料e不要。ペット
信託と犬のしつけ方相談は要予約

（各先着３組）
。電話かファクスで、
１月
５日以降に同相談室へ。

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。d１月16日㈯午前10時
〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l中央市民センター２階（中央区赤坂
二丁目）i県行政書士会a641-2501
f641-2503y無料e不要

新型コロナウイルス感染症関連
心のケア相談窓口
看護、保健など精神保健関連の資
格を持つ相談員が対応します。
【 専用
電話 】a761-5520（平日午前11時〜
午後４時）※12月29日〜１月３日は休
みi精 神 保 健 福 祉 センタ ーa7378825f737-8827y無料

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。d２月３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）af
738-0073t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。

意見募集
市地 域強靭
（きょうじん）化計画
（案）について
【案の閲覧・配布】防災企画課
（市役
所７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、入部・西部出張所で。市ホーム
ページにも掲載【募集期間】
１月18日
（必着）までi同課a711-4056f7335861

市自転車活用推進計画
（原案）に
ついて
【案の閲覧・配布】自転車課（市役所
６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、入
部・西部出張所で。市ホームページに
も掲載【募集期間】
１月22日（必着）ま
でi同課a711-4468f733-5591

市避難行動要支援者名簿の提供
に関する条例
（案）
について
【案の閲覧・配布】地域防災課（市役
所７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、
入
部・西部出張所などで。市ホームペー
ジにも掲載
【募集期間】
１月20日
（必着）
までi同課a711-4156f733-5861

ふくおか都市圏まちづくりプラン
（原案）について
【案の閲覧・配布】
総務企画局企画課
（市役所８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、入 部・西 部 出 張 所 で。市
ホームページにも掲載【募集期間】
１
月29日（必着）までi同課a711-4085
f733-5582

道 路 整 備アクションプラン2024
（原案）について
【案の閲覧・配布】
１月５日から道路
計画課（市役所６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、入部・西部出張所で。
市ホームページにも掲載【募集期間】
２月４日（必着）までi同課a711-4462
f733-5533

情報 BOX
応募事項

施設の情報

福岡市政だより

年末年始の施設休館日は、12月15日号７面に掲載しています

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

令和3
（2021）
年1月１日

●氏名
（ふりがな）
●年齢

●電話番号
●小中高生は学年

介護実習普及センター

健康づくりサポートセンター

〒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）

〒810-0073 中央区舞鶴二丁目５-１ あいれふ内
o午前９時～午後５時

y①〜④⑥〜⑨無料⑤200円e電話かファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.
jp）
、
来所で、
１月４日以降に同センターへ。
内容
日時
①今日から使える介護1日講座
２／２㈫10:30～14:30
②セルフボディメイクでいつまでも元気な体づくり２／４㈭14:00～16:00
２／６㈯11:00～13:00、
③心地よい排せつのために
11（木・祝）10:00～12:00
④食事介助･どうやってするの
２／８㈪13:30～15:30
⑤自助具製作教室（かがまずに靴下が履ける「ソッ
２／13㈯14:00～16:00
クスエイド」
を作ります）
⑥もしもに備える遺言
２／17㈬13:30～15:30
２／20㈯11:00～13:00、
⑦おむつを知って上手に当てよう
25㈭10:00～12:00
⑧老後の財産を守る
２／24㈬13:30～15:30
⑨家族をケアする若者たち ヤングケアラー･若者
２／27㈯13:30～15:30
ケアラー

定員（先着）
８人
16人
各８人
20人
10人
45人
各８人
45人
30人

休日健診
（総合健診）
d①〜⑪２月７日㈰、13日㈯、14日㈰、21
日㈰、23日（ 火・祝）
、28日㈰午前８時半〜
10時半⑫２月７日㈰、23日
（火・祝）午前８時
半〜10時半⑬２月28日㈰午前10時〜正
午t市内に住む人。①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
①よかドック
②よかドック30
③胃透視検査
④胃がんリスク検査

対象年齢
40〜74歳
30〜39歳
40歳以上
35歳か40歳

費用
500円
500円
600円
1,000円

8

※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。

a7５1-２８０６ f７５１-２５７２

⑤胃内視鏡検査
⑥乳がん検診

50歳以上の
1,800円
偶数年齢者
40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑦子宮頸（けい）がん
20歳以上 400円
検診
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
50歳以上 700円
診検査
⑫骨粗しょう症検査
40歳以上 500円
⑬歯周病検診
18歳以上 1,000円
※２月７日㈰、14日㈰、21日㈰、28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。

臨海３Rステーション（リサイクルプラザ）

西部３Rステーション（リサイクルプラザ）

はかた伝統工芸館

もーもーらんど油山牧場

〒812-0051 東区箱崎ふ頭四丁目13-42

〒819-0162 西区今宿青木1043-２

〒812-0026 博多区上川端町６-１

〒811-1353 南区柏原710-2

o午前10時～午後５時
x月曜日
（祝休日のときは翌平日）

o午前10時～午後５時 x月曜日（祝
休日のときは翌平日）

o午前10時～午後６時（入館は閉館30分
x水曜日
前まで）
（祝休日のときは翌平日）

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）

a６４２-４６４１ f６４２-４５９８

a8８２-３１９０ f8８２-４５80

a409-545０ f409-5460

a865-7020 f865-7040

２月の催し
※いずれも最終日の展示は５時まで。
新春くじ引き
①パッチワーク教室②衣類のリフォー 入場無料。
ふれあい体験チケットなどが当たるく
ム教室③帯でファスナー付きハンドバッ 工芸との出会い
（合算不可）
の支払いご
グ作り④古布で梅とウグイスのつるし
博多織・博多人形などの作家による じ引き券を500円
（先着500枚）
。d１月９日㈯午前
飾り。一部講座は材料を持参。d①２月 作品の展示・販売。
d１月14日㈭〜19日㈫ とに配布
２日㈫〜３月27日㈯の原則火曜日②２月 ベップ バンブー ワークス〜大分の竹 ９時半〜午後４時半y入場無料e不要
しいたけのコマ打ち体験
３日〜３月24日の水曜日③２月４日㈭、18 工芸３人展〜
シイタケの菌が付いたコマを木に打
日㈭、25日㈭④２月13日㈯、20日㈯いず
別府竹細工の作品を展示・販売。竹箸
れも午後１時〜４時（連続講座）t市内 作りなどの４種類の体験もあり
（先着 ち込みます。木は持ち帰り可。d２月７日
①らくらくリフォームソーイング
に住むか通勤・通学する人c各８人（抽 順。1,000円〜3,000円 ）
。詳 細は問 い 合 ㈰午前10時半〜11時半t小学生以上の
２／９〜３／16の火曜日13:00〜16:00 10人
（２／23を除く。連続講座）
ペア（小学生のみの参加不可）c10組
選）y①1,000円②800円③④500円eは わせを。d１月22日㈮〜24日㈰
②入園入学準備講座
y１組500円e往復はがきに参加
（抽選）
がきかファクス、
来所で、
１月
５
日〜①②
博多人形青年部動物展
８人
２／20㈯13:00〜16:00
③15日④29日（いずれも必着）に同施設
ペンギンやクマなど、動物をテーマに 者全員の応募事項と代表者の氏名を書
当選者のみ通知。
※その他、堆肥・菜園づくり相談会等も実 へ。
した作品を展示・販売。d１月28日㈭〜２ いて１月１日〜23日（必着）に同牧場へ。
ホームページでも受け付けます。
施。詳細はホームページで確認を。
月２日㈫
２月の催し
材料を持参。t市内に住むか通勤・通
学する人y①500円②200円e往復はが
きかファクス、来所で、①１月29日②２月
８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。
定員
内容・日時
（抽選）

まもるーむ福岡（保健環境学習室）

油山市民の森

〒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）

〒811-1355 南区桧原855-４ a871-6969 f801-1463
o午前９時～午後６時

※いずれも無料。小学生以下は保護
者 同 伴。申し込 みは① ③ ④ ⑥ 電 話か
メール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.
jp）
、来所で、
１月６日午前10時以降に同
施設へ。②⑤電話か来所で、当日午前10
時以降に同施設へ。
①エコバッグに絵を描こう
オリジナルエコバッグを作り、プラス
チックごみ問題について考えます。d１
月30日㈯午前10時半〜11時t小学１〜
３年生c15人
（先着）
②映像シアター「クロツラヘラサギ福く
んの冒険」
絶滅危惧種のクロツラヘラサギにつ
いて学びます。d１月30日㈯午前11時半
〜正午c25人
（先着）

③乾電池チェッカーを作ろう
電流による磁界発生の仕組みを学び
ます。d１月31日㈰午前10時半〜正午t
小学生c15人
（先着）
④花を分解 花のつくりを観察しよう
d２月６日㈯午前10時半〜11時t小学１
〜３年生c15人
（先着）
⑤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。d２
月６日㈯午前11時半〜正午c25人（先
着）
⑥特別講座
「川虫の生態と観察」
トンボやカゲロウの幼虫など川に生
息する虫を観察し、その生態を学びま
す。d２月14日㈰午前10時半〜正午t
小学生以上c25人
（先着）

※①②は希望回のみの参加可。申し ②炭焼き里山体験
込みは、往復はがきに応募事項と参加
まき割りから炭作りまで学びます。d
者全員の氏名・年齢、希望日を書いて① ２月13日㈯午前10時〜正午、
２月20日㈯
１月１日以降②③１月１日〜２月５日（必 午後１時〜21日㈰午前９時（１泊２日）
、
３
着）に同施設へ。ホームページでも受け 月６日㈯午前
付けます。②③は空きがあれば当日も 10時〜正午t
18歳以上c10
受け付け可。
人
（抽選）y各
①木塾トライアル
（２月
まき割りをしながら、チェーンソーや 回1,000円
20日分の夕食
おのの使い方、林
代別）
業 などにつ い て
過去の同体験
③椿（つばき）
学 び ます。d１月
油しぼり体験
12日〜３月９日の
d２月28日㈰午前10時半〜午後０時半、
第２・４火曜日午後
１時半〜３時半c各５組
（抽選。
１組５人ま
１時〜３時t18歳
で）y１人200円（持ち帰りの椿油代１組
以上c10人
（先着）
y各回500円
1,000円）
過去の同教室

あいくる（中央児童会館）

美術館

〒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）

〒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）

１月の事業
（一部抜粋）
未就学児は保護者同伴。②は上履きを持参、会場はさいとぴあ（西区西都二丁 企画展（近現代美術）ソシエテ・イルフ
目）
。c①各20人②なし③15人④各15人⑤10組⑥各８人（①③〜⑥いずれも先着） は前進する 福岡の前衛写真と絵画
y無料e①③④⑥当日正午から整理券を配布②不要⑤電話か来所で、前日から受
1930年 代に福 岡で活 動した美 術グ
け付けます。
ループ「ソシエテ・イルフ」の作品を紹
介。d１月５日㈫〜３月21日㈰y一般200
内容
日時
対象
円、高大生150円、中学生以下・市内に住
①みんなであそぼう
（ドッヂビー） １／９㈯13:30〜、14:05〜
（各25分） 小中高生
む65歳以上無料
②あいくるがやってくる
（親子遊び） １／20㈬10:00〜12:00

２歳以上の幼児
幼児〜高校生

③お手玉あそび

１／23㈯14:00〜15:30

④ふれあいひろば
（読み聞かせ）

１／24㈰14:00〜、14:35〜
（各25分） 幼児〜高校生

⑤育ちのひろば
（親子遊び）

１／29㈮11:00〜12:00

１、
２歳の幼児

⑥節分工作（
「鬼のお面」と「とびだす １／31㈰13:00〜、14:00〜、15:00〜
幼児〜高校生
刀」
を作ります）
（各40分）
※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。

撮影者不詳
《イルフ逃亡》1939年 個人蔵

コレクション展（近現代美術）モダン・
フォトグラフィーⅠ
：ヨーロッパ
企画展「ソシエテ・イルフは前進する」
に関連して、同館が所蔵する戦前のヨー
ロッパの写真を展示。d１月５日㈫〜２月
14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
つきなみ講座 ここではないどこかへ
日本のシュルレアリスム
シュルレアリスム（超現実主義）が、日
本の芸術家や作品にどのような影響を
与えたか、実例を交えて紹介。d１月30
日㈯午後３時〜４時（受け付けは２時半
から）c180人
（先着）y無料e不要

