
〒 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。

2/

10
●水

3博多にわか講習会

　市無形民俗文化財指定の郷土芸能「博多にわか」の講習会を実施し
ます。d午後１時〜２時（受け付けは午後０時50分から）l奈良屋公民
館３階（博多区奈良屋町）i博多仁和加（にわか）振興会・高平a090-
7472-1788f566-7546c20人（先着）y無料e不要

2/

10
●水

2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。d

午後４時〜４時50分l同館（博多区
冷泉町）i博多伝統芸能振興会a 

441-1118（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。

2/

12
●金

2
〜プレバレンタインの夜に〜
美
お い

味しいコーヒーと音楽と
　小学生以下は入場不可。d午後７時半〜８時15分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a263-6265f263-6259c35人（抽選）y500円eメール（m bosyu@
ffac.or.jp）に応募事項と当日連絡可能な電話番号を書いて２月７日ま
でに同財団へ。ホームページでも受け付けます。

2/

13
●土

2もーもーらんど油山牧場　生キャラメル作り

　牛乳、生クリーム、バターを使って生キャラメルを作ります。d午前
10時〜午後０時半li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040t６
歳以上（小学生以下のみの参加不可）c８組（先着。1組２人）y１組
1,050円eホームページで２月１日以降に受け付けます。

2/

13
●土
他

2九州旅行博覧会　トラベラーズフェス

　地方自治体観光連盟や海外政府観光局など、約60団体が国内外の
旅行情報を紹介します。「被災地での観光復活」などのセミナーも開
催。d２月13日㈯、14日㈰午前10時〜午後５時l福岡国際会議場（博
多区石城町）i同フェス事務局a844-8837f844-8835y無料e不要

　緊急事態措置期間は、市の公共施設を午後８時に閉
館します。また、市主催の催し等は一定の規模要件の
下、感染防止対策を徹底して行います（午後８時以降は
中止）。３密の回避、マスクの着用などにご協力をお願
いします。本紙掲載の情報は１月13日時点のものです。
催し等が中止になる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。

舞鶴公園　福岡城 梅まつり ①花嫁和装梅園ロケ撮影
②初心者向けの一眼レフカメラ講習会

　①50カット撮影します。データは後日CD-Rで渡します。②和装姿のモデルを撮
影します。詳細はホームページで確認を。d２月①13日㈯、14日㈰午前９時〜午後
１時②13日㈯午前10時〜午後０時半、１時〜３時半l同公園（中央区城内）i福岡
城 舞遊の館a707-3191f707-3193t①20歳以上②不問（中学生以下は保護者
同伴）c①各３組②各10人（いずれも先着。①は１組２人まで）y①２万5,000円 
※白無垢（むく）と色打ち掛け。花婿も希望する場合は追加料金5,000円②3,300
円e電話かファクスに応募事項と希望日時、参加人数を書いて、２月２日以降に
同館へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

ひとり親家庭支援センター　①養育費・面会交流セミナー
②生活支援講習会 家計管理

d①２月27日㈯②３月６日㈯いずれも午後１時半〜３時半li同センター（中央
区大手門二丁目）a715-8805f725-7720t市内に住む一人親c各10人（先着）
y無料n３カ月〜小学生（無料。前日までに要申し込み）e電話か来所で、２月２
日以降に同センターへ（月曜休館）。

催 し

福岡城　梅園での門出フォト撮影会 
①卒業記念撮影②七五三記念撮影

　着物（①ははかま）を着付けし、プロのカメラマンが約50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。d２月11日（木・祝）〜28日㈰の土
日祝日午前９時〜午後２時li福岡城 舞遊の館（中央区城内 三の丸スクエア
内）a707-3191f707-3193t①今春卒業する高校生以下②３〜７歳（いずれも保
護者同伴）c１組①10人まで②３人まで ※①②合わせて各日先着４組までy①１
人１万円②１組２万9,800円e電話かファクス、メール（m info@myyounoyakata.
com）、来所で、２月２日以降に同館へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

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。

●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。

●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。

●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
　※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。

●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。

●外科当番医（２月前半の日・祝日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。

２月７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
２月11日（木・祝）
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
２月14日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	a721-5252
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525

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

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール　h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日
※カレンダーの日付は、イベント開催日（複数日ある場合はその初日）を記載しています。

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

情報BOX ※ご記入いただいた個人情報は適切に管理し、目的外には使用しません。
※講座・催しなどで、特に記載がないものは誰でも参加（申し込み）可。

応 募 事 項
電話以外で申し込む場合は次の	応募事項	を書いてください。
　●	催し名など（コースも）	 　●	郵便番号・住所
　●	氏名（ふりがな）	 	 　●	年齢
　●	電話番号	 	 	 　●	小中高生は学年

福岡市政だより
令和3（2021）年2月１日 情報BOX15 催し 講座

教室

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

a＃7119



2/

13
●土
他

2舞鶴公園　福岡城 梅まつり

　梅が香る梅園でおもてなし武将隊の演舞や猿回し、樹名板作りなど
さまざまなイベントを実施します。キッチンカーの出店もあり。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。d２月13日㈯、14日㈰午前
10時〜午後４時li同公園（中央区城内）a781-2153f715-7590y入
場無料e不要

2/

14
●日

3市科学館　
紙ストローでユカイにうごくロボットをつくろう

　モーターやスイッチ、ストローなどを使ってオリジナルロボットを作
ります。d午後２時〜４時li同館（中央区六本松四丁目）a731-2525 
f731-2530t小学２〜６年生（小学２・３年生は保護者同伴）c６人（抽
選）y無料eホームページで２月５日まで受け付けます。

2/

15
●月

3老人福祉センター舞鶴園　認知症予防健康講座

　認知症の早期発見につながる「物忘れ相談プログラム」を実施しま
す。d午後１時〜２時li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-
0046t市内に住む60歳以上c15人（先着）y無料e電話かファクス、来
所で、２月１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

2/

16
●火

3Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部　褒められマスクとマスクケース作り

d午前10時〜正午lアミカス（南区高宮三丁目）iアラカンフェスタ
実行委員会事務局a401-3456f739-6081c10人（先着）y2,000円e

電話かファクスで、２月１日以降に同事務局へ。

2/

16
●火

3プロドッグトレーナーに学ぶ 
老犬との暮らし方セミナー

　老犬と暮らすために必要な備えや、介護・看護などについて学びま
す。 ※犬の同伴不可d午後２時〜４時l西市民センター（西区内浜一
丁目）iふくおかどうぶつ相談室a891-1231f891-1259t市内に住む
犬の飼い主、飼う予定の人c14組（先着。１組２人まで）y無料e電話
かファクスに応募事項と参加人数を書いて、２月１日以降に同相談室
へ。

2/

18
●木

2外国人学生が語るふるさとの街と福岡

　タイ・バンコク出身のウカラーウォンシャイ・チャヤーダーさんが、ふ
るさとの街などについて日本語で話します。d午後６時半〜７時半
li福岡よかトピア国際交流財団（博多区店屋町 市国際会館）
a262-1744f262-2700c20人（先着）y500円（外国人学生は無料）e

電話かファクス、メール（m attaka@fcif.or.jp）、来所で、２月１日以降に
同財団へ。定員を超えた場合のみ通知。

2/

20
●土

3楽水園　茶花の入れ方教室

　茶席に飾る花の入れ方を学びます。d午後１時半〜３時li同園
（博多区住吉二丁目）af262-6665c７人（先着）y2,500円e電話か
ファクスで、２月１日以降に同園へ。

2/

20
●土

3花畑園芸公園　園芸ワークショップ
アロマが香るワックスサシェ作り

　キャンドルの素材であるワックス（ロウ）とアロマオイル、アートフラ
ワーで作ります。d午後１時半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）
a565-5114f565-3754c20人（先着）y1,200円e電話かファクスで、２
月13日以降に同公園へ。

2/

20
●土

4ココロンセミナー　
私からはじめる 私たちの多様性社会

　フィリピン人と日本人の両親を持ち、大阪の被差別部落で生まれ、
８歳まで無戸籍・無国籍児だった三木幸美氏が話します。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a 

717-1237f724-5162c60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、同センター（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。

2/

20
●土
他

3親子 De スカッシュ体験教室

d２月 ▽20日㈯＝午前10時〜、午後３時〜、４時〜 ▽21日㈰＝午前10時
〜、11時〜、正午〜（各50分）liリバティスカッシュコート（博多区石
城町）a409-9490m info@sq-liberty.jpt17歳以下と保護者のペアc

各回２組（先着）y１組1,000円eメールに参加者全員の応募事項と希
望日時を書いて、２月５日以降に問い合わせ先へ。定員を超えた場合
のみ通知。

2/

25
●木

2老人福祉センター長生園　①福岡歴史文化特別講座
神功皇后伝承の地②長生園オレンジカフェ

　②は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。d①午前10時〜正午②午後２時〜３時半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②50歳以上c①20人②15人（いずれも先着）y無料e電話か
ファクス、来所で、２月１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。①は定員を超えた場合のみ通知。

2/

25
●木

3緑のコーディネーターによる体験講座 
観葉植物のインテリア糸玉アレンジ

　小学生以下は保護者同伴。d午後２時〜４時l西市民センター（西
区内浜一丁目）i市緑のまちづくり協会みどり課a822-5832f822-
5848c12人（抽選）y1,000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、２月９日（必着）まで
に同課へ。ホームページでも受け付けます。

2/

26
●金

2高齢者活躍人材確保育成事業
脳トレ運動コグニサイズ セミナー

　認知機能の維持・向上が期待できる運動を学びます。d午後１時半
〜３時半l大博多ビル（博多区博多駅前二丁目）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c50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２月16日（必着）までに同連合会へ。ホー
ムページでも受け付けます。当選者のみ通知。

2/

26
●金

2南障がい者フレンドホーム
十二支の折り紙で彩る時計作り

d午後１時〜３時li同ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-
5856t障がいのある人と介助者c６人（抽選）y500円程度e電話か
ファクス、メール（m minami-friend03@c-fukushin.or.jp）、来所で、２月18
日までに同ホームへ。

2/

27
●土

3コロナ禍における子どもの権利〜社会的養護の当事者
ユースの声に学ぶ 地域の大人ができること〜

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したオンライン研修会。
市子ども家庭支援センター統括相談支援員と当事者が対話します。
詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午後１時半〜４時
iSOS子どもの村JAPAN事務局a737-8655m senmon@sosjapan.orgc 

50人（先着）y一般1,000円、学生は無料eメールかホームページで受
け付けます。定員を超えた場合のみ通知。
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

※講座・催しなどで、特に記載がな
いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項

催し 講座
教室 講演 応募等のはがきの料金は 63 円です。



3/

2
●火
他

3早良障がい者フレンドホーム　
はじめてのパソコン教室（相談室）

d３月２日〜23日の火曜日午前10時〜正午（連続講座）li同ホーム
（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に住む肢体・内
部障がいのある18歳以上c６人（抽選）y無料e電話かファクス、メー
ル（m sawara-friend@nonohana.or.jp）、来所で、２月１日〜12日に同
ホームへ。

3/

5
●金
他

2Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部　
万葉集を巡る大人の歴史プチ旅 太宰府編

　万葉集に載っている太宰府の歌について学びます。最終回は九州
国立博物館や太宰府政庁跡など、歌碑がある13カ所（いずれも太宰府
市）をマイクロバスで巡ります。d３月５日㈮、19日㈮、４月２日㈮、16日
㈮、５月７日㈮午前10時〜正午（連続講座。最終回は午後２時まで）l

中央市民センター（中央区赤坂二丁目）他iアラカンフェスタ実行委
員会事務局a401-3456f739-6081c40人（先着）y5,000円（最終回は
昼食代別）e電話かファクスで、２月１日以降に同事務局へ。

3/

6
●土

2福岡城跡　建造物清掃・除草体験

　文化財専門職員による「福岡城跡ミニ講座」もあり。小学生以下は
保護者同伴。d午前10時〜正午l福岡城跡内（中央区城内）i史跡整
備活用課a711-4784f733-5537c15人（抽選）y無料eメール（m shi
seki.EPB@city.fukuoka.lg.jp）で２月１日〜10日に同課へ。

3/

6
●土

3元気 長生き いきいき健康セミナー「おうち時間〜自粛生活で低
下した身体機能を無理なく回復できる運動の仕方について〜」

　市健康づくりサポートセンターの健康運動指導士が話します。d午
後２時〜３時lあいれふホール（中央区舞鶴二丁目）i同センター
a751-7778f751-2572c130人（先着）y無料e電話かファクス、メール

（m soum@kenkou-support.jp）に応募事項と講師への質問を書いて、
２月１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/

6
●土
他

2東図書館　ぬいぐるみおとまり会

　お気に入りの縫いぐるみと一緒に「おはなし会」に参加した後、縫い
ぐるみは館内に「おとまり」（子どもの参加人数分を預かり）します。縫
いぐるみたちが館内でどのように過ごしたか、その様子を撮った写真
を進呈します。d３月６日㈯午後２時〜２時半。縫いぐるみの迎えは７日
㈰午後２時〜８時li東図書館（東区千早四丁目 なみきスクエア）
a674-3982f674-3973t３歳〜小学生と保護者c10組（抽選）y無料
e電話か来所で、２月１日〜８日に東図書館へ。当選者のみ通知。

3/

7
●日

3西障がい者フレンドホーム　手作りコサージュ教室

　壁飾りにもなるコサージュを作ります。d午前10時〜正午li同
ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037t市内に住む障がい
のある人（介助者等も参加可）c10人（抽選）y350円e電話かファク
ス、来所で、２月２日〜18日に同ホームへ。

3/

7
●日

3思春期子育て応援セミナー「思春期の心に寄り添うため
に 〜親と子の自己肯定感を高める子育て〜」

d午後２時〜４時l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）i中央区
生涯学習推進課a718-1067f714-2141t市内に住むか通勤する人
で、中高生の子どもの家族などc35人（抽選）y無料n１歳〜就学前

（無料。先着順）eはがき（〒810-8622住所不要）かファクス、メール（m 
csgkouza@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と子どもの学年、託児希望
の有無を書いて、２月19日（必着）までに同課へ。

3/

13
●土

3親子バドミントン教室

　基本を学んだ後、親子対決や練習試合を行います。d午前10時〜
午後４時lももち体育館（早良区百道二丁目）i市バドミントン協会・
花本a070-5540-3848f201-7111t市内に住む小学生と保護者c30組

（先着。１組２〜４人）y１組1,000円e往復はがき（〒810-0044中央区六
本松３-11-25-803）で２月１日以降に同協会へ。

3/

13
●土

2福岡市民俗芸能公演〜中世の舞と響き〜

　「博多松囃子（まつばやし）」国重要無形民俗文化財指定１周年を記
念したイベント。博多松囃子のほか、みやま市の幸若舞（こうわかま
い）、豊前市の感応楽（かんのうがく）、太宰府市の竹の曲（たけのはや
し）、東区の志賀海神社神幸祭の芸能も同時に公開。小学生以下は保
護者同伴。d午後２時〜４時lなみきホール（東区千早四丁目）i文
化財活用課a711-4862f733-5537c300人（抽選）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を書いて２月26日（必
着）までに同課へ。ホームページでも受け付けます。当落は３月８日ご
ろ通知。

3/

20
●●土・祝

3博多の森ラン キッズラン（走り方教室）

　ランニングトレーナーが速く走る方法を教えます。d①午前10時〜
正午②午後１時〜３時li博多の森陸上競技場（博多区東平尾公園
二丁目）a611-1515f611-8988t①年長・小学１年生（年長児は保護
者同伴）②小学２・３年生c①50人②100人（いずれも先着）y1,000円
e電話かファクス、メール（m rikujyo.hakatanomori@midorimachi.jp）に
参加者全員の応募事項を書いて、２月１日以降に問い合わせ先へ（１組
１通。１通10人まで）。来所でも受け付けます。

3/

28
●日

4蓮池薫講演会 夢と絆〜24年間拉致されていた事実〜

　未就学児は入場不可。詳細は福岡筑前ライオンズクラブホームペー
ジで確認を。d午後２時〜３時半lFFGホール（中央区天神二丁目）i同
クラブ事務局・林谷a090-8918-4191m chikuzen@337a2rlions.comc 

350人（先着）y3,000円（手数料別）eチケットぴあで販売。

市観光案内ボランティアと唐津街道を歩く
①箱崎編②博多編

　小学生以下は保護者同伴。d３月５日㈮、７日㈰①午前10時〜正午②午後２時
〜４時l集合は①地下鉄箱崎宮前駅②崇福寺（博多区千代四丁目）i福岡観光
コンベンションビューローa733-5050f733-5055c各回12人（先着）y700円、小
学生以下200円eファクスかメール（m event-bora@welcome-fukuoka.or.jp）に参
加者全員の応募事項と希望日、代表者名を書いて、２月５日午前10時以降に問い
合わせ先へ。

催 し

臨海３Ｒステーション　２月の催し

　一部講座は材料を持参。詳細は問い合わせを。li同ステーション（東区箱崎
ふ頭四丁目）a642-4641f642-4598t市内に住むか通勤・通学する人y①②④
⑤⑥無料（①⑥は部品代別）③500円e①④⑤⑥電話か来所で、２月２日以降に同
施設へ。④はファクスでも受け付けます。②③往復はがき（〒812-0051東区箱崎
ふ頭４-13-42）かファクス、来所で、２月②８日③９日（いずれも必着）までに同施設
へ。②③はホームページでも受け付けます。

内容・日時 定員
①傘の修理　２／10㈬、21㈰10:00〜13:00 各６人(先着)
②ボランティアが教える包丁研ぎ　２／18㈭10:00〜12:00 ４人（抽選）
③はた織り機でオリジナル布作り　２／19㈮10:00〜13:00 ３人（抽選）
④堆肥・菜園づくり相談会　２／25㈭14:00〜16:00 10人（先着）
⑤木製のまな板削り　２／25㈭、27㈯10:00〜16:00 各11人(先着)
⑥おもちゃの病院　２／28㈰10:00〜14:00 10人(先着)

催 し

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 講演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。



事。【資格】大学などで歴史・考古学等
の分野を履修し、文化財または社会
科等の教育に関する実務経験を有す
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】板付遺跡、文化財活用課（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】２月10日（必着）までi同課a711-
4666f733-5537
市立小中学校の学校生活支援員
を募集

　配慮を要する児童生徒に対する学
校生活の支援や学習活動のサポート
などに従事。【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27日から発達教育
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・西部出張所などで。
市ホームページにも掲載【申込期間】

しごと

埋蔵文化財資料整理補助職員を
募集

　【任用期間】４月〜来年３月の指定
された期間【募集案内・申込書の配
布】１月25日から埋蔵文化財課（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】２月11日（消印有効）までi同課a 

711-4667f733-5537

板付遺跡指導員を募集
　板付遺跡（博多区板付三丁目）の誘
導案内・解説や主催事業の運営に従

　※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。

２月15日までi同センターa845-0015 
f845-0025

助産師・保健師を募集
　区保健福祉センター（①東②南）で
母子保健に関する業務に従事。【資
格】助産師または保健師。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】２月１日から情報プラザ（市役所１
階）、各区保健福祉センターで。市ホー
ムページにも掲載【申込期間】２月12日

（必着）までi①東区地域保健福祉課
a645-1088f631-2295②南区健康課
a559-5119f541-9914

母子保健事務職員を募集
　こども発達支援課（市役所13階）で
母子保健関係の支払い等に関する業
務に従事。【資格】医療事務の実務経
験を２年以上有する人。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、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】
２月19日（ 必 着 ）までi同 課a711-
4178f733-5534
市総合図書館 地域資料相談員を
募集

　【資格】司書資格を有する人（取得
見込みも可）【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】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】２月５日（消印有
効）までi市総合図書館文学・映像課
a852-0634f852-0609
①読書相談補助員②文書資料整
理補助員を募集

　【勤務場所】市総合図書館（早良区
百道浜三丁目） ※①は各分館を含む

（東図書館を除く）【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】２月２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。市ホームページにも掲載

【申込期間】２月12日（消印有効）まで
i市総合図書館運営課a852-0618f 

852-0609

学校給食費指導員を募集
　給食費の収納および滞納整理、学
校との連絡調整などに従事。【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25
日から健康教育課（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】２月12日

（必着）までi同課a711-4643f733- 
5865

情報技術支援員を募集
　DX戦略課（市役所８階）でICTやDX（デ
ジタルトランスフォーメーション）全般
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】市ホームページに掲
載【申込期間】２月５日（消印有効）まで
i同課a711-4807f733-5582
東区国民健康保険医療費適正化
職員を募集

　診療報酬明細書や療養費等の請求
内容の審査・給付に関する業務に従
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】２月１日から情報プラザ（市役所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】２月12日（必着）までi東区保険
年金課a645-1101f631-6463

建築福祉推進員を募集
　建築審査課（市役所４階）でバリア
フリー法および「福岡市福祉のまちづ
くり条例」に基づく書類受け付け、窓
口での事前協議に従事。【資格】建築
基準適合判定資格者、一級または二
級建築士。３年以上の実務経験も必
要【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25日から同課、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】２月１日〜８日（必
着）i同課a711-4774f733-5584

建築保全指導員を募集
　監察指導課（市役所４階）で建築基
準法第12条に基づく特定建築物等の
定期報告制度に関する指導などに従
事。【資格】建築基準適合判定資格
者、一級または二級建築士、特定建築
物調査員【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、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】２月８日（必着）まで
i同課a711-4719f733-5584

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２月①③１日、②④⑤９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
３／２㈫ さいとぴあ（西区西都二丁目） 806-0642 20人
３／８㈪ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 20人

②入門
 （夜間） ３／12㈮ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 20人

③普通１
３／７㈰ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） 475-0119 20人
３／12㈮ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人

④普通３ ３／11㈭
消防本部 791-7151 各

20人⑤上級 ３／18㈭
　※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および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

まもるーむ福岡

　いずれも小学生以下は保護者同伴。liまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁
目）a831-0669f831-0670t①②③不問④小学生以上c各25人（いずれも先着）
y無料e①③④電話かメール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）、来所で、２月
３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。

内容 日時
①みんなでチャレンジ 光るスライム
(特別な塗料を使って作ります) ２／20㈯10:30〜11:00

②映像シアター 海の色のひみつ
（映像とクイズで赤潮やプランクトンについて学びます）２／20㈯11:30〜12:00

③レインボー万華鏡を作ろう
（分光シートを使って作ります） ２／27㈯10:30〜11：00

④特別講座 福岡で楽しむ 超身の周りの昆虫たち
（身近な昆虫たちの魅力を紹介します） ２／28㈰10:30〜12:00

講座・教室
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

※講座・催しなどで、特に記載がな
いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項

講座
教室 しごと



地域共生支援専門員を募集

　地域福祉課（市役所12階）で、高齢
者・障がい者等の関係相談機関の調
査・整理、研修等の企画への助言、個
別事例調査・検討などに従事。【資格】
高齢者や障がい者等の相談・支援経
験があり、社会福祉士、保健師、ケア
マネジャーいずれかの有資格者【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、情報プラザ（市役所１階）、各区地
域保健福祉課、ふくふくプラザ（中央
区荒戸三丁目）で。市ホームページに
も掲載【申込期間】２月12日（必着）ま
でi地域福祉課a733-5346f733-5587
市博物館 集客・広報普及専門員

（広報・英語）を募集
　同館（早良区百道浜三丁目）で広報
活動（英語によるものを含む）等に従
事。【資格】企業・団体等での広報活動
の実務経験があり、実用英語技能検
定準１級またはTOEIC750点以上（同等
の資格も可）を有し、SNS（会員制交流
サイト）を通じた情報収集・発信がで
きる人【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26日から同館で。ホーム
ページにも掲載【申込期間】２月８日

（必着）までi同館運営課a845-5011 
f845-5019

市立能古診療所の医師を募集
　同診療所（西区能古）に勤務する医
師（内科・小児科）を募集。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせ
を。【任用期間】４月１日〜来年３月31日

（再任用あり）【申し込み】電話で２月
12日までに市医師会救急医療課へ。
i同課a847-1099f847-1096

建築確認申請受付担当員を募集
　建築指導課（市役所４階）で建築確
認申請・検査、各種許認可、各種証明
書の受け付け、データ入力、資料作成
などに従事。【資格】建築基準適合判
定資格者、一級または二級建築士。３
年以上の実務経験も必要【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25日か
ら同課、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】２月８日（必着）までi同課a711- 
4584f733-5584

拡幅推進事務等担当員を募集
　建築指導課（市役所４階）で法務局
への申請・受け取り事務、道路関連の
登記書類作成補助などに従事。【資
格】登記に関する知識と経験を有する
人。３年以上の実務経験も必要【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
25日から同課、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】２月８日（必着）までi

同課a711-4584f733-5584

道路調査等担当員を募集
　建築指導課（市役所４階）で建築基
準法に関する道路相談窓口の対応、
現場調査・道路種別の精査に関する
補助などに従事。【資格】建築基準法
に関する知識と経験を有する人。３年
以上の実務経験も必要【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25日か
ら同課、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】２月８日（必着）までi同課a711- 
4584f733-5584
自分に合った仕事を探そう 適職
相談キャンペーン

　キャリアコンサルタントが仕事をす
る上での強みを分析し、就職活動を支
援します。d１月25日㈪〜２月19日㈮
の平日l各区就労相談窓口i市就労
相談窓口a733-0717f711-1682t求
職中の人（大学生、専門学校生も可）、
転職・キャリアアップを考えている人
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。
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。２月12日㈮、13日
㈯の午前10時〜午後４時半には県内
の約20法人が企業説明をするオンラ
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９時〜午
後５時に対応。詳細は問い合わせを。
d２月９日㈫〜16日㈫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、今年３月に大学や専門
学校を卒業予定の人（高校生を除く）
y無料e不要

職業訓練４月生を募集
　①CAD／CAM科②ビル設備サービス
科③ものづくりCAD科NCコース④ビル
管理技術科⑤住宅リフォームCAD技術
科⑥建設機械科⑦ビジネスワーク科
─で募集。日程や会場、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。i①②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）a093-641-6909f093-631-6516③
〜⑦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）a 

0948-22-4988f0948-22-4912

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽ガス溶接技能講習 ▽ファイナン

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。

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は内部障
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。d２月17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a738-0010 
f791-7687t市内に住む障がい者や
その家族などy無料e不要

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。d３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）a 

f738-0073t家族や恋人、友人など
を自死（自殺）で亡くした人やその支
援者c３人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で同センターへ。

境界問題無料相談会
　近隣との境界に関する問題や、土
地・建物に関する測量、登記などにつ
いて、土地家屋調査士が相談に応じ
ます。d２月17日㈬午後１時〜４時（１
組30分）li県土地家屋調査士会（中
央区舞鶴三丁目）a741-5780f731-
5202c５組（先着。１組３人まで）y無
料e電話かファクスで、２月９日午前
10時以降に同会へ。

税理士による無料税務相談会
d２月２日㈫〜５日㈮午前10時〜午後
５時 ※４日㈭は午後０時半まで（受け
付けは午前９時半〜終了30分前。相
談時間は１人30分以内）l市役所１階
多目的スペースi九州北部税理士会
福岡支部a472-3410f472-3416t個
人y無料e当日先着順（予約不可）

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。d２月６日
㈯午前10時〜午後４時lイオンマリ
ナタウン１階（西区豊浜三丁目）i福
岡地域労働者福祉推進協議会a283-
5280f283-5251y無料e不要

シャル・プランナー３級講習 ▽初心者
から学べる第二種電気工事士試験受
験対策講習 ▽パソコン「AutoCADによ
る建築・機械設計」講習 ▽パソコン「ビ
ジネスパソコン」講習─を開催。日程
や会場、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a671-6831f672-2133

国際交流推進員（フランス語）を募集
　国際交流課（市役所８階）で通訳・翻
訳業務、海外との交渉・連絡調整等の
業務に従事。【資格】次の全てを有す
る人。他要件あり。 ▽通訳および翻訳
の実務経験 ▽実用フランス語技能検
定１級またはDALF C１以上（同等の資
格も可） ※日本語を母国語としない
場合は日本語能力試験１級（同等の資
格も可）も必要【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、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】２月８日（消印有
効）までi同課a711-4023f733-5597

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愛護ボラン
ティアの相談員が応じます。d２月21
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、２月１日
以降に同相談室へ。
ゲーム依存等に対応したひきこも
り相談

　ゲーム依存やネット依存で悩む引
きこもりの人の相談に応じます。d水
〜土曜日午前９時〜午後１時iカウン
セリングスペース やどりぎ（博多区
吉塚一丁目）a409-5178m yadorigi@
japanmac.or.jpt市内に住むおおむね
15歳以上の引きこもり本人とその家
族y電話相談は無料。面接相談は２
回目以降有料。

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

相 談

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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階）、各区役所情報コーナー、入部・西
部出張所で配布する申込書を２月１日
以降に同課へ。定員を超えた場合の
み通知。
災害遺児手当制度をご存じです
か

　交通・労働・不慮の災害で、父母ま
たはその一方が死亡した、または重
度障がい者となった、義務教育修了
前の児童を扶養している保護者に災
害遺児手当を支給します。詳細は問
い合わせを。【対象】保護者・児童共に
本市に住み、住民基本台帳に登録さ
れている人（外国人を含む）【金額】遺
児１人につき月額4,000円【支給時期】
９月と３月i各区子育て支援課
障害年金等と児童扶養手当の併
給方法が変わります

　障害年金等を受給している一人親
世帯の人は、児童扶養手当の額が障
害年金等の子の加算部分の額を上回
る場合、その差額を令和３年３月分か
ら児童扶養手当として受給できるよ
うになります。併せて障害年金等を受
給している人の、児童扶養手当の支
給制限に関する所得の算定方法も変
わります。児童扶養手当の認定を受
けていない場合は、住所地の区の子
育て支援課への申請が必要です。６
月30日までに申請すると３月分から受
給できます。詳細は問い合わせを。i

各区子育て支援課
「ひとり親世帯臨時特別給付金」
の申請期限は２月26日です

　市内に住む一人親世帯で、児童扶
養手当を受給していない場合でも、

「新型コロナウイルスの影響で、収入
が児童扶養手当を受給している人と
同じ水準になった」「公的年金を受給
しているため、昨年６月分の児童扶養
手当を受給していない」のいずれかに
該当する世帯に、１世帯当たり５万円
を給付しています（第２子以降は１人
につき３万円を加算）。さらに再支給
分として同額を支給しています。上記

「公的年金を受給しているため、昨年
６月分の児童扶養手当を受給してい
ない」に該当する世帯で、新型コロナ
ウイルスの影響で収入が減少した世
帯には、１世帯当たり５万円の追加給
付も行います。いずれも申請が必要
です（審査あり）。詳細は問い合わせ
を。i市ひとり親世帯臨時特別給付
金コールセンターa401-0271f401- 
0287

一人親家庭に①就学支度資金②
修学資金を貸し付けます

　一人親家庭の児童（寡婦が扶養す
る子を含む）が高校などに進学する
際、入学金や学費などの支払いが困
難な場合に貸し付けます（所得制限あ
り）。貸付限度額は高校・高専・大学な

するガイドの募集説明会を実施。d２
月27日㈯午後１時半〜４時l西市民
センター（西区内浜一丁目）i同案内
人事務局・矢野a881-7128m nishiku
yokatoko@gmail.comeはがき（〒819-
0013西区愛宕浜１-16-６）かメールで、
２月20日（必着）までに同事務局へ。
福岡都市圏飲酒運転撲滅キャン
ペーン「ミニ・生命（いのち）のメッ
セージ展」

　飲酒運転による交通事故などで命
を奪われた犠牲者一人一人の等身大
の人型パネルを展示。本人の写真や
家族がつづったメッセージなどで命
の大切さを訴えます。２月２日㈫以降
３月23日㈫まで、那珂川市、古賀市、新
宮町、粕屋町、篠栗町、志免町、糸島市
で順次開催。詳細はホームページで
確認を。i総務企画局企画課a711-
4085f733-5582
令和３年度　県立福岡聴覚特別
支援学校幼稚部入学者を募集

　詳細は同校（早良区荒江三丁目）で
配布中の入学願書で確認するか問い
合わせを。【対象】平成29年４月２日〜
平成30年４月１日に生まれた聴覚に障
がいのある幼児（４、５歳児も受け付け
ています）【募集期間】１月29日から２
月５日正午までi同校a821-1212f 

822-9861
一般競争入札による市有財産（水
道局駐車場）借受者を募集

　令和３年度から７年度まで市水道局
駐車場（博多区博多駅前一丁目）の時
間貸し駐車場施設の営業・運営を行う
法人事業者（借受者）を募集。詳細は１
月25日から水道局経理課（博多区博多
駅前一丁目 水道局庁舎５階）で配布
する入札説明書か市ホームページで
確認を。i同課a483-3120f483-1163
高齢者を対象とする有償ボラン
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、
主に地域の高齢者を対象とした有償
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。d２月17日㈬午
前11時〜正午li老人福祉センター
東香園（東区香住ケ丘一丁目）a671-
2213f671-2214t市内に住む60歳以
上c20人（先着）y無料e電話かファ
クス、来所で、２月２日以降に同園へ。
令和２年度 中学生の「税について
の作文」の受賞者を紹介（敬称略）

　【市長賞】西重優（和白中学校３年
生）、福中結那（博多中学校３年生）【教
育委員会賞】光安美祐子（壱岐中学校
３年生）、川上菜桜（和白中学校３年
生）【市議会議長賞】桑原士道（壱岐中
学校３年生）i納税企画課a711-4206 
f733-5598

解雇・雇止め集中相談会

　電話と面談による相談会。労働者、
雇用主いずれも相談可。d２月17日
㈬、18日㈭午前９時〜午後８時（受け
付けは７時半まで）。弁護士相談は18
日㈭午後３時〜７時（受け付けは６時
まで）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

医師による不妊専門相談
　不妊治療の医師である蔵本武志氏
が相談に応じます。d２月26日㈮午後
３時〜５時i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、２月１日午前10時以降に
同センターへ。

行政書士による無料相談会
　成年後見制度の利用、財産管理や
生活・療養看護等の契約、遺言・相続
などの相談に応じます。i成年後見セ
ンターあい愛サポートa608-6367f 

405-6246y無料e不要
日時 会場

２／10㈬
9:30〜12:00

ももちパレス３階
（早良区百道二丁目）

２／14㈰
10:00〜12:00

ふくふくプラザ５階
（中央区荒戸三丁目）

２／14㈰
13:00〜15:00

なみきスクエア２階
（東区千早四丁目）

２／14㈰
13:00〜15:00

まどかぴあ３階
（大野城市曙町二丁目）

お知らせ
お住まいのマンションの管理規約
を診断します

　マンション管理士が、マンション管
理規約の適正性を診断します。d２月
24日㈬、３月９日㈫、10日㈬午後１時〜
３時l住宅相談コーナー（市役所３
階）i住宅計画課a711-4598f733-
5589t市内の分譲マンション管理組
合の役員（理事長、理事など）c各日２
組合（先着）y無料e市ホームページ
に掲載、または情報プラザ（市役所１

ど学校の種類により異なります。詳細
は問い合わせを。【申込期間】①２月１
日〜３月31日②４月１日〜30日i各区
子育て支援課「家庭児童相談室」
市ヨットハーバーの指定管理者を
指定しました

　【指定管理者】福岡市ヨットハーバー 
＆ビーチ管理運営共同事業体i港湾
管理課a282-7118f282-7772
東・博多南・早良・西部図書館を休
館します

　図書整理のため、２月22日㈪から３
月３日㈬まで休館します。 ※東は２月
28日㈰までi市総合図書館a852-
0600f852-0609
鴻臚館（こうろかん）跡展示館を
休館します

　改修工事等のため、２月14日㈰から
３月５日㈮まで休館します。i文化財
活用課a711-4666f733-5537
①東部工場②東部資源化セン
ターのごみの受け入れを停止し
ます

　定期点検等のため、２月６日㈯から
①25日㈭②３月７日㈰まで停止します。
i①同工場a691-2999f691-2992②
同センターa691-0831f691-0205
競争入札参加資格審査の追加申
請を受け付けます

　福岡市（水道局、交通局を含む）が
発注する工事と製造の請負、委託、物
品の購入とリース、物品の売り払いの
令和３年度競争入札参加資格審査（追
加申請）を２月15日〜３月12日に市ホー
ムページで受け付けます。既に登録済
みの区分については申請できません。
詳細は市ホームページで確認を。i財
政局契約課、契約監理課 ▽工事につ
いて＝a711-4182、711-4184 ▽委託に
ついて＝a711-4181、711-4185 ▽物品
について＝a711-4186 ※ファクスは２
課共通（f733-5442）、水道局契約課a 

483-3127f483-3251、交通局財務課a 

732-4118f721-0754
あん摩・マッサージ・指圧等は保
健所に届け出をしている施術所
の利用を

　「あん摩、マッサージ若（も）しくは
指圧、はり又はきゅう」業を行うには、
国が認定した学校・養成施設で３年以
上学んだ後、国の免許を取得するこ
とが必要であり、違反した場合は罰則
も定められています。マッサージ等
は、有資格者による施術を受けましょ
う。i地 域 医 療 課a711-4264f733- 
5535、各区健康課
西区歴史よかとこ案内人の「ボラ
ンティア・ガイド」を募集

　西区の史跡、神社、古墳などを案内
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
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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

相談 お知
らせ



市男女共同参画審議会の委員を
募集

　男女共同参画の推進に関する施策
や重要事項について調査審議し、評
価・意見を述べる委員を募集。詳細は
問い合わせを。【任期】４月１日〜来年
９月30日【資格】市内に住む20歳以上

（令和３年４月１日現在）で、年数回平
日に開催される審議会に出席できる人

（国・地方公共団体の議員・職員、同委
員に委嘱された人を除く）【募集案内・
申込書の配布】２月１日から男女共同
参画課（市役所７階）、情報プラザ（同
１階）、アミカス（南区高宮三丁目）、各
区役所情報コーナー、入部・西部出張
所などで。市ホームページにも掲載

【申込期間】２月19日（必着）までi同
課a711-4107f733-5785
市障がい者等地域生活支援協議
会が傍聴できます

　市の障がい者生活支援に関する課
題について検討する協議会を公開し
ます。傍聴を希望する人は当日開始
10分前までに会場へ。手話通訳者、要
約筆記者の派遣を希望する人は２月３
日までに障がい者支援課へ。d２月10
日㈬午後３時〜５時（受け付けは２時半
から）l天神チクモクビル６階（中央区
天神三丁目）i同課a711-4985f711- 
4818c10人（抽選）e不要
地雷撤去のために書き損じはが
きを集めています

　カンボジアでの地雷被害をなくす
ため、書き損じはがき等を集めて換金
し、地雷撤去団体へ寄付しています。
詳細はホームページで確認を。【対象
品】書き損じ・未使用のはがき、切手、
テレホンカード、クオカード、図書カード

（はがき以外は未使用のものに限る）
【募集期間】３月31日（必着）まで【送付
先】カンボジア地雷撤去キャンペーン
事務局（〒814-0002早良区西新１-７-10- 
702）i同事務局a833-7575f833-7677
インスタグラム「いくちゃんねる
福岡市」でレシピ動画などを配信
しています

　管理栄養士作成のレシピ動画や健
康づくりに関する情報を配信してい
ます。２月28日時点で市内に住むか通
勤・通学し、「いくちゃんねる福岡市」を
フォローしている人の中から抽選で
20人に図書カードなどを進呈。詳細は
市ホームページで確認を。i健康増
進課a711-4374f733-5535
新型コロナウイルス 事業者向け
支援金等申請サポート事業を３月
31日まで延長します

　支援制度についての電話相談や、
専門家を派遣して書類の作成方法な
どの相談に応じるほか、行政書士また
は社会保険労務士に申請の手続き等

を依頼した際の費用の一部を助成し
ます。詳細は問い合わせを。i事業者
向け支援金等申請サポートセンター
a600-4928f687-5007
劇場版「美少女戦士セーラームーン
Eternal（エターナル）」公開記念 映
画コラボキャンペーンのお知らせ

　記名式ICカード「はやかけん」を持っ
ている人の中から抽選でキャストの
サイン入りポスターなどをプレゼント
します。また期間中には主人公「月野
うさぎ」による駅構内放送も実施。応
募方法など詳細はホームページまた
は地下鉄各駅に掲示するポスターで
確認を。【対象期間】２月19日までi地
下鉄お客様サービスセンターa734-
7800f734-7801
かなたけの里公園「農業体験農
園」の利用者を募集

　指導員の下、苗の植え付けから収
穫までを行い、20種類以上の野菜を
作ります。収穫した野菜は全て持ち帰
ることができます。定期的な講習会も
あり。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。d４月１日㈭〜来年
３月31日㈭li同公園（西区金武）a 

811-5118f400-0147t市内に住む人
c60区画（抽選）y４万2,000円e電話
か往復はがき（〒819-0035西区金武
1367）で、２月10日（消印有効）までに
同公園へ。
高年齢者雇用安定法の改正につ
いて

　４月から ▽定年の引き上げ ▽継続
雇用制度の導入 ▽定年の廃止および
雇用以外の措置（業務委託契約の締
結や社会貢献事業に従事できる制度
の導入）—のいずれかにより、（職場で
働く人の）70歳までの就業機会の確
保が事業主の努力義務となります。詳
細は最寄りのハローワーク（公共職業
安定所）で確認するか問い合わせを。
i福岡労働局職業対策課a434-9807 
f434-9822
市役所本庁舎内で弁当等を販売
する事業者を募集

　４月から、市職員等を対象に弁当な
どを販売する事業者（法人・個人）を募
集します。【募集要項】市ホームペー
ジに掲載【申込期間】２月22日（必着）
までi財産管理課a711-4173f711- 
4833

令和３年度から希望者に音声コー
ド付きの納税通知書を送付しま
す

　目の不自由な人で希望する人に、
「音声コード」付きの納税通知書を送
付します（要申し込み）。読み取りには

「ユニボイス」のアプリをダウンロード
したスマートフォンが必要。【対象税
目および申込期限】 ▽固定資産税・都
市計画税、固定資産税（償却資産）＝２
月19日㈮まで ▽ 軽自動車税＝３月19
日㈮まで ▽個人市県民税（普通徴収）
＝４月30日㈮まで【申し込み方法】電
話かファクス、メール（m kazei.FB@
city.fukuoka.lg.jp）で課税企画課へi

同課a711-4207f733-5598
福岡県特定最低賃金が改定され
ました（県内５業種のうち３業種）

　詳細は問い合わせを。i福岡労働
局賃金室a411-4578f411-4875

業種 １時間当たり
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、
鋼材製造業 976円

電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通
信機械器具製造業

927円

自動車（新車）小売業 941円
　※効力発生日は令和２年12月10日。
　※特定最低賃金に該当しない業種は、
福岡県最低賃金（１時間842円）が適用さ
れます。

高齢者の「おむつ代の医療費控
除」と「障害者控除」に関する証明
書

　所得税・個人市県民税の控除を受け
る際に必要な次の書類を無料で発行
します。詳細は市ホームページで確認
するか問い合わせを。【おむつ代の医
療費控除のための主治医意見書内容
確認書】確定申告時に医師が発行する

「おむつ使用証明書」に代えることが
できる書類です。前年もおむつ代の
医療費控除を受けた人で、要介護認
定申請時の主治医意見書により、寝
たきりと尿失禁の状況であることが
区役所で確認できる場合に発行【障
害者控除対象者認定書】身体または
精神に障がいのある65歳以上（寝た
きりなど）で、身体障害者手帳などを
持っていないが同程度の障がいがあ
る人に発行。i ▽ 証明など＝各区福
祉・介護保険課 ▽ 申告＝所得税は税
務署、市県民税は各区課税課
「福岡県希少野生動植物種の保護
に関する条例」を公布

　希少な野生動植物を保護すること
により豊かな自然環境を次代に継承
することを目的とした同条例が、昨年
10月６日に公布されました。詳細は県
ホームページで確認するか問い合わ
せを。i県自然環境課a643-3367f 

643-3222

水道管の凍結にご注意を
　水道管内の水の凍結は、断水や水道管の破裂による漏水の原
因になります。

i節水推進課a483-3138f436-7841

【凍結してしまったら】
　凍った部分にタオルを
巻き、ぬるま湯をかける。
　※熱湯をかけると危険
です。

【破損・漏水してしまったら】
　メーターボックス内の元栓
（バルブ）を閉め、指定給水装
置工事事業者へ修理を依頼し
てください。

　※集合住宅に住んでいる人は管理会社へ連絡してください。

【身近なものでできる寒波対策】
　①屋外にある水道管や蛇口に市販の保温チューブや布切れを
巻き付け、上からビニールテープなどで固定し、凍結を防止する。
　②水道メーターボックス内に保温材を詰める。

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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企画展（古美術）門田コレクション 中国
陶磁4000年の旅
　漢から清時代までの中国古陶磁を中
心とする約150点を展示します。d２月２
日㈫〜４月11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 市美術館の中国陶磁
d２月20日㈯午後３時〜４時（受け付けは
２時半から）c30人（先着）y無料e不
要
いきヨウヨウ講座
　所蔵作品を鑑賞後、絵の具作りをしま
す。d３月14日㈰午前10時半〜正午t 

65歳以上c20人（抽選）y無料（コレク
ション展観覧料が必要。市内に住む65歳

以上は無料）e往復はがきかメール（m 
workshop@fukuoka-art-museum.jp）に代
表者の応募事項

（メールの場合は
メー ルアドレス
も）と参加者全員
の氏名・生年月日
を書いて、３月１日

（必着）までに市
美術館へ。

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）

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）

植物画コンクール入賞作品展
d２月23日(火・祝)〜３月21日㈰午前９時
〜午後５時（３月８日を除く。３月１日〜６
日は午前10時〜午後６時、７日は４時ま
で）l同園。３月１日〜７日はアクロス福
岡１階（中央区天神一丁目）y無料（同
園での展示分は入園料別）
園芸講座〜多肉植物を育ててみよう〜
d３月３日㈬午後１時半〜３時半c20人

（抽選）y2,000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、２月17日

（必着）までに同園へ。ホームページで
も受け付けます。

17日㈬ 追魚（２）

18日㈭ 雑居アパート大騒動（11）、舞台の姉
妹（２）

19日㈮ 紅色娘子軍（11）、標識のない河の
流れ（２）

20日㈯ 双旗鎮刀客（11）、黄色い大地（２）
21日㈰ 青春祭（11）、狩り場の掟（２）
23日
(火・祝) 双旗鎮刀客（11）、秋菊の物語（２）

24日㈬ 雑居アパート大騒動（２）
25日㈭ 追魚（11）、舞台の姉妹（２）
26日㈮ 黄色い大地（11）、紅色娘子軍（２）
27日㈯ 追魚（11）、雑居アパート大騒動（２）
28日㈰ 舞台の姉妹（11）、紅色娘子軍（２）
３月

３日㈬
双旗鎮刀客（11）、標識のない河の
流れ（２）

映像ホール・シネラ　２月・３月上映スケジュール
中国映画の展開　〜三十年代から第五世代まで〜
２月

３日㈬ 木蘭従軍（２）

４日㈭ 八千里の雲と月（11）、三毛の放浪記
（２）

５日㈮ 上饒収容所（11）、祝福（２）
６日㈯ 木蘭従軍（11）、八千里の雲と月（２）
７日㈰ 上饒収容所（11）、祝福（２）
10日㈬ 三毛の放浪記（２）
11日
(木・祝) 未完成喜劇（11）、木蘭従軍（２）

12日㈮ 祝福（11）、未完成喜劇（２）

13日㈯ 八千里の雲と月（11）、上饒収容所
（２）

14日㈰ 未完成喜劇（11）、三毛の放浪記（２）

総合図書館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目７-１　a852-0600 f852-0609
o午前10時〜午後８時（日・祝休日は午後７時まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）、月末

４日㈭ 青春祭（11）、黄色い大地（２）
５日㈮ 狩り場の掟（11）、秋菊の物語（２）

６日㈯ 標識のない河の流れ（11）、青春祭
（２）

７日㈰ 狩り場の掟（11）、秋菊の物語（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。

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

l①大濠公園（中央区）②〜④同センターt市内に住む人（④は18歳以上で運動に
支障のない人）e電話か来所で、①２月１日以降②③④希望日の７日前までに同セ
ンターへ。いずれも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）
２／20㈯14:00〜16:00

（毎月第３土曜日開催） 12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） ３／13㈯10:00〜15:00 ８人 1,000円

（食事付き）

③気軽に糖尿病教室 ３／25㈭13:30〜15:30 ８人 500円

④やせナイト塾
（生活習慣改善教室）

４／８〜22の木曜日（３カ月後
のフォロー教室まで含めて計４
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。

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）

２月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。②の会場は早良体育館（早良区四箇六丁目）、上履きを
持参。c①④各回20人（先着）②なし③⑤10組（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、２月③９日⑤３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） ２／７㈰13:30〜、14:05〜（各25分）小中高生

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

③育ちのひろば（親子遊び） ２／10㈬11:00〜12:00 １、２歳の幼児

④モルック（木の棒を投げて木製のピ
ンに当てる遊び）に挑戦

２／11（木・祝）14:00〜、15:00〜
（各１時間） 小中高生

⑤木育おもちゃのひろば ２／24㈬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）

y①②③⑤⑥無料④100円e電話かファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、
来所で、２月１日以降に同センターへ。

内容 日時 定員（先着）
①介助が必要になってもお出かけ 旅行を楽しむ ３／４㈭14:00〜16:00 20人

②お互いの負担を軽くするリフト移乗 ３／６㈯11:00〜13:00、
11㈭10:00〜12:00 各８人

③テーマ別料理教室　骨に効く骨粗しょう症予防食
（座学のみ） ３／９㈫10:00〜12:00 20人

④自助具製作教室（スプーンやペンなどの柄を、ゴ
ムホースを利用して太く持ちやすくします） ３／13㈯14:00〜16:00 10人

⑤生活を助ける自助具 ３／20（土・祝）11:00〜13:00、
25㈭10:00〜12:00 各８人

⑥人生の最終段階をともに生きる ３／23㈫14:00〜16:00 45人

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。

あなたの負担を軽くするウェブ集客セ
ミナー 〜インスタ？ノート？ユーチュー
ブ？アメブロ？「どれから？なにから？」を
解決します〜
　ウェブマーケティングの基本を学び
ます。d２月27日㈯午後２時〜３時半t

女性c30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２月17日までに申し込みを。先着順）
y無料e電話かファクス、メール（m ami
kas@city.fukuoka.lg.jp）で、２月１日以降
に同施設へ。定員を超えた場合のみ通
知。

　※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鑑賞ができま
す。d２月25日㈭〜27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）y無料e

電話かファクス、メール（m amitosho@
city.fukuoka.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）も書いて、２月６日までに同図書室
へ。当選者のみ通知。

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）

　※次の展示はいずれも最終日は午後
５時まで。
博多人形 雛（ひな）人形展
　立ち雛や座
り雛などさま
ざまなサイズ
の雛人形約50
点を展示・販
売。d２月４日
㈭〜16日㈫y

入場無料

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。d２月27日㈯、28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、２月１日午前９時半
以降に同センターへ。

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

陶と書の二人展
　有田焼「福珠窯」とインテリア書を展
示・販売。d２月18日㈭〜23日(火・祝)y入
場無料

加彩雲気文壺
（かさいうんきもんこ）
前漢時代
紀元前２〜前１世紀

「如月雛」 斎藤善月

「
黄
色
い
大
地
」

緊急事態措置期間は市の施設を午後８時に閉館します。情報BOX 福岡市政だより
令和3（2021）年2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


