
西区歴史よかとこ案内人と巡る「春の歴史探訪ウォーキング」

i西区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128m nishikuyokatoko@gmail.
comc①②なし③30人（先着）y各300円eはがき（〒819-0013西区愛宕浜１-16-６）
かメールに応募事項と希望日を書いて、①②希望日の７日前（必着）まで③２月15
日以降に同事務局へ。

日時 行き先 集合・解散場所
①３／13㈯
9:30～15:00

今津大塚古墳、
宮崎安貞書斎など 集合はＪＲ今宿駅、解散はＪＲ周船寺駅

②３／27㈯
9:30～15:00

旧金武宿、
吉武高木遺跡など

集合は南金武バス停、解散は橋本八
幡宮（西区橋本二丁目）

③３／29㈪
9:30～15:00 唐津街道、光福寺など 集合は地下鉄姪浜駅、解散は愛宕神社

（西区愛宕二丁目）

催 し

〒 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。

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月後半の日・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21日㈰

八木病院（東区馬出二丁目21-25）	
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	
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）	

a632-3333

a651-0022	
a565-3531	
a831-6911	
a841-0835

南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
２月23日（火・祝）
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
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
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
白十字病院（西区石丸三丁目２-１）	 a891-2511
２月28日㈰

a632-3333貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）

	木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331

※外科当番医は変更の可能性があります。最新の情報は
各医療機関へお問い合わせください。

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

福北連携コーナー
到津の森公園　ミモザ・サクラフェア

　約100本のミモザ＝写真、約500本のサクラ
が開花します。期間中の土曜日には65歳以上
の来園者にオリジナルポストカードを、３月８
日㈪には来園者（先着100人）にミモザと動物
デザインのマグネットを進呈。d２月20日㈯～
３月31日㈬午前９時～午後５時x火曜日（祝休
日のときは翌平日）li同公園（北九州市小
倉北区上到津四丁目）a093-651-1895f093-
651-1917y無料（入園料別）

　催し等は、感染防止対策を徹底して行います。３密の回避、マ
スクの着用などにご協力をお願いします。本紙掲載の情報は１
月27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。

a＃7119

2/

19
●金
他

2福岡大学建築展 〜卒業計画・設計課題優秀作品展〜

　設計作品や論文等を展示します。学生らによる解説もあり。d２月
19日㈮～21日㈰午前10時～午後５時lアクロス福岡 アトリウム（中央
区天神一丁目）i同大学工学部建築学科・野田a871-6631（内線
6533）m tasympo@fukuoka-u.ac.jpy無料
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20
●土

4九州先端科学技術研究所（ISIT）市民講演会
ウィズコロナ時代のオンラインツール活用

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したオンライン講演会。
テレワークの初歩的知識やウェブ会議の活用方法を学びます。①九
州大学名誉教授の村上和彰氏による講演②元テレビキャスターらに
よるワークショップ―の２部構成。 ※両方の参加可。詳細はホーム
ページで確認を。d①午後２時～2時50分②午後３時～４時15分i同
研究所事業支援部a852-3460f852-3455c①300人②50人（いずれも
抽選）y無料eホームページで２月19日まで受け付けます。空きがあ
れば当日も受け付けます。
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23
●●火・祝

2博多伝統芸能DAY〜「博多」の唄や踊りを愉
たの

しむ〜

　博多の伝統芸能団体が唄や舞を披露します。d午後１時半～４時半
lみらいホール（中央区渡辺通二丁目）i博多伝統芸能振興会a441-
1118f441-1149c200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、
参加人数を書いて同会へ。ホームページでも受け付けます。
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25
●木

3老人福祉センター東香園
エンディングノートの書き方セミナー＆相談会

　行政書士からエンディングノートの書き方などについて学びます。
終了後、個別相談会もあり（希望者のみ。先着４人）d午後１時～３時
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、２月15日以
降に同園へ。
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25
●木
他

2名作劇場シリーズ 宝島

　スティーブンソンの原作を寺山修司が書き下ろした音楽冒険活劇。
25日はリハーサル公演。d２月25日㈭～28日㈰午後３時～、７時～（各
回70分程度） ※25日は午後７時、28日は３時の公演のみlぽんプラザ
ホール（博多区祇園町）i空間再生事業 劇団GIGA･高橋a090-1167-
0148m mail@spacegiga.comc各回60人(先着)y一般3,000円（前売り
は2,500円）、U22割1,500円、小学生以下1,000円（座席を使わない乳幼
児は保護者１人につき１人無料）、親子ペア3,000円（前売りのみ。小学
生以下と保護者） ※25日は一律1,000円eローソンチケット、ホーム
ページで申し込みを。

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

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

情報BOX 福岡市政だより
令和３（2021）年2月15日 14催し 講座

教室 講演

貝塚病院（東区箱崎七丁目7-27）



背振少年自然の家　
①親子で楽しむモザイクタイル②せふりチャレンジクラブ

　①コルクボードにタイルを貼って鍋敷きなどを作ります。②たき火や間伐材を
使ったもの作りをします。d①３月14日㈰午前10時～午後３時半②３月20日（土・
祝）午前10時～21日㈰午後３時（１泊２日）li背振少年自然の家（早良区板屋）
a804-6771f804-6772t①自家用車等で直接来所できる小中学生と保護者②
小学４年～中学生c①30人②15人（いずれも抽選）y①大人3,000円、小中学生
2,000円②5,000円eファクスに参加者全員の応募事項と、②は保護者の氏名・携
帯電話番号、同施設への来所方法（市役所発着の送迎バスまたは自家用車等）
も書いて、①３月１日②２月21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。

催 し

今宿野外活動センター　①今宿の四季をたのしむ〜野鳥
編〜②キノコのコマ打ち体験教室

①散策しながら、野鳥の観察をします。②キノコの菌が付いた木材を原木に打
ち込む駒打ちを体験し、できたホダ木を持ち帰ります。いずれも18歳未満は保
護者同伴。d２月①25日㈭午前10時半～午後０時半②28日㈰午前10時～午後１
時li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115c①20人（先着）②
30組（抽選。１組４人まで）y①500円②１組2,000円e①電話かはがき（〒819-0163
西区今宿上ノ原217-２）で、２月15日以降に同センターへ。②往復はがきで２月19日

（必着）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。※ホー
ムページで申し込む場合は②は当選者のみ通知。

催 し

あいくる（中央児童会館）　２月の事業（一部抜粋）

　いずれも未就学児は保護者同伴。②は上履きを持参。l①あいくる（中央区
今泉一丁目）②コミセンわじろ（東区和白丘一丁目）iあいくるa741-3551 
f741-3541c①15人（先着）②なしy無料e①当日正午から整理券を配布②不
要

内容 日時 対象
①お手玉あそび ２／20㈯14:00～15：30 幼児～高校生
②あいくるがやってくる（親子遊び） ２／24㈬10:00～12:00 ２歳以上の幼児

※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。

催 し

油山市民の森　
①オリエンテーリング体験②バードウオッチング

　①コンパスと地図を使って、コースを巡ります。②双眼鏡の無料貸し出しあり
（数量限定）。いずれも中学生以下は保護者同伴。d３月①21日㈰午前10時半～
午後０時半②28日㈰午前９時半～正午li油山市民の森（南区桧原）a871-
6969f801-1463c各20人（抽選）y各200円（①はコンパスレンタル代別途150
円）e往復はがき（〒811-1355南区桧原855-４）に応募事項と参加者全員の氏名・
年齢を書いて①２月26日②３月５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。空きがあれば当日も受け付け可。

催 し

介護実習普及センター　
ミニ展示 シニア世代のための生活お助けグッズ

　寝ているときの腰の負担を軽減する腰まくらなどを展示します。d開催中～２
月28日㈰午前10時～午後６時 ※16日㈫は休館li同センター（中央区荒戸三
丁目 ふくふくプラザ３階）a731-8100f731-5361y無料

催 し

応募等のはがきの料金は 63 円です。
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●金

4国連講演会 日米安保60年これからの日米関係

　講師は外務省日米安全保障条約課企画官の網谷耕介氏。あいれふ
（中央区舞鶴二丁目）でのオンライン視聴（先着30人）のほか、ウェブ会
議サービス「Zoom（ズーム）」での視聴もできます（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i日本
国際連合協会福岡県本部a713-8115f761-6762y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、あいれふでの視聴を希望する人はその
旨も書いて、２月15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。
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●土

2博多伝統芸能館　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a441-
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。
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●土

3災害ボランティア研修会
〜令和２年７月豪雨災害の実践事例から学ぶ〜

　「コロナ禍での災害支援」の視点も交え、実践事例を通して災害ボラ
ンティアの役割を学びます。オンラインでの参加も可。d午後１時半～ 
３時45分lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会ボ
ランティアセンターa713-0777f713-0778c会場30人、オンライン50
人（いずれも抽選）y無料e電話かファクス、メール（m vc@fukuoka-
shakyo.or.jp）で、２月20日までに同センターへ。オンライン参加希望者
はメールでの申し込みが必要。空きがあれば当日も受け付け。
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28
●日

3もーもーらんど油山牧場　アイスクリーム作り教室

d午前10時半～11時半li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040 
t６歳以上（小学生以下のみの参加不可）c８組（先着。１組５人まで）
y１人400円e電話で２月15日以降に同牧場へ。ホームページでも受
け付けます。
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28
●日

3市文学館定例講座 ももちはま草紙
「石牟礼道子と渡辺京二 ふたりの道行き」

　昨年『魂の邂逅（かいこう）～石牟礼道子と渡辺京二～』を出版した
米本浩二氏が、２人の稀有（けう）な関係性について話します。d午後２
時～３時半l市総合図書館（早良区百道浜三丁目）i同図書館文学・
映像課a852-0606f852-0609c50人（抽選）y無料eはがき（〒814-
0001早良区百道浜３-７-１）かファクス、メール（m bungakukan@city.fu
kuoka.lg.jp）、来所で、２月20日までに同課へ。当選者のみ通知。

3/

1
●月

3プロドッグトレーナーに学ぶ
パピーのためのしつけ方教室

　生後６カ月以下の犬との信頼関係の築き方や飼い主の心得などを
学びます。d午後２時～４時lあにまるぽーと（東区蒲田五丁目）iふ
くおかどうぶつ相談室a891-1231f891-1259t市内に住む犬の飼い
主と飼い犬c６組（先着。１組２人、１匹まで）y無料e電話かファクス
で、２月15日以降に同相談室へ。

3/

1
●月
他

3南障がい者フレンドホーム　なんでも質問講座

　パソコンの基本操作で分からないことなどを質問する講座です。d

３月１日、８日の月曜日（連続講座）▷午前の部＝午前10時～正午▷午後
の部＝午後１時～３時li同ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f

541-5856t市内に住む障がいのある人（介助者の同伴可）c各４人
（抽選）y無料（印刷代等別）e電話かファクス、メール（m minami-
friend03@c-fukushin.or.jp）に応募事項と障がいの種別、午前・午後の
希望を書いて、２月19日までに同ホームへ。来所でも受け付けます。

3/

2
●火

3うつ病家族教室
「うつ病について、家族ができる支援とは」

d午後１時半～３時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i市精神保健福
祉センターa737-8825f737-8827tうつ病を治療している人の家族
c20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m phwb-uketuke@
city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と日中連絡可能な電話番号、治療を受
けている人との続柄を書いて、２月15日以降に同センターへ。

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

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



市科学館　①プラネタリウム番組 宇宙への旅
②プラネタリウムライブ 〜コズミックダンス〜

　①天文学の歴史や太陽系の惑星などを紹介。時間など詳細はホームページ
で確認を。②映像で解説する「惑星ツアー」とミニライブ。d①開催中～３月８日
㈪②３月13日㈯午後６時半～７時半x火曜日li同館（中央区六本松四丁目）
a731-2525f731-2530c各回220人（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中学生以上1,500円、小学生1,000円、未就学児無料

（座席を使う場合は小学生料金が必要）e①当日同館でチケットを販売。②同館
で２月10日からチケットを販売（１人５枚まで）。ホームページでも購入可。

催 し
Ｒ60倶

く ら ぶ
楽部 m

マイフ
if塾のコミュニケーション講座

　①「まわしよみ新聞」３種類の新聞を使ってオリジナルの新聞を作ります。②
「良い印象を与える目線と傾聴」③「自由懇談＆珈琲タイム」d２月26日㈮①午後
０時半～２時半②２時45分～４時15分③４時半～５時lあすみん（中央区今泉一
丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081c15人（先
着）y1,000円（希望の部のみの受講可。ただし全て受講したときと同料金）e電
話かファクスに応募事項と希望講座名を書いて、２月15日以降に同事務局へ。

講座・教室

広告枠の広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨等をするものではありません。

3/

2
●火
他

3高齢運転者講習会〜シミュレーターによる実技体験〜

　交通安全について学べる体験型の講習。d３月２日㈫、４日㈭午前10
時～11時半lふっけいコアセンター（南区花畑四丁目）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
みでも可）c各10組（先着）y無料e電話かファクス、メール（m bouh
ankotsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日を書いて、２月15
日以降に同課へ。

3/

5
●金

2ふくおか難病ピアサロン

　市難病相談支援センターの相談員を交え、患者・家族同士で交流で
きます（子どもの難病に関する交流会もあり）。難病に関する情報も紹
介します。d午前10時～午後４時l市役所１階多目的スペースi同セ
ンターa643-8292f643-1389y無料e電話かファクスで、前日までに
同センターへ。ホームページでも受け付けます。

3/

5
●金

2ダンスセレクション in アートカフェ

　夜の美術館で、国内外で活躍する出演者がダンスを披露します。小
学生以下は入場不可。詳細はホームページで確認を。d午後７時半～
８時半lアジア美術館（博多区下川端町 リバレインセンタービル７
階）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-6259c40人（抽選）y 

500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23日までに同財団へ。ホームページでも受け付
けます。

3/

6
●土

3親子サッカー教室

　サッカーの基本動作などを学びます。d午前10時～正午l舞鶴公園
（中央区城内）iわかばスポーツ＆カルチャークラブa834-7391f834-
7392t小学生と保護者のペアc15組（抽選）y無料e電話かはがき

（〒814-0133城南区七隈６-21-10-201）で、２月15日～３月１日（必着）に問
い合わせ先へ。

3/

6
●土

3月隈パークゴルフ場　パークゴルフ初心者教室

　講義と実技。中学生以下は保護者同伴。d午前10時～正午li同
ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a504-5333f586-5388c８人（先着）y 

1,000円e電話かファクス、来所で、２月16日以降に同ゴルフ場へ。

3/

6
●土
他

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野菜の植
え付け年間計画、カボチャ・ズッキーニ・トマトの種まき②サツマイモ
伏せ（温床）、ニンジンの間引きと追肥―を学びます。d３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a405-5217f405-5951 
t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、２月15日以降に
同研究所へ。

3/

7
●日

2
アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　
輪投げＴ

ツ リ ー

ＲＥＥ
　輪投げに成功すると観葉植物を持ち帰ることができます。小学３年
生以下は保護者同伴。d午後１時半～３時半li同公園（東区香椎照
葉四丁目）a661-5980f661-8020c30人（先着）y500円（２投）e当日
午後１時25分からぐりんぐりん前芝生広場で受け付け。

3/

7
●日

2パーカッション アンサンブル 「ポットベリー」演奏会

　音楽物語「ももたろう」など全５曲を演奏します。d午後２時～４時l

ももちパレス（早良区百道二丁目）iパーカッション アンサンブル
「ポットベリー」a090-4991-6197m potbelly_concert@yahoo.co.jpc 

800人（先着）y一般1,000円、高校生以下800円e電話かメールで問い
合わせ先へ。

3/

7
●日

3自転車の乗り方教室〜補助輪なしにチャレンジ〜

　プロサイクルロードレースチームの選手が、自転車の正しい乗り方
や基本的な交通ルール・マナーを指導する体験型教室。自転車用ヘル
メットを持参してください。自転車の持ち込み可。d午前10時半～正
午、午後１時～２時半l貝塚交通公園（東区箱崎七丁目）i防犯・交通
安全課a711-4061f711-4059t小学生（保護者同伴）c各10人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m bouhankotsu.CAB@city.fukuoka.
lg.jp）に応募事項と希望時間、自転車の持ち込みの有無を書いて、２月
15日以降に同課へ。

3/

7
●日

3東図書館　ミモザのリース作り

d午後１時半～３時半lなみきスクエア（東区千早四丁目）i東図書
館a674-3982f674-3973t18歳以上c12人（先着）y1,500円e電話
か来所で、２月15日以降に東図書館（なみきスクエア内）へ。

3/

7
●日

3よりみち保健室 あなたの未来を守りたい〜お通じの異
常と大腸の病気〜

　医師が大腸・肛門の病気と大腸がんを早期発見するための検診に
ついて話します。オンラインでの視聴も可。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lセカンドスペース（中央区
梅光園二丁目）iよりみち保健室事務局a401-3456f739-6081c10人

（先着）y無料e電話かファクスで、２月15日以降に問い合わせ先へ。
オンライン視聴希望者はメール（m info@r60festa.jp）で３月３日まで
に申し込みを。

3/

8
●月

3アメリカ国家を支える女性たちから学ぶ 
私の幸せな暮らしの作り方

　在福岡米国領事館広報担当領事兼福岡アメリカン・センター館長
のユキ・近藤・シャー氏が講演します。オンラインでの視聴も可。d午
後７時～９時liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766t

女性c会場20人、オンライン30人（いずれも抽選）y無料n６カ月～小
学３年生（無料。申込時に子どもの名前、年齢・月齢も記入。先着順）e

ホームページで２月28日まで受け付けます。当選者のみ通知。
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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

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



東障がい者フレンドホーム　定期教室

　いずれも連続講座。対象など詳細は問い合わせを。li同ホーム（東区松島
三丁目）a621-8840f621-8863y無料e電話かファクス、来所で、２月15日～３月
15日に同ホームへ。

内容 開講日
親子リトミック ４／６～来年３／15の第１・３火曜日10:00～10:45、11:00～11:45
幼児リトミック ４／６～来年３／15の第１・３火曜日16:00～17:30
ツナグヨガ ４／７～来年３／16の第１・３水曜日9:30～10:30、10:45～11:45
はがき絵 ４／９～来年３／25の第２・４金曜日10:30～12:00
リズム遊び ４／10～来年３／26の第２・４土曜日10:30～12:30
大人の絵画 ４／15～来年３／17の第１・３木曜日10:30～12:00
リラックスヨガ４／28～来年３／23の第４水曜日14:00～15:00

講座・教室

市美術館　コレクション展（近現代美術） 
モダン・フォトグラフィー Ⅱ：日本

　企画展「ソシエテ・イルフは前進する」に関連して、同館が所蔵する瑛九、恩地
孝四郎、長谷川伝次郎らの写真作品を展示。d２月16日㈫～３月28日㈰ 午前９時
半～午後５時半（入館は閉館30分前まで）x月曜日li同館（中央区大濠公園）
a714-6051f714-6071y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

催 し

3/

9
●火

3緑のコーディネーターによる体験講座 お家
うち

でお花見

　サクラの枝と春の花を使ったフラワーアレンジメントを作ります。
小学生以下は保護者同伴。d午後２時～４時l博多市民センター（博
多区山王一丁目）i市緑のまちづくり協会みどり課a822-5832f822-
5848c12人（抽選）y1,300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25日（必着）ま
でに同課へ。ホームページでも受け付けます。

3/

11
●木

4市民講演会 コロナ禍でのメンタルヘルス
〜知っておきたい心の持ち方〜

　講師は西南学院大学人間科学部心理学科教授の浦田英範氏。後日
オンラインでの視聴も可。d午後２時～４時lあいれふホール（中央
区舞鶴二丁目）i市精神保健福祉センターa737-8825f737-8827c

会場100人、オンライン50人（いずれも抽選）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 phwb-uketuke@city.fuk
uoka.lg.jp）に応募事項と実施日、ファクス番号かメールアドレス、会場
参加またはオンライン参加を書いて、３月５日（消印有効）までに同セ
ンターへ。来所（あいれふ内）でも受け付けます。手話通訳希望者は２
月26日までに申し込みを。

3/

13
●土

3自転車安全利用推進員講習会

　自転車安全利用教育や啓発などを行う推進員を養成するための講
習。d午前10時～11時半lももちパレス（早良区百道二丁目）i防犯・
交通安全課a711-4061f711-4059t市内に住むか通勤する人c250人

（先着）y無料e電話かファクス、メール（m bouhankotsu.CAB@city.fu
kuoka.lg.jp）に応募事項と所属する団体・企業名、自転車安全利用推
進員委嘱の希望の有無を書いて、２月15日以降に同課へ。来所（市役
所７階）でも受け付けます。

3/

13
●土

3市総合体育館 苦手克服塾〜鉄棒〜

　鉄棒の基本を学びます。d午前10時～正午li同体育館（東区香
椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318t小学１～４年生c15人（先着）
y1,000円e電話か来所で、２月15日以降に同体育館へ。

3/

14
●日

2パピオ 春のコンサート

　フルートとギターによる生演奏。小学生以下は保護者同伴。未就学
児は入場不可。d午後２時～３時10分liパピオビールーム（博多区
千代一丁目）a633-2180f633-2177c50人（抽選）y無料eはがき（〒 
812-0044博多区千代１-15-30）に応募事項と小学生は保護者氏名も書
いて、２月27日（必着）までに問い合わせ先へ（１通に付き１人）。来所で
も受け付けます。当選者のみ通知。

3/

16
●火

2九州交響楽団 定期演奏会

　シベリウスの交響詩「フィンランディア」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a823-0101f822-8833 
y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n４カ月～就学前（1,000円。３月15日までにテノ.サポートa 

0120-8000-29またはa263-3580へ申し込みを。先着順）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。

3/

18
●木

3中央市民センター　
セカンドライフ講座 初心者年金セミナー

　年金の仕組みなどを学びます。d午後２時～４時li同センター
（中央区赤坂二丁目）a714-5521f714-5502t50歳以上c35人（先着）

y無料e電話かファクス、来所で、２月20日以降に同センターへ。

3/

20
●●土・祝

3アクロス・文化学び塾 西洋写本の世界

　西南学院大学博物館 博物館教員の下園知弥氏が、同博物館の常
設展「聖書の写本と印刷本」に関連して、ヨーロッパ版古文書「西洋写
本」の歴史や文字・挿し絵の解読法について説明します。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a725-9100f725-9102c35人（先着）y500円
e電話か来所で、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。

3/

23
●火

2アクロス弦楽合奏団　定期演奏会

　チャイコフスキーの「弦楽合奏のためのセレナード」などを演奏しま
す。未就学児は入場不可。d午後６時半から（１時間半程度）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アクロス福岡チケッ
トセンターa725-9112f725-9102y全席指定Ｓ席3,000円、Ｓ席ペア
5,000円、Ａ席2,000円 ※学生は各1,000円引きe電話か来所で同セン
ター（アクロス福岡２階）へ。ホームページでも販売。

3/

28
●日

2市総合体育館　卓球大会

　混合ダブルス戦を行います。d午前
10時～午後６時li同体育館（東区香
椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318 
t中学生以上のペアc32組（先着）y１
組1,000円e電話か来所で、２月15日以
降に同体育館へ。

4/

6
●火
他

3 KBC点字教室

　点字の読み書きを学びます。初心者向け。d４月６日～６月29日の火
曜日午前10時～正午（５月４日を除く。連続講座）lKBC会館（中央区長
浜一丁目）iKBC開発a751-4070f715-1148c20人（先着）y無料e

電話かファクスで、３月１日以降に問い合わせ先へ。

同体育館

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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城南障がい者フレンドホーム　４・５月から始まる定期教室

　いずれも連続講座。対象・料金など詳細は問い合わせを。li同ホーム（城南
区南片江二丁目）a861-1180f861-1123e電話かファクス、来所で、▷①～⑨２月
16日～３月16日▷⑩～⑮３月16日～４月16日に同ホームへ。

内容 開講日
①音楽教室 ４／４～来年３／27の日曜日10:30～11:30
②陶芸教室Ａ ４／７～来年３／16の第１・３水曜日10:00～12:00
③はがき絵教室 ４／８～来年３／24の第２・４木曜日10:00～12:00
④基礎からイラスト教室 ４／９～来年３／25の第２・４金曜日10:00～12:00

⑤音楽療法教室 ４／11～来年３／27の第２・４日曜日13:00～13:40、
13:40～14：20、14:20～15:00（各40分）

⑥陶芸教室B ４／14～来年３／23の第２・４水曜日10:00～12:00
⑦書道教室 ４／15～来年３／17の第１・３木曜日10:00～11:30
⑧ペン習字教室 ４／15～来年３／17の第１・３木曜日13:00～14:30

⑨華道教室 ４／17～来年３／19の第１・３土曜日13:30～、14:30～
（各１時間）

⑩てづくり教室 ５／８～来年３／12の第２土曜日13:30～15:30
⑪ シュタイナー 

こども絵画教室 ５／８～来年３／26の第２・４土曜日15:30～17:00

⑫にこにこダンス教室 ５／９～来年３／27の第２・４日曜日10:30～11:30
⑬ストレッチ教室 ５／13～来年３／10の第２木曜日13:30～15:00
⑭チャレンジクラブ ５／22～来年３／26の第４土曜日10:00～12:00
⑮ヨガ教室 ５／27～来年３／24の第４木曜日13:30～14:30

講座・教室

雁の巣レクリエーションセンター

　小学生以下は保護者同伴。③④は雨天中止。①テニス初心者向け。②女子
サッカーチーム「福岡Ｊ・アンクラス」の選手が指導します。③２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）。④自転車の
乗り方を学びます。li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①初め
てテニスをする５歳～小学３年生（今年４月時点）②５歳～中学生の女子（今年４
月時点）③小学生以上④４歳～小学生と保護者のペアy①600円②③無料（③は
ポールレンタル代300円）④１組500円e①②往復はがき（〒811-0204東区奈多
1302-53）かファクス、来所で、３月５日（必着）までに同センターへ。ホームページ
でも受け付けます。③当日午前９時45分から球技場管理棟で受け付けます。④
当日午後３時半から管理事務所で受け付けます。

内容 日時 定員
①雁の巣ジュニアテニス教室 ３／14（日）10:00～12:00 30人（抽選）
②「福岡Ｊ・アンクラス」による
　初心者サッカー教室 ３／14（日）10:30～12:00 100人（抽選）

③ノルディック・ウォーキング教室 月曜日10:00～11:30
（祝休日を除く） 各30人（先着）

④ガンレクじてんしゃ教室 月曜日16:00～17:00
（祝休日を除く） 各５組（先着）

講座・教室

西部運動公園　テニススクールキャンペーン

　３月１日～５月31日に入会した人は入会金、初月レッスン料（４回分）が無料。詳
細は問い合わせを。d平日午前９時～午後１時の間でクラス別に開講（週１回の
連続講座）※受講日時は入会後に調整li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-
0549c10人（先着）yレッスン料（８回分）＝１万500円e電話か来所で、２月15日以
降に同公園へ。

講座・教室

終活応援セミナー 〜「住み慣れた街で、最期まで、自分らし
く」生き抜くために〜（オンライン）

　終活について学ぶための動画を市ホームページで配信します。d２月15日㈪
午前９時～３月14日㈰午後６時i市社会福祉協議会終活サポートセンターa 

720-5356f751-1509y無料e不要

講座・教室
合せ先へ。y500円i県後期高齢者
医療広域連合お問い合わせセンター
a651-3111f651-3901
個人市県民税・所得税の申告書は
自宅で作成できます

　市県民税申告書は市ホームページ
で作成できます。印刷して郵送で提出
してください。所得税の確定申告書
は国税庁のホームページで作成で
き、e-Tax（電子申告）に登録すればパ
ソコン等でオンライン送信できます。
いずれも申告期限は３月15日まで。早
めの申告をお願いします。i ▽ 個人
市県民税＝各区課税課 ▽所得税＝各
税務署

イータ君

労働者と使用者のトラブルの解
決をサポートします

　いずれも無料。【労働者個人と使用
者のトラブル】福岡労働者支援事務
所a735-6149【労働組合と使用者の
トラブル】県労働委員会a643-3980 
i県労働委員会事務局調整課a643-
3980f641-4455
看板の安全点検をお願いします

　看板の落下防止のため、自主的な
点検・確認をお願いします。専門業者
による点検等を希望する場合は、市
ホームページに掲載の屋外広告業登
録業者へ。i都市景観室a711-4395 
f733-5590
福祉乗車券・高齢者乗車券の手続
きはお済みですか

　交付額は申請月によって変わります
（４月になると減額になります）。まだ
申請していない人は郵送で申請して
ください（高齢者乗車券はオンライン
でも可）。申請書は市ホームページか
らダウンロードもできます。詳細は問
い合わせを。i ▽ 高齢者乗車券につ
いて＝高齢者乗車券郵送受付セン
ターa0120-502-633f0120-880-219 ▽
福祉乗車券について＝各区福祉・介
護保険課（精神障害者保健福祉手帳
を持つ人は健康課）
寒波に伴う漏水量は料金減額の
対象となります

　１月７日から11日にかけての寒波に
よって水道管（給水管）などが破損し、
漏水した場合は、寒波後直近検針時
の使用水量から漏水量分を差し引い
て料金を算定できます。その際、修理
内容の確認のため工事店が発行した
領収書などが必要です。手続きの詳
細は住所地の水道局営業所へ。iお
客さまセンターa532-1010 f533-7370

お知らせ
市政アンケート調査にご協力くだ
さい

　市民の皆さんの声を市政に反映さ
せるため、年６回程度「市政アンケート
調査」を実施しています。住民基本台
帳から無作為に抽出した人に、協力員
就任を依頼する文書を２月中旬から
送付します。i広聴課a711-4067f 

733-5580
「市母子福祉会芙蓉（ふよう）基
金」一人親家庭等を支援する団体
に助成します

　詳細はホームページで確認するか
問い合わせを。【対象】市内で活動す
る社会福祉分野の団体等が実施する
事業や調査・研究など【助成金額】事
業に要する経費の９割（上限あり）【申
込書の配布】市社会福祉協議会地域
福祉課（中央区荒戸三丁目）、各区社
協事務所で【申込期間】 ▽第１次申し
込み＝３月31日まで ▽第２次申し込み
＝４月１日～９月30日（いずれも必着）
i同課a791-6339f713-0778

市総合図書館を休館します
　図書特別整理のため、３月８日㈪～
15日㈪は休館します。i同図書館a 

852-0600f852-0609
ふくふくプラザ福祉図書･情報室
を休室します

　図書整理のため、２月16日㈫～22日
㈪は休室します。i同室a731-2946f 

731-2947
ふくおか「働き方改革」推進企業
を認定します

　【対象】市内に本店または主たる事
務所を有する企業【要件】年次有給休
暇の取得促進や仕事と子育ての両立
の支援など、市が定める基準を満たし
ていること【申請書の配布】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２階）、情
報プラザ（市役所１階）などで。市ホー
ムページにも掲載【申請期間】３月１日
～31日（消印有効）i経営支援課a 

441-1232f441-3211
年に一度は健康診査を受けましょ
う

　県後期高齢者医療制度の被保険者
を対象に健康診査を実施していま
す。生活習慣病で治療中の人も受け
ることができます。今年度の受診期限
は３月31日です。受診を希望する人
は、実施医療機関に事前に電話で相
談してください。実施医療機関が分か
らない場合や受診票の再発行は問い
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か問い合わせを。d①４月２日～30日
の水・金曜日、５月７日～６月２日の月・
水・金曜日午前９時40分～正午（４月２
日、７日、９日は午前10時から）②４月４
日㈰、11日㈰午前８時半～午後５時半
③④４月４日～25日の日曜日午前９時
半～午後４時半⑤４月４日～５月９日の
日曜日午前10時～午後４時（５月２日
を除く）l①アミカス（南区高宮三丁
目）②③⑤同協会（東区千早五丁目）
④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）i同協会a671-6831f672-2133
t①②不問③日本語入力、マウス操
作ができる人④エクセルでの簡単な
名簿作成およびデータベース編集経
験者⑤パソコン初心者c①25人②40
人③④⑤15人（いずれも先着）y①⑤
２万円②8,000円（テキスト代別）③２
万2,000円④２万3,000円e電話か来
所で、２月①②③16日④⑤17日以降に
同協会へ。

老人福祉センター早寿園　働き
たいシニアのための企業説明会

d３月11日㈭午後１時半～３時li同
園（早良区重留七丁目）a804-7750f

804-7751t市内に住むおおむね60歳
以上c20人（先着）y無料e電話か
来所で、２月15日以降に同園へ。
アクティブシニアしごと合同説明
会

d３月20日（土・祝）午前11時半～午後０
時50分、１時40分～３時l福岡国際会
議場（博多区石城町）i県70歳現役
応援センターa432-2540f432-2513 
tおおむね60歳以上c各70人（先着）
y無料e電話かファクスで、２月15日
以降に問い合せ先へ。
老人福祉センター東香園　アク
ティブシニア就労合同企業説明
会

d３月３日㈬午前11時～午後０時半
li同園（東区香住ケ丘一丁目）a

671-2213f671-2214t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、２月15日以
降に同園へ。
シニア活躍応援 初心者のため
のコールセンターのお仕事セミ
ナー
仕事内容や求められる技能につい

ての説明、電話対応の業務体験など。

d３月１日㈪午後２時～４時lふくふく
プラザ（中央区荒戸三丁目）iシニア
活躍応援セミナー事務局（パーソル
テンプスタッフ内）a433-7780f287-
9330t市内に住むおおむね60歳以上
c30人（先着）y無料e電話かファク
スで、２月15日以降に問い合わせ先
へ。定員を超えた場合のみ通知。

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。d２月20日㈯午前10時
～午後４時（受け付けは３時半まで）
l南市民センター２階（南区塩原二丁
目）i県行政書士会a641-2501f641-
2503y無料e不要

交通事故相談
　損害賠償・示談の仕方等の相談に、
電話や面接で応じます。 ※面接相談
は３月１日実施分から予約が必要（各
日先着３人）。d平日午前９時半～午後
４時（正午～午後１時は除く）li市
役 所 市 民 相 談 室a711-4097f733-
5580y無料e３月１日以降の面接を
希望する場合は、電話か来所で、希望
日の前日までに問い合わせ先へ。

不動産の街頭無料相談会
　賃貸・売買などの不動産に関する
疑問や相談に応じます（宅地建物取
引業者を除く）。契約書類など関係書
類があれば持参。d３月６日㈯午前11
時～午後４時l天神地下街１番街イ
ベントコーナー（中央区天神二丁目）
i全日本不動産協会福岡県本部事務
局a461-1125f461-1165y無 料e不
要
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。d３月12日㈮午前10
時～午後３時lなみきスクエア（東区
千早四丁目）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、前日までに
問い合わせ先へ。

相 談

り。 ▽通訳の実務経験３年以上 ▽実用
英語技能検定１級またはTOEIC900点
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】アジア
太平洋都市サミット担当（市役所８
階）、情報プラザ（同１階）、各区役所情
報コーナー、入部・西部出張所で。市
ホームページにも掲載【申込期間】２
月19日（消印有効）までi同担当a

711-4028f733-5597
アジア太平洋都市サミット企画運
営推進員を募集

　情報の収集・整理・発信、会議運営、
レセプションなどのイベント実施の支
援業務に従事。【資格】 ▽展示会や国
際会議等のイベントなどに関わる業
務の実務経験１年以上 ▽ウェブサイト
の管理、広告物の制作、広報・宣伝・情
報発信等に関する実務経験―などの
要件あり【任用期間】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】アジア太平洋都市サミット
担当（市役所８階）、情報プラザ（同１
階）、各区役所情報コーナー、入部・西
部出張所で。市ホームページにも掲
載【申込期間】２月19日（消印有効）ま
でi同担当a711-4028f733-5597

市特定保健指導員を募集
　南区健康課で特定健診等に伴う保
健指導・特定保健指導および事務処
理等に従事。【資格】保健師資格【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
区健康課で。市ホームページにも掲
載【申込期間】２月25日（必着）までi

南区健康課a559-5116f541-9914

障がい者虐待相談員を募集
　障がい者支援課（市役所12階）で障
がい者虐待防止に係る相談・支援業
務に従事。【資格】次の要件を全て満
たす人。 ▽社会福祉士、精神保健福祉
士、保健師いずれかの資格を有する

▽福祉の分野での相談支援等の実務
経験が２年以上【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）、各区福祉・介護保険課、
各区健康課で。市ホームページにも
掲載【申込期間】２月26日（必着）まで
i障がい者支援課a711-4985f711- 
4818

福岡地区職業訓練協会の講習
①商業簿記３級試験対策講座②ガ

ス溶接技能講習③パソコン「ホーム
ページ作成（HTML/CSS編）」講習④パ
ソコン「エクセル VBA マクロ」講習⑤
パソコン「ワードできれいに文書作
成」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

しごと

令和３年度市立学校臨時教職員
の選考試験の申し込み受け付け

　令和２年度中に勤務可能な人につ
いても受け付け中。【募集区分】講師、
養護助教諭、学校栄養職員、実習助
手、事務職員【資格】免許を有するか
取得見込みの人（区分により異なる） 

【実施要項・申込書の配布】教職員第
１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i同課a711-4754f733-5536
市立小中学校・特別支援学校の年
休代替職員を募集

　職員の休暇時などに月２～３日程度
職務を代行。【募集職種】①特別支援
学校介助員②特別支援学校給食介助
員③学校看護師【資格】①②不問③
看護師【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・西部出張所で。市
ホームページにも掲載【申込期間】２
月19日（消印有効）までi同センター
a845-0015f845-0025

市場課職員を募集
　中央卸売市場（中央区長浜三丁目）
で①市場関係事業者の検査業務②食
肉市場の管理・運営業務―に従事。

【資格】①簿記２級以上の有資格者か
つ財務・経理・会計に関する業務に３
年以上の経験を有する人②卸売市場

（卸売業者や仲卸業者等）の業務また
は食肉の卸売や流通関係の業務に３
年以上の経験を有する人【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】同課（中央
区長浜三丁目 市場会館12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】２月19日（必
着）までi同課a711-6404f711-6418

国際渉外担当員（英語）を募集
　通訳・翻訳業務、アジア太平洋都市
サミット等に関する業務に従事。【資
格】次の全てを有する人。他要件あ

※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。

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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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



３月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人y①500円②～⑥
無料e①②はがきかファクス、来所で、２
月19日（いずれも必着）までに同施設
へ。③電話かファクス、来所で、希望日の
３日前までに同施設へ。④⑤⑥電話か
ファクス、来所で同施設へ。随時受け付
け。①②は当選者のみ通知。

②の作品例

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

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①～⑪３月６日㈯、７日㈰、９日㈫、14日
㈰、21日㈰、27日㈯、28日㈰午前８時半
～10時半（９日は午後６時～７時）⑫３月６
日㈯、21日㈰午前８時半～10時半、９日
㈫午後６時～７時⑬３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 対象年齢 費用
①よかドック 40～74歳 500円
②よかドック30 30～39歳 500円
③胃透視検査 40歳以上 600円
④胃がんリスク検査 35歳か40歳 1,000円

園芸講座 果樹の接ぎ木の方法と実習
d２月25日㈭、26日㈮午後１時半～３時
半c各30人（先着）y無料e電話かファ
クスで、２月18日以降に同公園へ。
早春の山野草展示会
d３月５日㈮～７日㈰午前９時～午後４時
半y無料
園芸講座 さつき盆栽の植え替えと管理
　サツキの生育の基本である植え替え
作業を学びます。d３月７日㈰午後１時
半～３時半c20人（先着）y無料e電話
かファクスで、２月28日以降に同公園へ。

※いずれも入園料別。
「すてない暮らし」はじめよう 生ごみと
雑草の堆肥づくり講座
　講師は循環生活研究所理事の木村真
知子氏他。d２月27日㈯午前10時～11
時半（受け付けは９時半から）c20人（先
着）y700円e不要
旬の植物ガイド
　解説員の説明を聞きながら、園内の
植物を観察します。d３月13日㈯午後１
時半～３時半（受け付けは１時から）c30
人（先着）y無料e不要

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。d３月６日㈯午前11時半
～正午c25人（先着）
③種の形の不思議

植物の種の模型＝写真＝を作って飛
ばし、遠くへ飛ぶ仕組みを学びます。d

３月13日㈯午前10時半～11時c25人（先
着）

※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、２月17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ビー玉万華鏡をつくろう
d３月６日㈯午前10時半～11時t小学１
～３年生c15人（先着）

アミカス相談室（日常生活でのさまざまな問題についての相談）
相談名 相談方法 日時 電話

総合相談 電話
面接（要予約）

毎日10:00～16:30 ※第２･４月曜
日のみ10:00～20:00（祝休日は
16:30まで）

526-3788法律相談 面接（要予約） 第１～４水曜日の13:00～16:00
（祝休日を除く）

お仕事帰りの法律相談 面接（要予約） 第４月曜日の18:00～20:00（祝
休日を除く）

男性のための相談ホットライン 電話 第１～３月曜日の19:00～21:00
（祝休日を除く） 526-1718

ＤＶ（ドメスティックバイオレン
ス）相談ダイヤル 電話 毎週水･木曜日の10:00～16:00 526-6070

３月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人y①100円②④無
料③200円e①②③往復はがきかファク
ス、来所で、３月①６日②８日③15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。④電話かファ
クス、来所で、３月２日以降に同施設へ。

内容・日時 定員
①リサイクルせっけん作り　
３／16㈫10:00～11:30

６人
（抽選）

②ボランティアが教える包丁研ぎ　
３／18㈭、23㈫10:00～12:00

各４人
（抽選）

③古布でぞうり作り
３／26㈮10:00～13:00

９人
（抽選）

④生ごみリサイクル相談会
３／28㈰10:00～11:30

10人
（先着）

⑤胃内視鏡検査
50歳以上
の偶数年
齢者

1,800円

⑥乳がん検診 40～49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑦子宮けいがん検診 20歳以上 400円
⑧大腸がん検診 40歳以上 500円
⑨肺がん検診 40～64歳 500円
⑩結核・肺がん検診 65歳以上 無料
⑪ 喀痰（かくたん）細胞診

検査 50歳以上 700円

⑫骨粗しょう症検査 40歳以上 500円
⑬歯周病検診 18歳以上 1,000円

※３月６日㈯、９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。

内容・日時 定員
①残り布でワイヤーバッグ作り
３／４㈭、11㈭、18㈭13:00～16:00

（連続講座）
８人

（抽選）

②入園・入学グッズ作り
３／５㈮10:00～13:00

８人
（抽選）

③ハーブ入りリサイクルせっけん
作り　水曜日10:30～11:30

各５人
（先着）

④食品トレイでマグネットインテリ
ア 毎日10:30～15:30の30分程度 ―

⑤はぎれ（布・革）で作るストラップ　
毎日10:30～15:30の30分程度 ―

⑥木の枝フォトスタンド
毎日10:30～15:30の30分程度 ―

食品ロスを考えよう 映画「もったいな
いキッチン」上映会
　キッチンカーで全国各地を巡り、捨て
られてしまう食材をおいしい料理に変え
る物語です。d３月28日㈰午前10時20分
～、午後１時～、３時～（各95分）c各20人

（先着）y無料e電話か来所で、２月16
日以降に同施設へ。

臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒812-0051 東区箱崎ふ頭四丁目13-42　a６４２-４６４１ f６４２-４５９８
o午前10時～午後５時 x月曜日（祝休日のときは翌平日）

西部３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒819-0162 西区今宿青木1043-２　a8８２-３１９０ f8８２-４５80
o午前10時～午後５時 x月曜日（祝休日のときは翌平日）

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。

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）

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）

花畑園芸公園
〒811-1353 南区柏原七丁目571-１
a５６５-５１１４ f５６５-３７５４
o午前９時～午後５時 ※園芸相談

（a566-3987）は午前10時～正午、午
後１時～４時x月曜日（祝休日のときは
翌平日） ※園芸相談は木曜日も休み。

①のビー玉万華鏡
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●催し名など（コースも）　 ●氏名（ふりがな）　 ●電話番号
●郵便番号・住所 ●年齢 ●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

施設の情報

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報




