
市科学館　
サイエンスショー「まわれ、まわれ、ぐるぐる大実験」

　遠心力に着目して、さまざまな実験を行います。開催日時など詳細はホーム
ページで確認を。d開催中〜４月30日㈮x火曜日（祝休日のときは翌平日） ※３
月25日㈭〜４月６日㈫は開館li市科学館（中央区六本松四丁目）a731-
2525f731-2530c各回30人（先着）y無料（基本展示室の入場券が必要）e不要

催 し

福岡城ならではの春の楽しみ方　
①着物着付け②乗馬体験③福岡城黒田茶屋

　福岡城で着物の着付けや乗馬が楽しめるほか、土産などを販売する「福岡城
黒田茶屋」もオープンします。未就学児は保護者同伴。詳細は問い合わせを。d

３月27日㈯〜４月６日㈫午前10時〜午後４時 ※②は期間中の土日のみ。③は５月
９日㈰までl①三の丸スクエア②③福岡城むかし探訪館（いずれも中央区城内）
i①③福岡城 舞遊の館a707-3191f707-3193②福岡城サムライライディング

（ココペリウエスタンライディング内）a090-7398-0302m kokopelli.boss@gmail.
comy①１時間散策プラン2,000円から②５分1,500円から（未就学児は別途500
円）③入場無料e①電話で３月16日以降に福岡城 舞遊の館へ。②来所で当日午
前９時半以降に福岡城むかし探訪館へ。③不要。

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（３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。
３月20日（土・祝）

a651-0022八木病院（東区馬出二丁目21-25）	

	秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
３月21日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
３月28日㈰

a641-2761	千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525

※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。

a＃7119

　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２
月26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。
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●●土・祝

2九州・中高校生吃
きつおん

音者のつどい

　悩みや体験を分かち合うグループワークを実施。オンラインでの参
加も可。詳細はホームページで確認を。d午前10時半〜午後４時lあ
すみん（中央区今泉一丁目）i福岡言友会・立川a080-7059-3309m 
ktkt20090322@gmail.comt吃音のある小学６年生〜高校生と保護者
などc会場36人、オンライン45人（いずれも先着）y500円、高校生以
下無料eホームページで受け付けます。
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4市民防災の日講演会　豪雨災害からの避難「いつ？」
「どこに？」〜避難スイッチとセカンドベスト〜

　京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授の矢守克也氏に
よる講演の動画を、ユーチューブで配信します。詳細は市ホームペー
ジで確認を。d３月20日（土・祝）午前９時〜31日㈬午後11時59分i地域
防災課a711-4156f733-5861y無料e不要
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●木

3老人福祉センター東香園
紙芝居で学ぶ終活セミナー＆相談会

　行政書士から学びます。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
かファクスに応募事項と相談会への参加を希望する場合はその旨を
書いて、３月16日以降に同園へ。来所でも受け付けます。
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　開館10年の感謝を込めたイベントを開催。博多織や博多人形など
伝統工芸品の福袋の販売やオリジナルグッズが当たる抽選会のほ
か、博多人形「福の神」絵付けワークショップなどもあり。詳細は問い
合わせを。 ※同館は３月30日㈫を最後に一度休館し、４月下旬から市
博物館に一時移転します。d３月25日㈭〜30日㈫午前10時〜午後６時

（入館は５時半まで。最終日は５時まで）li同館（博多区上川端町）
a409-5450f409-5460y入場無料e不要
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3ひとり親家庭支援センター
ひとり親家庭の春休み学習教室

　大学生ボランティアによる学習支援やパソコン講師によるプログラ
ミング体験などを行います。d３月25日㈭、26日㈮、27日㈯、30日㈫午
後１時半〜３時半（連続講座）li同センター（中央区大手門二丁目）
a715-8805f725-7720t市内に住む一人親家庭の小学３〜６年生
c10人（先着）y無料e電話か来所で、３月16日以降に同センターへ

（月曜休館）。
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2ウエルネスレストラン開放D
デ ー

ay in あいれふ 
〜あなたの食事をチェックしませんか〜

　料理モデルを使って、バランスの良い食事について学びます。d午
前10時、11時、午後１時、２時から（各40分）lウエルネスレストラン（中
央区舞鶴二丁目 あいれふ２階）i健康づくりサポートセンターa751-
2806f751-2572c各８人（先着）y無料e電話かメール（m yoyaku@
kenkou-support.jp）に応募事項と希望時間を書いて、３月15日以降に
同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

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3月15日 14催し 講座

教室 講演

福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	

福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001	

a608-0001	



雁の巣レクリエーションセンター　
ノルディック・ウォーキング教室

　２本のポール（ストック）を使った、運動効果の高い歩き方を学びます（３km程度
歩きます）。雨天中止。d月曜日午前10時〜11時半（祝休日を除く）li同セン
ター（東区奈多）a606-3458f607-9057t小学生以上（小学生は保護者同伴）c

各30人（先着）y無料（ポールレンタル代300円）e当日午前９時45分から同セン
ター球技場管理棟で受け付けます。

講座・教室

福北連携コーナー
諸星大二郎展　異界への扉

　漫画家・諸星大二郎氏のデビュー50周年を記念した展覧会。漫画原稿のほ
か、同氏の作品に関わりの深い美術作品や歴史・民俗資料なども展示します。
d３月20日（土・祝）〜５月23日㈰午前11時〜午後７時（入館は６時半まで）x火曜
日（３月30日、４月６日、５月４日は開館）li漫画ミュージアム（北九州市小倉北
区浅野二丁目 あるあるCity５階）a093-512-5077f093-512-5130y一般1,000
円、中高生500円、小学生300円、未就学児無料

介護実習普及センター　ミニ展示 備えて安心防災グッズ

　緊急時に担架代わりになる災害備蓄用高機能マットレスなどを展示します。d

開催中〜３月31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 東障がい者フレンドホーム　よさこい教室

　木製の打楽器・鳴子を使って、音やリズムに合わせて踊ります。d４月17日〜来
年３月19日の第３土曜日午後２時〜３時（連続講座）li同ホーム（東区松島三丁
目）a621-8840f621-8863t市内に住む障がいのある11歳以上c８人（先着）y

無料e電話かファクス、来所で、３月16日以降に同ホームへ。

講座・教室

精神保健福祉センター

　いずれも連続講座。事前面談あり。詳細は問い合わせを。lあいれふ（中央区
舞鶴二丁目）i同センターa737-8825f737-8827y無料e電話（a737-8829 ※
火・木曜日午前10時〜午後１時）かファクスで同センターへ（②は４月15日締め切
り）。

内容 日時 対象 定員（先着）
①アルコールの問題を抱
える家族のための教室

５月〜９月の原則第１水曜
日14:00〜16:00

飲酒問題に悩
む家族 10人

②ひきこもりの問題を抱
える家族のための教室

５月〜９月の原則第２水曜
日14:00〜16:00

引きこもり者
の家族 15人

③薬物の問題を抱える家
族のための教室

５月〜９月の原則第３水曜
日14:00〜16:00

薬物依存問題
に悩む家族 10人

④薬物依存症回復支援プ
ログラム〜薬物使用をや
めたい人・やめ続けたい
人へのプログラム〜

第２・４金曜日（時間など詳
細は問い合わせを）

薬物使用をや
めた い（ や め
続けたい）人

10人

講座・教室

応募等のはがきの料金は 63 円です。
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他

2博多ガイドの会　山王の神と桜と地下神殿コース

　山王公園（博多区山王一丁目）内の日吉神社と山王雨水調整池（地
下施設）を見学します。現地解散。d３月26日㈮、29日㈪午前10時〜正
午l集合はＪＲ博多駅筑紫口i博多区企画振興課a419-1012f434-
0053t小学生以上（小学生は保護者同伴）c各12人（先着）y700円

（別途バス代片道190円）e電話で３月15日午前９時以降に同課へ。
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他

3城南障がい者フレンドホーム
①春休み一人一花講座②春休みお菓子講座

①ハーバリウムを作ります。②タルトタタンを作ります。d３月①26
日㈮午後１時半〜３時②30日㈫午後１時半〜３時半li同ホーム（城
南区南片江二丁目）a861-1180f861-1123t市内に住む小学生と障
がい児（小学３年生以下は保護者同伴）c各８人（抽選）y①600円②
500円e電話かはがき（〒814-0143城南区南片江２-32-１）、ファクス、
メール（m jyonan.f@c-fukushin.or.jp）、来所で、３月16日〜①21日②26
日（いずれも必着）に同ホームへ。
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●土

3アンスティチュ・フランセ九州　フランス語入門デー

　４月３日㈯から開講の春期フランス語講座の体験レッスン。ウェブ会
議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したオンライン授業も実施。入門
者向けや経験者向けなど、さまざまなコースがあります。時間など詳
細はホームページで確認するか問い合わせを。liアンスティチュ・
フランセ九州（中央区大名二丁目）a712-0904m kyushu@institutfra
ncais.jpc対面各10人（先着） ※オンラインは定員なしy無料e電話
かメールで、３月26日までに問い合わせ先へ。
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●土
他

2かなたけの里公園
①春の里山観察会②タケノコわくわく収穫体験

①小学生以下は保護者同伴。②収穫したタケノコは持ち帰り可（１
組当たり２㎏程度）。中学生以下は保護者同伴。詳細は問い合わせを。
d①３月27日㈯午前10時〜正午②４月10日㈯、11日㈰午前10時〜午後
３時li同公園（西区金武）a811-5118f400-0147c①30人（先着）②
各15組（抽選。１組５人まで）y①無料②１組1,500円e①電話か来所
で、３月15日以降に同公園へ。②往復はがき（〒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３月15
日〜24日（消印有効）に同公園へ。
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●火

2東区、よかまち・よかとこ歩
さ ん ぽ

・歩・歩
「名島 春の史跡と桜めぐり」散策

　名島水上飛行場跡や黒崎海岸、名島神社などを巡ります。d午前10
時〜午後０時半l集合は西鉄名島駅前i東区歴史ガイドボランティ
ア連絡会・安部a090-8393-6145f603-6200c20人（抽選）y300円e

往復はがき（〒812-8653住所不要）に参加者全員の応募事項を書いて、
３月22日（必着）までに東区生涯学習推進課へ。

4/

3
●土

3月隈パークゴルフ場　パークゴルフ初心者教室

　講義と実技。中学生以下は保護者同伴。d午前10時〜正午li同
ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a504-5333f586-5388c８人（先着）
y1,000円e電話かファクス、来所で、３月16日以降に同ゴルフ場へ。

4/

3
●土
他

2花畑園芸公園　①春の山野草展示会
②園芸講座「山野草講座（野生バラの鉢植え）」

d①４月３日㈯、４日㈰午前９時〜午後４時半②４月４日㈰午後１時半〜
３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-3754c①なし
②30人（先着）y無料e①不要②電話かファクスで、３月28日以降に同
公園へ。

4/

4
●日

4東図書館　「いいんだよ」は魔法の言葉
立花高校の齋藤先生と教育について考える

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中学生以上c50人（先着）y無料e電話か
来所で、３月15日以降に東図書館（なみきスクエア内）へ。

4/

5
●月
他

3初心者・中級者向けパソコン講座

　パソコン入門、ワードやエクセルの入門・中級講座、インターネット
など各コースあり。詳細は問い合わせを。d４月５日㈪〜５月13日㈭ ※
各コース週１回の講座を計５回受講（土日祝日を除く。１回２時間）li

市シルバー人材センター西出張所（西区姪の浜四丁目）af881-
7266t20歳以上のパソコン初心者・中級者c各５人（先着）y7,500円

（テキスト代別）e電話かファクス、メール（m sjcitgroup55@gmail.
com）、来所で、３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。

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



S
スマートニュース
martNewsで市の情報が見られます

　スマホ・タブレット向けニュース閲覧アプリ「SmartNews」に、市
の最新情報やイベント情報などを配信しています。アプリは右
のコードからインストールできます。詳細は市ホームページに
掲載。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

あいくる（中央児童会館）　３・４月の事業 

　未就学児は保護者同伴。liあいくる（中央区今泉一丁目）a741-3551f741-
3541c①15人②各15人③20組（いずれも先着。③は１組１個）y①②無料③100
円e①②当日正午から整理券を配布。③電話かファクス、来所で、４月１日以降に
あいくるへ。

内容 日時 対象

①お手玉あそび ３／20（土・祝）14:00〜15:30 幼児〜高校生

②なわとびあそび ３／30㈫14:00〜14:40、
15:00〜15:40 小中高生

③おもちゃびょういん ４／18㈰10:00〜14:00 幼児〜高校生

　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。

催 し

市スポーツ協会

　①②は希望回のみの参加可。l市民体育館（博多区東公園）i同協会a645-
1231f645-1220t①50歳以上②18歳以上③小学３〜６年生y①②１回300円③
4,500円e①②電話（a080-8383-8673・平日午前９時〜午後５時）で、 ▽４月開催分
は３月29日以降 ▽５月開催分は４月26日以降 ▽６月開催分は５月24日以降―に同
協会へ。③ホームページで３月15日〜31日に受け付けます。③は当選者のみ通
知。

内容 日時 定員

①大人のゆとりスポーツクラ
ス（レクダンスや卓球など） ４／６〜６／29の火曜日

①10:00〜11:00
②10:45〜11:45

（４／20、５／４、18、６／15を除く）

各回30人
（先着）

②にこにこトレーニング（肩
凝り解消など毎回テーマを
決めてトレーニングします）

各回20人
（先着）

③運動能力向上 NOVASPO（ノ
バスポ）スクール

４／15〜７／１の木曜日
18:15〜19:15（４／29、５／６、６／
10を除く。連続講座）

25人
（抽選）

講座・教室

春季イタリア語教室 
①中級会話コース②初中級コース③初めてコース

　いずれもウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」による連続講座。詳細はホーム
ページで確認を。d①４月22日〜７月15日の木曜日午後７時〜８時半（４月29日を
除く）②４月26日〜７月26日の月曜日午後６時半〜８時（５月３日、７月19日を除く）
③４月27日〜７月20日の火曜日午後６時半〜８時（５月４日を除く）i福岡日伊協
会a476-2153（平日のみ）f476-2634c各10人（先着）y１万8,000円（テキスト代
別）eファクスかメール（m aigfukuoka2@galaxy.ocn.ne.jp）に応募事項と希望
コースを書いて、同協会へ。

講座・教室

早良障がい者フレンドホーム　４月開講定期教室

　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（早良
区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763e電話かファクス、来所で、３月16日〜
25日に同ホームへ。

内容 日時

リトミック教室 ４／11〜来年３／13の日曜日10:00〜11:00

リハビリ教室（スポーツ） ４／15〜来年３／24の木曜日10:00〜12:00

リハビリ教室（パソコン） ４／15〜来年３／24の木曜日10:00〜12:00

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。

4/

8
●木

3さざんぴあ博多　フラワーアレンジメント体験教室

d午後１時半〜２時半liさざんぴあ博多（博多区南本町二丁目）
a502-8570f502-8571c12人（先着）y1,500円e電話か来所で、３月
17日以降に問い合わせ先へ。

4/

10
●土

3市総合体育館　ノルディックウォーキング講習会

　２本のポールを使った、運動効果の高い歩き方を学びます（施設周
辺を３km程度歩きます）。初心者向け。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c10人（先
着）y500円e電話か来所で、３月16日以降に同体育館へ。

4/

16
●金

2九州交響楽団 定期演奏会

　ブルックナーの交響曲第８番ハ短調を演奏します。未就学児は入場
不可。d午後７時〜９時lアクロス福岡シンフォニーホール（中央区天
神一丁目）i九響チケットサービスa823-0101f822-8833y全席指定
Ｓ席5,700円、A席4,700円、B席・車いす席3,600円、学生席1,500円n４カ
月〜就学前（1,000円。前日までにテノ.サポートa0120-8000-29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。

4/

17
●土
他

3市障がい者スポーツ協会　障がい者ソフトボール教室

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d４月17日、５月
15日、６月５日、7月31日、８月７日、９月４日いずれも土曜日午前９時半〜
正午（月１回の連続講座）l西南杜（もり）の湖畔公園（城南区七隈六
丁目）i同協会a781-0561f781-0565t市内に住むか通勤・通学する
知的障がいのある中学生以上（チームでの参加も可）c35人（抽選）
y500円eホームページに掲載、または同協会（中央区荒戸三丁目 ふ
くふくプラザ３階）、情報プラザ（市役所１階）、さん・さんプラザ（南区
清水一丁目）で配布する申込書を３月15日〜29日（必着）に同協会へ。

4/

18
●日

3 LGBTライフプランセミナー

　性的マイノリティー（少数者）向けに、不動産購入や生命保険の加
入、財産分与などライフプランについて専門家が話します。オンライ
ンでの参加も可。当日午後６時〜４月25日㈰午後６時に録画映像の再
配信もあり。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午後
３時〜４時55分l三好不動産セミナールーム（中央区天神二丁目）i

三好不動産a725-5000m mfriends344@miyoshi.co.jpc会場18人（先
着） ※オンラインは定員なしy無料eメールで問い合わせ先へ。ホー
ムページでも受け付けます。再配信の視聴は当日午後９時までに申し
込みを。

4/

20
●火
他

2西区歴史よかとこ案内人と巡る 
陽春の歴史探訪ウォーキング

　①小田観音や三所神社、徳門寺など②壱岐神社や生の松原元寇
（げんこう）防塁、熊野神社など―を巡ります。d４月①20日㈫②26日
㈪いずれも午前９時半〜午後３時l①集合はＪＲ九大学研都市駅、解
散は昭和バス畑中バス停②集合はＪＲ下山門駅、解散は西鉄バス中村
バス停i西区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128m nishiku
yokatoko@gmail.comy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、希望日の７日前（必着）まで
に同事務局へ。

情報BOX 福岡市政だより
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室

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



西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・料金など詳細は問い合わせを。li同ホーム（西区
内浜一丁目）a883-7017f883-7037e電話かファクスに応募事項と②は希望時
間も書いて、３月15日〜４月２日に同ホームへ。来所でも受け付けます。

内容 日時
①陶芸教室 ４／９〜来年３／25の第１〜４金曜日10:00〜12:00

②こども書道教室 ４／10〜来年３／12の第２土曜日10:00〜11:00、
11:00〜12:00

③健康マット体操教室 ４／13〜来年３／22の第２・４火曜日10:00〜11:30
④リハビリヨガストレッチ教室 ４／15〜来年３／17の第１・３木曜日10:30〜12:00
⑤ヨガストレッチ教室 ４／15〜来年３／17の第１・３木曜日13:30〜15:00
⑥こども絵画・創作教室 ４／17〜来年３／19の第３土曜日15:00〜16:30
⑦わいわいクラブ教室 ４／28〜来年３／23の第４水曜日10:00〜12:00
⑧歌クラブ教室 ６／２〜来年３／２の第１水曜日13:00〜15:00

講座・教室

南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・料金など詳細は問い合わせを。li同ホーム（南区
清水一丁目）a541-5858f541-5856e電話かファクス、来所で、３月29日までに同
ホームへ。

内容 日時
書道 ４／１〜令和５年３／16の第１・２・３木曜日10:00〜12:00

ボイストレーニング ４／２〜来年３／18の第１・３金曜日10:00〜11:00、11:15
〜12:15

親子陶芸 ４／３〜来年３／５の第１土曜日10:30〜12:00

絵画（水彩画） ４／５〜来年３／28の月曜日10:00〜12:00

ペン（鉛筆、ペン習字） ４／７〜令和５年３／15の第１・２・３水曜日10:00〜12:00

習字 ４／10〜来年３／12の第２土曜日10:30〜12:00

陶芸 ４／13〜令和５年３／28の第２・４火曜日10:00〜12:00

講座・教室

福岡城 春の和装撮影会

　着物（①はかま③白むくと色打ち掛け）を着付けし、プロのカメラマンが約50
カット撮影します。写真データは後日CD-Rで渡します。①②は保護者同伴。詳細
は問い合わせを。d開催中〜４月４日㈰午前10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）a707-3191f707-3193e電話で３月16日以
降に同館へ。ホームページでも受け付けます。

内容 対象 定員 費用

①卒業記念撮影 今春卒業する
高校生以下

各日４組
（１組10人まで）１人１万円

②七五三記念撮影３〜７歳 各日４組
（１組３人まで）１組２万9,800円

③花嫁和装撮影 20歳以上 各日３組
（１組２人まで）

２万5,000円（花婿も希望する
場合は追加料金5,000円）
※３／21㈰〜４／４㈰は追加
料金１組１万円

催 し 市博物館　企画展示

　①「鬼は滅びない」絵巻や説話、祭りの道具などから鬼との戦い方を探りま
す。②「役所とハンコ」「ハンコレス」が進む中、役所とはんこの歴史をひもときま
す。③「筑前を旅する」博多の町人・奥村玉蘭が江戸時代後期に著した『筑前名
所図会』を中心に、当時の旅の様子や筑前国内の名所・旧跡を紹介します。④「水
への祈り」古代の人々と水との関わりを探ります。d４月１日㈭〜①６月13日㈰②
６月20日㈰③７月４日㈰④７月18日㈰いずれも午前９時半〜午後５時半（入館は５
時まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）li同館（早良区百道浜三丁目）
a845-5011f845-5019y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

「福岡市政だよりW
ウェブ
EB版」のご案内

　市政だよりの記事を、ホームページ（「福岡市政だよりWEB版」
で検索）で公開しています。情報BOXの記事を「催し」「しごと」「相
談」などのジャンル別に読むことができるほか、記事の検索も可
能です。スマートフォンにも対応していますので、ぜひご利用く
ださい。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから

4/

23
●金

2老人福祉センター若久園　
認知症カフェ（若久園カフェ）

　認知症への不安や心配事、認知症の人の介護について相談できま
す。d午後２時〜４時li同園（南区若久六丁目）a511-7255f511-
7558t市内に住む人c20人（先着）y無料e電話か来所で、３月23日
以降に同園へ。

4/

24
●土

3スポーツ体験塾 ①体力測定会②かけっこ教室

　①体力テスト６種目を測定します。②市陸上競技協会の講師が指導
します。d①午前10時〜正午②午後２時〜４時l市民体育館（博多区
東公園）i市スポーツ協会事業課a645-1233f645-1220t①不問②
小学生c①80人②60人（いずれも抽選）y①無料②500円eホーム
ページで３月15日〜31日に受け付けます。当選者のみ通知。

4/

27
●火
他

3市民体育館　卓球教室（入門・初級）

d４月27日〜６月29日の火曜日午前10時〜11時（５月４日、18日、６月15
日を除く。連続講座）li同体育館（博多区東公園）a641-9135f641-
9139t18歳以上c20人（抽選）y4,900円eはがき（〒812-0045博多区
東公園８-２）かファクスに応募事項と卓球経験の有無（ある場合は経験
年数）を書いて、３月15日〜31日（必着）に同体育館へ。ホームページで
も受け付けます。当選者のみ通知。

5/

8
●土
他

2背振少年自然の家　せふりの自然に親しむつどい

　キャンプや野外調理、ハイキングなどをします。d５月８日㈯午前10
時〜９日㈰午後２時（１泊２日）li背振少年自然の家（早良区板屋）a 

804-6771f804-6772t自家用車等で直接来所できる小学４年〜中学
生と保護者c24人（抽選）y大人6,500円、子ども5,000円eファクスに
参加者全員の応募事項と代表者の携帯電話番号を書いて４月８日（必
着）までに同施設へ。ホームページでも受け付けます。

5/

13
●木
他

3初心者なぎなた教室

d５月13日〜７月15日の木曜日午前11時〜午後１時（連続講座）l中
央体育館（中央区赤坂二丁目）i市なぎなた連盟事務局・松尾a090-
8402-8678f523-6426c15人（抽選）y無料（保険料別）e往復はがき

（〒815-0033南区大橋２-16-１-707）で３月15日〜４月27日（必着）に同事
務局・上玉利へ。

6/

27
●日

4日本小児科医会総会フォーラム 市民公開講座
少女まんがに見る母娘関係〜絆と呪縛のはざまで〜

　福岡大学医学部名誉教授 西村良二氏の講演をオンライン配信し
ます。詳細はホームページで確認を。d午後２時半〜３時半i同
フォーラム運営事務局（iコンベンション内）a402-1320f402-1340y

無料eホームページで聴講する際に名前と住所の入力が必要。

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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川晴氏が委嘱されました。相談方法
など詳細は問い合わせを。i福岡法
務局人権擁護部a739-4151f722-61 
83

児童扶養手当・特別児童扶養手当
制度について

　各手当とも下記に該当する児童を
監護している父母か、父・母に代わっ
て養育している人に支給します（所得
制限あり）。詳細は問い合わせを。【児
童扶養手当】離婚や死亡などで父ま
たは母と生計を同じくしていない、も
しくは父または母に重度の障がいが
ある児童（18歳の誕生日以降最初の３
月31日まで。障がいがある場合は20
歳未満）【特別児童扶養手当】身体ま
たは精神に障がいがある20歳未満の
児童（障がいを支給事由とする公的
年金を受給できる児童、児童福祉施
設などに入所している児童を除く）。
i各区子育て支援課
住居確保給付金の再支給につい
て

　同給付金は、離職、廃業または休業
等での収入減少により経済的に困窮
し住居を失う恐れのある人に対し、家
賃相当分を支給し住居の確保と就職
に向けた支援を行う制度です。これま
で一度給付金の受給が終了した人は

「雇用主の都合により新たに解雇され
た場合」のみ再受給が可能でしたが、
今年２月の改正で、受給終了後に「雇
用主都合による解雇以外の離職、廃
業、休業等により減収した場合」も再
受給が可能になりました。支給期間は
３カ月で延長はありません。詳細は市
ホームページで確認を。【申請期間】３
月31日（消印有効）までi市生活自立
支援センターa0120-17-3456f732- 
1190、同センター分室a0120-20-0607 
f791-7353
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来
年１月31日まで再延長します

　支援制度についての電話相談や、
書類の作成方法などの訪問相談を受
け付けます。また、行政書士や社会保
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市が負担しま
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a 

600-4928f687-5007
市地下鉄 通学定期券の購入につ
いて

　４月１日から、進級者（新２、３年生な
ど）の継続定期券が、定期券売り場や
自動定期券発売機に加えて駅券売機
でも購入可能になります（学生証また
は通学証明書が必要）。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
iお客様サービスセンターa734-7800 
f734-7801

「全国障害者スポーツ大会」出場
候補選手を募集

　10月23日㈯〜25日㈪に三重県で開
催される同大会に出場する選手を募
集。派遣期間は10月21日㈭〜26日㈫。
選考会あり。【種目】陸上（身体・知
的）、水泳（身体・知的）、卓球・サウンド
テーブルテニス（身体・知的・精神）、
アーチェリー（身体）、ボウリング（知
的）、フライングディスク（身体・知的）、
ボッチャ（身体） ※かっこ内は障がい
種別【対象】市内に住むか通学（所）す
る13歳以上（４月１日現在）で、身体障
害者手帳か療育手帳、精神保健福祉
手帳を持ち、令和元年度市障がい者
スポーツ大会などに出場した人（入・
通所施設、特別支援学校、手をつなぐ
育成会に属する知的障がい者は推薦
が必要）【定員】28人（予定）【申込書
の配布】情報プラザ（市役所１階）、各
区福祉・介護保険課、さん・さんプラザ

（南区清水一丁目）で。ホームページ
にも掲載【申込期間】３月12日〜４月
30日（必着）i市障がい者スポーツ協
会a781-0561f781-0565y無料
アミカス市民グループ活動支援
事業 参加グループを募集

　男女共同参画を推進する市民グ
ループの活動を支援します。支援内
容はアミカスの会場使用料の免除や
広報の支援、補助金の交付など。詳細
は問い合わせを。【募集案内の配布】
３月15日からアミカス（南区高宮三丁
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。ホームページにも掲載【申込期
間】 ▽ 補助金なし＝４月１日〜11月30
日 ▽補助金あり＝４月１日〜５月31日
iアミカスa526-3755f526-3766
アミカス ４月12日の閉館時間に
ついて

　アミカス（南区高宮三丁目）は全館
消毒のため、４月12日㈪は午後５時に
閉館します。iアミカスa526-3755f 

526-3766
NPO法人・当事者団体等へ備品購
入費や新規事業費を助成します

　【助成金額】 ▽備品購入＝上限25万
円 ▽新規事業＝上限５万円。対象事業
に関する経費の１割以上は自己負担

【対象】次の全ての要件を満たす法人
格を持たない団体またはNPO法人 ▽

市内に活動拠点を有する ▽社会福祉
に携わっている ▽ 活動実績が１年以
上ある ▽構成員および利用者の３分
の２以上が福岡都市圏に住む ▽平成
30〜令和２年度に本事業の配分を受
けていない▷令和元〜２年度に共同
募金会の配分を受けていない（令和３
年度も受ける予定がない）【申込書の
配布】３月15日から市社会福祉協議会
総務課（中央区荒戸三丁目 ふくふく

プラザ４階）で。ホームページにも掲
載【申込期間】５月14日（必着）までi

同課a751-1121f751-1509
市文化芸術振興財団 賛助会「wa 
+ club（わたすクラブ）」会員を募
集

　４月〜来年３月の新年度会員を募集
します。会員には同財団主催の公演
チケットの先行予約、市美術館・市博
物館等の観覧料割引などの特典のほ
か、会員限定のイベントや抽選プレゼ
ントなどもあり。i同財団a263-6257 
f263-6259y年会費2,000円e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）、市美術館（中央区
大濠公園）、市博物館（早良区百道浜
三丁目。３月31日まで休館）の各ミュー
ジアムショップで申し込みを。ホーム
ページでも受け付けます。
2021年改訂版「シニアのための智
恵袋」を発行しました

　定年退職後の生きがいづくりや健
康、年金、税金などの情報をまとめた
パンフレット「シニアのための智恵袋」
＝写真＝の2021年改訂版を各区ごと
に発行。各区福祉・介護保険課、情報
プラザ（市役所１階）で配布していま
す。市ホームページにも掲載。i高齢
社会政策課a711-4595f733-5587

厚生労働省慰霊巡拝
　８月〜来年３月に、カザフスタン共
和国、ロシア連邦（イルクーツク州・ブ
リヤート共和国、ハバロフスク地方・
ユダヤ自治州）、中国東北地方（旧満
州地区全域）、インドネシア、東部
ニューギニア、北ボルネオ、ビスマー
ク諸島、トラック諸島、ミャンマー、フィ
リピン、硫黄島を巡拝します。【対象】
上記の地域における戦没者の遺族 
※配偶者（再婚した人を除く）、父母、
子、兄弟姉妹、孫、おい・めい、参加す
る遺族（子・兄弟姉妹）の配偶者。参加
者の経費負担あり。申し込み方法な
ど詳細は問い合わせを。i保健福祉
局総務課a711-4493f733-5587

人権擁護委員が委嘱されました
　同委員は、地域住民からの人権相
談の対応や、人権についての啓発活
動を行います。１月１日付で冨森玲子
氏、今﨑邦香氏、實原隆志氏、佐田智
子氏、前田由美子氏、執行好子氏、森

お知らせ
下水道にガソリンなどを流さない
でください

　ガソリンや灯油、シンナーなどを下
水道に流すと、火災や爆発が起こる
恐れがあります。下水道施設や周辺
住宅等にも多大な被害や影響を与え
ることになりますので、絶対に流さな
いでください。詳細は市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを。i下
水道管理課a711-4534f733-5596、水
質管理課a711-4512f711-1875
専修学校などの修学資金を貸し
付けます

　令和２年度中に中学校・高校等を卒
業するか高校等を退学し、今年４月に
専修学校または各種学校（指定する
対象校・学科に限る）に入学する人に、
月額３万円（専門課程は５万3,000円）
と入校支度金10万円を貸し付けま
す。返還が必要。詳細は市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを。【対
象】市内に住む人（所得要件あり）。連
帯保証人が必要（保護者可）【申込期
間】４月１日〜20日i地域施策課a 

711-4253f733-5863
経済的な理由で就学困難な児童・
生徒を援助します

　給食費や学用品費など、国・県・市
立の小中学校へ通学する上で必要な
費用の支払いが経済的な理由により
困難な児童・生徒の保護者を援助し
ます。【対象】保護者が ▽生活保護の
廃止、停止を受けたが、なお経済的に
困窮している ▽市民税が非課税また
は減免の適用を受けている ▽国民年
金または国民健康保険の保険料の全
額減免を受けている ▽一人親家庭な
どで児童扶養手当法に基づく児童扶
養手当を受けている ▽市民税所得割
額と県民税所得割額の合算が本市で
定める基準額以下である ▽その他の
特別な事情により、今年の収入見込
みが認定基準以下と認められる―な
ど。詳細は問い合わせを。i各学校、
教育支援課a711-4693f733-5780
はりきゅう受療証（国民健康保険・
後期高齢者）を更新してください

　現在利用中の受療証の有効期限は
３月31日までです。４月１日からの受療
証が必要な人は、市ホームページに
掲載または施術所で配布する交付申
請書に国民健康保険証か後期高齢者
医療被保険者証の写しを添付して、
住所地の区役所・出張所の保険年金
担当課に郵送してください。詳細は問
い合わせを。【申込期間】３月22日（必
着）までi各区・各出張所同課
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月31日（再任用あり）【募集案内・申込
書の配布】３月15日から市総合図書
館・各分館、情報プラザ（市役所１階）、
各区役所情報コーナー、入部・西部出
張所、アミカス（南区高宮三丁目）で。
郵送での請求も可。詳細は問い合わ
せを。【申込期間】３月24日（消印有効）
までi同図書館文学・映像課a852-
0607f852-0609
企業間取引デジタル化支援セミ
ナー

　事業者向けのオンラインセミナー。
ＩＴの専門家が受発注業務をはじめと
した「企業間取引のデジタル化」を
テーマに話します。d３月25日㈭午後
１時〜３時i経営支援課a441-2027 
f441-3211y無料e市ホームページ
で３月10日から受け付けます。

市民相談室 法律相談
　市役所と各区役所の市民相談室
で、弁護士による法律相談を実施して
います。t市内に住むか通勤・通学す
る人 ※市民相談室法律相談、チケッ
ト法律相談のいずれかで１人年１回c

各６人（先着）y無料e電話か来所で、
希望日の１週間前（祝休日の場合は翌
開庁日）以降の午前９時〜午後５時に
各問い合わせ先へ。

場所・問い合わせ先 実施日
市役所
a711-4019f733-5580 月〜水曜日

東区役所
a645-1011f651-5097 木曜日

博多区役所
a419-1013f452-6735 水曜日

中央区役所
a718-1014f714-2141 金曜日

南区役所
a559-5010f562-3824 火曜日

城南区役所
a833-4010f844-1204 金曜日

早良区役所
a833-4308f846-2864 月曜日

西区役所
a895-7008f885-0467 木曜日

　※時間は午後１時〜４時。１人25分。

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。d３月20日（土・祝）午前10
時〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l早良市民センター３階（早良区百道
二丁目）i県行政書士会a641-2501 
f641-2503y無料e不要　

相 談

全国一斉電話相談 シニアの悩み
110番

　年金や遺産、相続、介護など高齢者
が抱えるさまざまな悩みや問題につ
いてシニアライフアドバイザーが相
談に応じます。【相談専用電話】a 

894-7017d３月27日㈯、28日㈰午前10
時〜午後５時i九州シニアライフアド
バイザー協会・福与a080-4724-6580

（午前９時〜午後６時）f812-6580t

おおむね60歳以上y無料e不要
司法書士による「返済にお困りの
方のための電話相談会」

　多重債務（借金）に関する問題につ
いて相談に応じます。【相談専用電
話】a0570-783-544d３月27日㈯午前
10時〜午後４時 ※３月29日以降の平
日午後６時〜８時も相談可i県司法
書士会事務局a722-4131f714-4234 
y無料e不要
不動産鑑定士による不動産の無
料相談会

　土地の価格や有効利用など不動産
に関する相談に応じます。d４月１日
㈭午前10時〜午後４時li県不動産
鑑定士協会（博多区祇園町）a283-
6255f283-6256t県内に住む人y無
料e電話かファクスで、３月15日〜31
日に同協会へ。

市社会福祉協議会 第６期地域福
祉活動計画（案）について

　【案の閲覧・配布】３月16日〜30日に
同協議会地域福祉課（中央区荒戸三
丁目 ふくふくプラザ２階）、各区社会
福祉協議会事務所、情報プラザ（市役
所１階）で。ホームページにも掲載【募
集期間】３月31日（消印有効）までi同
課a791-6339f713-0778

市情報通信技術を活用した行政
の推進に関する条例（案）（仮）につ
いて

　【案の閲覧・配布】３月15日からICT
推進課（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】
４月14日（必着）までi同課a711-4105 
f733-5582

意見募集

アーク溶接特別教育講習③ファイナ
ンシャル・プランナー２級学科実技直
前対策講習④ホームページ作成（Java
Script編）講習⑤原始機（げんしばた）
による織物・染色講習―を開催（いず
れも連続講座）。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。d①４月
16日〜７月27日の火・金曜日午後６時
半〜９時（４月30日、５月４日、７月23日
を除く。最終日は８時半まで）②５月８
日㈯、９日㈰、15日㈯午前８時半〜午後
５時半③５月８日㈯、９日㈰、15日㈯午
前９時〜午後５時（15日は実技）④５月
９日〜30日の日曜日午前10時〜午後
４時⑤５月11日〜７月６日の火曜日午
前10時〜午後４時li同協会（東区
千早五丁目）a671-6831f672-2133 
t①②⑤不問③ファイナンシャル・プ
ランナー２級受験予定者④HTMLおよ
びCSSのプログラミング言語を理解し
ている人、ホームページ作成（HTML/
CSS）講習受講者c①25人②30人③20
人④⑤15人（いずれも先着）y①６万
2,000円②１万3,000円③学科・実技２
万1,000円、学科のみ１万5,000円、実
技のみ7,000円④２万円⑤３万1,000円
e電話か来所で、３月①②③16日④⑤
17日以降に同協会へ。
老人福祉センター長生園　アク
ティブシニア就業合同企業説明
会

　高齢者を積極的に雇用している企
業による説明会。個別相談会も実施。
d３月27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c15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、３月15日以降に
同園へ。 定員を超えた場合のみ通
知。

県警察官を募集
　警察官Ａ（男性、女性、武道指導）、
警察官Ｃ（英語、北京語、情報工学）を
募集。【募集案内の配布】県警察本部

（博多区東公園）、各警察署・交番で。
ホームページにも掲載【申込期間】４
月１日〜22日i県警採用センターa 

f622-0700
国税専門官（大学卒業程度）を募
集

　詳細はホームページに掲載。【申込
期間】３月26日〜４月７日i福岡国税
局人事第２課試験研修係a411-0031 
f414-5185
市総合図書館 公文書資料調査員
を募集　

　公文書の収集、評価・選別、保存・展
示等の業務に従事。【資格】▷１年以上
の実務経験▷司書か学芸員資格▷歴
史学等の科目履修歴—のいずれかを
有する人【任用期間】６月１日〜来年３

個人の市県民税の申告期限を延
長します

　新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から、４月15日㈭まで延長
します。申告書は原則郵送で提出して
ください。なお、３月16日㈫以降は区
役所で所得税の確定申告はできませ
ん。詳細は市ホームページで確認を。 
i各区課税課
所得税、個人事業者の消費税、贈
与税の申告・納付期限を延長しま
す

　新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から、４月15日㈭まで延長
します。なお、申告書は自宅等からパ
ソコンなどで利用できるe-Tax（電子
申告）で早めに提出してください。詳
細は国税庁ホームページで確認を。
i各税務署
住民票・マイナンバーカード等に
旧姓を併記できます

　婚姻等で姓に変更があった場合で
も、旧姓を併記した住民票やマイナン
バーカード等で旧姓を証明できます。
手続きには、姓が変わったことが分か
る戸籍謄本等が必要です。詳細は市
ホームページで確認を。i区政課a 

711-4074f733-5595

情報プラザ通信を配布しています
　市政情報や市内のイベント、四季
折々の旬の情報などを掲載した冊子

「情報プラザ通信」＝写真＝を配布して
います。日本語・英語を併記。九州各
県の情報等も紹介。【発行】５・８・11・２
月末【配布】情報プラザ（市役所１階）、
各区役所情報コーナー、入部・西部出
張所、各市民センターなどで。i同プ
ラザa733-5333f733-5335

しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　①宅建（宅地建物取引士）講習②

　※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

福岡市政だより
令和３（2021）年3月15日 情報BOX9 お知

らせ しごと 相談 意見
募集

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



映像ホール・シネラ　４月上映スケジュール
名作洋画劇場

２日㈮ 犯罪都市（11）、リッチ・アンド・ストレ
ンジ（２）

３日㈯ 民衆の敵（11）、第17番（２）
４日㈰ マタ・ハリ（11）、間諜X27（２）
７日㈬ 心の青空（２）
８日㈭ 戦場よさらば（11）、仮面の米国（２）
９日㈮ 四十二番街（11）、モリー・アンド・ミー

（２）
10日㈯ 悪魔をやっつけろ（11）、犯罪都市

（２）
11日㈰ リッチ・アンド・ストレンジ（11）、民衆

の敵（２）
14日㈬ 第17番（２）
15日㈭ マタ・ハリ（11）、間諜X27（２）

16日㈮ 心の青空（11）、戦場よさらば（２）
17日㈯ 仮面の米国（11）、四十二番街（２）
18日㈰ モリー・アンド・ミー（11）、悪魔をやっ

つけろ（２）
21日㈬ 犯罪都市（２）
22日㈭ リッチ・アンド・ストレンジ（11）、民衆

の敵（２）
23日㈮ 第17番（11）、マタ・ハリ（２）
24日㈯ 間諜X27（11）、心の青空（２）
25日㈰ 戦場よさらば（11）、仮面の米国（２）
28日㈬ 悪魔をやっつけろ（２）
29日

（木・祝）
モリー・アンド・ミー（11）、四十二番街

（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。

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

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）

４・５月の催し
　一部講座は材料を持参。⑤はウェブ
会議サービス「Zoom（ズーム）」で参加し
てください。t市内に住むか通勤・通学
する人c①〜④８人（抽選）⑤20人（抽
選）⑥各５人（先着）y①④500円②1,000
円③800円⑤⑥無料e①〜④はがきか
ファクス、来所で、３月①20日②③④24日

（いずれも必着）までに同施設へ。⑤
メール（m seibuplaza2@f-kankyo.or.jp）
で４月18日までに同施設へ。⑥電話か
ファクス、来所で、希望日の３日前までに
同施設へ。①〜④は当選者のみ通知。

　※いずれも入園料別。
こどもスケッチ大会
　園内の植物や風景をスケッチします。
画材などの貸し出しもあり。作品は７月
20日㈫〜８月29日㈰に園内に展示しま
す。d３月20日（土・祝）〜５月30日㈰t小
学生以下y無料e不要
ひょうたん展
　ヒョウタンを加工した作品等を展示＝
写真。苗の販売
や栽培につい
ての相談、加工
体験もあり。d

４月６日㈫〜11
日㈰y入 場 無
料

　※いずれもプラネタリウム新番組。チ
ケットは当日同館で販売。
ＡＬＭＡ（アルマ） まだ見ぬ宇宙へ　
　星誕生の謎や生命誕生の神秘に迫り
ます。d３月10日㈬〜６月７日㈪午前10
時半〜11時15分、午後２時半〜３時15分 
※土日祝日は午前10時半からのみc各
回220人（先着）y大人510円、高校生
310円、小中学生200円、未就学児無料
宙（そら）語り 春 星の虹色
　恒星スペクトルの特徴などを紹介し
ます。d３月10日㈬〜６月７日㈪午後１時
15分〜２時、４時〜４時45分c各回220人

（先着）y大人510円、高校生310円、小
中学生200円、未就学児無料

　※いずれも中学生以下は保護者同
伴。
木んトレ
　ノコギリやヤスリを使って木を切った
り磨いたりします。d３月21日㈰、28日
㈰、４月４日㈰午前10時半〜午後０時半
t小学生以上c各１組（先着。１組３人ま
で）y１人300円e電話か来所で、３月15
日以降に同施設へ。
油山きのこ倶楽部（くらぶ）
　キノコの観察会です。d４月①16日㈮
午前10時半〜正午②25日㈰午後２時〜
３時半t①18歳以上②小学生以上c各
10人（抽選）y大人500円、小学生200円
e往復はがきに代表者の応募事項と参
加者全員の氏名・年齢、希望日を書い
て、３月15日〜①３月26日②４月２日（必

着）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。
木を磨いて楽しむ講座
　木片を磨いてペンダントなどを作り
ます＝写真。d４月17日㈯午前10時半〜
午後０時半、午後２時〜４時t小学生以
上c各５人（抽選）y１作品500円e往復
はがきに代表者の応募事項と参加者全
員の氏名・年齢、希望時間を書いて、３月
15日〜26日（必着）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。

宇宙兄弟 一点のひかり
　漫画『宇宙兄弟』第１話をオリジナル
シナリオでプラネタリウム化。d３月10
日㈬〜９月６日㈪午前11時45分〜午後０
時半 ※土・日曜・祝休日は午後２時半か
らの投映もありc各回220人（先着）y

大人510円、高校生310円、小中学生200
円、未就学児無料
To the GRAND UNIVERSE（トゥ ザ 
グランド ユニバース） 大宇宙へ music 
by 久石譲
　ナレーションは女優の夏帆。d３月10
日㈬〜９月６日㈪午後５時15分〜６時c

各回220人（先着）y高校生以上1,020
円、小中学生820円、未就学児510円（座
席使用の場合）

つきなみ講座「国際渉外担当員の英語
奮闘記」
　市美術館の英語表記や翻訳作業につ
いて話します。d３月20日（土・祝）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
市美術展
　日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真、デザイ
ンの７部門の入賞・入
選作品を展示。d３月
30日㈫〜４月４日㈰y

一般400円、高大生300
円、中学生以下無料

コレクション展（近現代美術） ①新収蔵
品展②冨田溪仙展③織田廣喜と平野遼

（西本コレクションより）
　①昨年度に新しく収蔵した作品を紹
介。②博多区下川端町出身の日本画家
で、明治から昭和初期に活躍した同氏の
作品を展示。③九州ゆ
かりの画家である両氏
の作品を展示。d３月
30日㈫〜５月９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

③くるくる回る驚きの単極モーターを
作ろう
　電池や磁石などで作ります。d４月17
日㈯午前10時半〜正午t小学生c15人

（先着）
④地行浜の海辺の生きものを観察しよ
う
　地行浜でハゼやカニを採集し、生態に
ついて学びます。d４月24日㈯午後１時
〜３時t小学生以上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①②電話か来所で、
当日午前10時以降に同施設へ。③④電
話かメール（m mamoroom@fch.chuo.fuk
uoka.jp）、来所で、３月17日午前10時以
降に同施設へ。
①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。d４
月３日㈯午前11時半〜正午c25人（先
着）
②映像シアター「クロツラヘラサギ福く
んの冒険」
　絶滅危惧種や生物多様性について学
びます。d４月10日㈯午前11時半〜正午
c25人（先着）

押し花教室受講者作品展
d４月６日㈫〜18日㈰y無料

過
去
の
作
品

サボテン・多肉植物展
　サボテンや多肉植物を約300鉢展示。
販売や栽培についての相談もあり。d４
月13日㈫〜18日㈰y入場無料

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
　※４月４日㈰、10日㈯、18日㈰、29日（木・祝）
は、⑦の検診を女性医師が行います。①②
⑥の健（検）診は全日程女性医師および女
性技師です。

休日健診（総合健診）
d①〜⑪４月４日㈰、10日㈯、11日㈰、18
日㈰、25日㈰、29日（木・祝）午前８時半〜
10時半⑫４月４日㈰午前８時半〜10時半
⑬４月25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

内容 日時
①着物から一重の簡
単作務衣（さむえ・上
下）作り　

４／１〜22の 木 曜日
13:00〜16:00（連続講
座）

②初心者向け やさ
しいパッチワーク教
室　

４／６㈫〜５／29㈯の
原 則 火 曜 日13:00〜
16:00（４／20を除く。
連続講座）

③衣類のリフォーム
教室　

４／７〜５／26の水曜
日13:00〜16:00（連続
講座）

④着物から二色使い
のゆったりベスト作
り

４／９〜23の 金 曜日
13:00〜16:00（連続講
座）

⑤オンライン講座 
コンポストで始める
循環生活

４／20㈫10:00〜11:30

⑥ハーブ入りリサイ
クルせっけん作り　 水曜日10:30〜11:30

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

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）
※３月29日は開園します。

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）

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）

油山市民の森
〒811-1355 南区桧原855-４　a871-6969 f801-1463
o午前９時〜午後６時

科学館
〒810-0044 中央区六本松四丁目２-１　a731-2525 f731-2530
x火曜日（祝休日のときは翌平日）
※開館時間など詳細はホームページで確認するか問い合わせを。

冨田溪仙《御室の桜》
（部分）1933年同展ポスター

地
行
浜
の
海
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で
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集
し
た
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ニ
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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




