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　廃材を使った作品や多様性を表現した作品などを通して、持続可能な社会
に注目し、より良い未来に向けての提案を行います。料金など詳細はホーム
ページで確認を。d４月29日（木・祝）〜５月９日㈰lいのちのたび博物館（北九州
市八幡東区東田二丁目）他、北九州市内各所i北九州市東アジア文化都市推
進室a093-582-2390f093-581-5755e不要 ※一部会場は会期を延長。開館時
間・料金は各会場により異なる。なお、一部会場は事前申し込みが必要。

〒 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（４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。
４月18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
４月25日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）	 a891-2511
４月29日（木・祝）
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。

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３
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。

盲ろう者通訳・介助員養成研修会

　盲ろう者（視覚と聴覚両方の障がいがある重度の身体障がい者）のコミュニ
ケーションと移動支援のための、通訳・介助員の養成研修会。日程など詳細は問
い合わせを。d６月６日〜８月22日午前10時〜午後４時（土・日曜日で全９回）lク
ローバープラザ（春日市原町三丁目）i県身体障害者福祉協会a584-6067f 

584-6070t福岡都市圏に住み、研修修了後に市盲ろう者通訳・介助員派遣事業
に登録し活動できる人、または手話・要約筆記・点訳・朗読およびガイドヘルパー
などに従事している人c20人（先着）y無料e電話かファクスで同協会へ。

講座・教室

介護実習普及センター　
ミニ展示「お家

うち
でできる運動・レクリエーショングッズ」

　メロディーを聞いてかるたを取るゲームなどを紹介します。d開催中〜４月30
日㈮午前10時〜午後６時 ※20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
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22
●木

3老人福祉センター東香園　「私たちの暮らしは４月か
らこう変わる」セミナ―＆相談会

　行政書士から法律改正について学びます。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〜２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、４月15日以降に同園へ。来所でも受け付けま
す。
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24
●土

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。
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24
●土
他

2舞鶴公園　みどりのまちマルシェ

　有機野菜や農産加工品などを販売。
詳細はホームページで確認を。d４月
24日㈯、５月16日㈰午前10時〜午後２
時l同公園三ノ丸広場（中央区城内）
他i同公園a781-2153f715-7590y入
場無料e不要
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●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、４月15日以降に同ゴルフ場へ。
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●土

2かなたけの里公園　里のオンライン自然かんさつ

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用して草花や生き物を観
察します。d午前11時〜正午i同公園a811-5118f400-0147y無料
eメール（m info@greencity-f.org）で４月15日〜５月７日に受け付けま
す。

過
去
の
同
イ
ベ
ン
ト

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4月15日 14催し 講座

教室



応募等のはがきの料金は 63 円です。

市障がい者スポーツ協会

　詳細は申込書で確認するか問い合わせを。i同協会a781-0561f781-0565t

市内に住むか通勤・通学する障がいのある中学生以上y各500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４月12日
〜26日（必着）に同協会へ。

内容 日時 場所 定員
（抽選）

障がい者
陸上競技教室

５／22〜来年２／23の原則
土曜日9:30〜11:30（８月を
除く。月１回の連続講座）

平和台陸上競技場（中
央区城内）、博多の森
陸上競技場（博多区東
平尾公園二丁目）

70人

障がい者
フライングディスク
教室

５／22〜10／16の土曜日
10：00〜12：00

（月１回の連続講座）
平和台陸上競技場、
さん・さんプラザ 40人

講座・教室

あいくる　４・５月の事業（一部抜粋）

　未就学児は保護者同伴。③は上履きを持参。l①②④⑤⑥あいくる（中央区
今泉一丁目）③早良体育館（早良区四箇六丁目）iあいくるa741-3551f741-
3541c①④15人（先着）②各回20人（先着）③⑤なし⑥20組（先着。１組１個）y①
〜⑤無料⑥100円e①②④当日正午から整理券を配布③⑤なし⑥電話かファク
ス、来所で、５月１日以降にあいくるへ。

内容 日時 対象
①お手玉あそび ４／17㈯14:00〜15:00 幼児〜高校生

②みんなであそぼう
（フライングディスク）

４／18㈰、25㈰、５／２㈰
13:30〜、14:05〜（各回25分） 小中高生

③あいくるがやってくる
（親子遊び） ４／21㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児

④ふれあいひろば
（おはなし会） ４／24㈯14:00〜15:00 幼児〜高校生

⑤グリーンタッチ
（花の手入れ） ５／１㈯13:30〜15:30 幼児〜高校生

⑥おもちゃびょういん ５／16㈰10:00〜14:00 幼児〜高校生
　※その他、クラブ「HIP-HOP（ヒップホップ）ダンスクラブ」や「いけばなクラブ」

「漫画クラブ」などを実施。詳細はホームページで確認を。

催 し

福岡城 藤の花とフォト撮影会

　着物を着付けし、プロのカメラマンが約30カット撮影します。データは後日
CD-Rで渡します。詳細はホームページで確認を。d４月17日㈯〜25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）a707-3191f 

707-3193t５歳以上c各日３組（先着。１組２人から）y１人5,000円 ※「銀婚式」
「金婚式」の和装記念撮影は１組３万9,800円e電話で４月15日以降に同館へ。
ホームページでも受け付けます。

催 し
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9
●日

3今宿野外活動センター　
パパとママのためのキャンプ教室

　火おこしなど、キャンプに必要な技術を学
びます。17歳以下は保護者同伴。d午前10
時〜午後１時li同センター（西区今宿上
ノ原）a806-3114f806-3115c６組（先着。１
組５人まで）y１組3,000円n小学生以下（無
料。申込時に予約を。先着順）e電話で４月
24日以降に同センターへ。ホームページで
も受け付けます。
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11
●火
他

3福岡ファミリー・サポート・センター　
提供・両方会員養成講習会

　育児の援助をする「提供会員」と、育児の援助・依頼をする「両方会
員」になるための講習会。d５月11日㈫、14日㈮、19日㈬午前10時〜午
後３時（14日は２時半まで。連続講座）lふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）i同センターa736-1116f713-0778t市内に住み、心身共に
健康で自宅で安全に子どもを預かることができる人c40人（先着）y

無料n６カ月〜就学前（無料。４月30日までに要申し込み。抽選）e電
話かはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）、ファクス、メール（m f-sup
port@fukuoka-shakyo.or.jp）で、４月15日以降に同センターへ。定員を
超えた場合のみ通知。
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13
●木
他

3市民体育館　バドミントン教室（入門・初級）

d５月13日〜７月１日の木曜日午後８時15分〜９時
15分（６月10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バドミ
ントン経験の有無（ある場合は経験年数）を書い
て、４月15日〜30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。

過去の同教室
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15
●土

2みんなで探そう、干潟の生き物
〜干潟生物調査のお誘い〜

　国内有数の渡り鳥の飛来地として知られる和白干潟に生息する生
き物を探します。小学生以下は保護者同伴。d午後３時〜６時l和白
干潟海の広場（東区和白四丁目）i環境調整課a733-5389f733-
5592c30人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m k-chosei.EB@
city.fukuoka.lg.jp）、来所（市役所13階）で、４月15日以降に同課へ。定
員を超えた場合のみ通知。
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15
●土
他

2西区歴史よかとこ案内人と巡る 
「新緑の歴史探訪ウォーキング」

　①飢え人地蔵堂、二宮神社、今山石斧（せきふ）遺跡②白髭（しらひ
げ）神社、檀一雄文学碑、能古島展望台③やよいの風公園、飯盛神社、
野方遺跡―を巡ります。d５月①15日㈯②22日㈯③29日㈯午前９時半
〜午後３時l①集合・解散はJR今宿駅②集合・解散は能古渡船場（姪
浜待合所）③集合は地下鉄橋本駅、解散は西鉄バス野方バス停i西
区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128m nishikuyokatoko@
gmail.comc①③なし②30人（先着）y各300円（②はフェリー代別途460
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。
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●火

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。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。
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21
●金
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（ワード）

d５月21日〜７月２日の金曜日午前10時〜正午（６月11日を除く。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、４
月15日〜25日に同ホームへ。

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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優しさを伝えるケア技法
「ユマニチュードⓇ」Vol.２

〜正面から近づく〜
　市は、認知症の人も住み慣れた地域で安心して
暮らせるまち「認知症フレンドリーシティ」を目指し、
ユマニチュードの普及・啓発を行っています。認知
症の人は、視野の外から声を掛けても自分に向けら
れていることに気が付きません。「私がここにいま
すよ」と伝えるために、まず正面から近づいて相手
の視線を捉えます。

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。

市科学館　
①データサイエンスクラブ②プログラミングクラブ

　いずれもオンラインで実施。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。
d５月16日〜９月19日の日曜日①午前10時〜正午②午後１時〜３時（いずれも月
２回の連続講座） ※４月18日㈰に説明会、５月９日㈰に事前講習もあり。li同館

（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-2530t小学３年生以上c各20人（抽
選）y各２万円eホームページで４月15日〜29日に受け付けます。

講座・教室

さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）

　連続講座（①⑨を除く）。日程など詳細はホームページで確認するか問い合わ
せを。li同プラザ（南区清水一丁目）a511-1132f552-3447t市内に住む障
がいのある人（催しによって他要件あり）などy①1,000円②〜⑧無料⑨1,500円
e①⑨４月15日から同プラザで配布する申込書で②〜⑧来所で、４月15日以降
に同プラザへ。随時受け付け。

内容 日時 定員（先着）
①パラボッチャ大会 ５／16㈰9:00〜18:00 40人

②運動あそび教室 ５／19〜来年２／16の
原則第３水曜日17:00〜18:00 10人

③リフレッシュ教室 ５／20〜来年３／17の
原則第３木曜日10:30〜12:00 25人

④水泳教室 ５／23〜来年２／20の
原則第４日曜日16:30〜18:00 10人

⑤ジュニアサッカー教室 ５／28〜来年２／25の
原則第２金曜日17:00〜18:30 10人

⑥フットサル教室 ５／29〜来年２／25の
不定期の土曜日13:00〜15:00 20人

⑦基礎卓球教室 ５／30〜来年２／23の
不定期の日・祝日10:00〜12:00 20人

⑧実践卓球教室 ６／11〜来年３／11の
原則第２金曜日19:00〜20:30 ８人

⑨福岡オープンバドミントン大会 ６／12㈯、13㈰９:00〜17:00 各40人

講座・教室

雁の巣レクリエーションセンター

　詳細は問い合わせを。li同センター（東区奈多）a 

606-3458f607-9057t①不問（中学生以下は保護者同
伴）②18歳以上③小学１〜４年生（保護者同伴）④小学生
以上（小学生は保護者同伴）e①②③往復はがき（〒811-
0204東区奈多1302-53）かファクス、来所で、４月①22日②
27日③29日（いずれも必着）までに同センターへ。ホーム
ページでも受け付けます。④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。

内容 日時 定員 費用

①芝生deヨガ ４／29（木・祝）
10:00〜11:00

30人
（抽選）

一般1,000円、小中学
生500円、小学生以下
無料

②フープエクササイズ体験会 ５／５（水・祝）
10:00〜10:45

20人
（抽選）無料

③運動会応援 かけっこ上達教室 ５／９（日）
10:00〜12:00

30人
（抽選）500円

④ノルディック・ウォーキング教室 月曜日
10:00〜11:30

各30人
（先着）

無料（ポールレンタル
代300円）

講座・教室

視覚・動作・認識等でお困りの人に
市ホームページが見やすくなります

　市ホームページにページの見え方を最適化するサービス「FA 
CIL'iti（ファシリティ）」を導入しました。白内障やパーキンソン病
など、視覚・動作・認識の症状に合わせた表示設定が可能になり
ます。詳細は市ホームページで確認を。i広報課a711-4016f 

732-1358

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから

5/

22
●土

2天神でクラシック 音楽プロムナード ストラヴィンス
キーのもうひとつの顔〜新古典主義の魅力〜

　「協奏的舞曲」などを演奏します。未就学児は入場不可。d午後３時
から２時間程度lＦＦＧホール（中央区天神二丁目）i九響チケット
サービスa823-0101f822-8833y全席指定A席4,200円、B席・車いす
席3,400円、学生席1,500円e電話かファクス、来所で、問い合わせ先

（城南区七隈一丁目）へ。ホームページでも受け付けます。

5/

28
●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、４月27日
以降に同園へ。

5/

30
●日

2 FINA世界水泳2022 FUKUOKA OC オフィシャルプロジェ
クト 総合西市民プールリニューアルイベント

　①スポーツ体験塾 水球教室②タイムトライアル③スイムクリニッ
ク④スポーツ体験塾 アーティスティックスイミング教室d①午前11
時〜午後０時半②１時半〜３時③２時〜３時半④３時半〜５時l総合西
市民プール（西区西の丘一丁目）i市スポーツ協会事業課a645-1231 
f645-1220t①④小学生（①は25ｍ程度泳げる人）②不問③小学３〜
６年生c①④30人（抽選）②なし③20人（抽選）y①③④500円②無料
eホームページで４月15日〜30日に受け付けます。当選者のみ通知。

6/

5
●土
他

2背振少年自然の家　せふりチャレンジクラブ

　サツマイモの苗植え体験や、野外炊飯などを行います。d６月５日
㈯午後３時〜６日㈰午後３時（１泊２日）li背振少年自然の家（早良区
板屋）a804-6771f804-6772t小学４年〜中学生c15人（抽選）y5,000
円eファクスに参加者全員の応募事項と保護者の氏名・携帯電話番
号、同施設への移動方法（市役所発着の送迎バスまたは自家用車等）
を書いて、５月６日（必着）までに同施設へ。ホームページでも受け付け
ます。

6/

7
●月
他

3初心者向け 健康ボウリング教室

d ▽Aコース＝６月７日〜７月12日の月曜日午前10時半〜午後０時半 ▽

B・Cコース＝６月９日〜７月14日の水曜日。Bは午前10時半〜午後０時
半、Cは午後２時〜４時 ▽Dコース＝６月10日〜７月15日の木曜日午後２
時〜４時 ▽E・Fコース＝６月11日〜７月16日の金曜日。Eは午後２時〜４
時、Fは午後６時半〜８時半（いずれも連続講座）lフラワーボウル（博
多区銀天町三丁目）i県ボウリング連盟・秀嶋a090-9794-7113f573-
8815c各コース20人（先着）y2,000円（保険料別）e電話かファクス、
メール（m front@flowerbowl.net）に応募事項と希望するコースを書い
て、４月15日以降に問い合わせ先へ。来所（博多区銀天町三丁目 フラ
ワーボウル）でも受け付けます。
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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



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

「ミニふくおか」のサポーターを募
集

　８月18日㈬〜20日㈮開催の「子ども
がつくるまち・ミニふくおか」は、仮想
のまちで子どもが店舗などの運営
や、遊びなどの活動を通してさまざま
な体験をするイベントです。まちの総
合計画などを行う人を募集します。

【活動期間】６月〜９月（10回程度）【対
象】市内に住むか通学する高校生ま
たは都市計画やデザイン等に興味を
持つ18歳以上【定員】30人（選考）【申
し込み】４月10日からこども健全育成課

（市役所13階）で配布する募集チラ
シ、または市ホームページを確認して
５月20日までに申し込みを。iミニふ
くおか事務局（子ども文化コミュニ
ティ内）a406-5148m minifukuoka202 
1@kodomo-abc.org
全国健康福祉祭（ねんりんピック）
の参加選手を募集

　10月30日㈯〜11月２日㈫に岐阜県
で開催される同祭に参加する選手を
募集します。種目は①マラソン②水
泳。i同祭参加事業福岡市実行委員
会事務局a713-1340f713-0157t市
内に住む、昭和37年４月１日以前に生
まれた人c①３㎞、５㎞、10㎞各２人

（男女不問）②８人（男女各４人） ※い
ずれも抽選y無料（旅費等別）e電話
かファクスで問い合わせの上、送付さ
れた申し込み用紙を５月７日（必着）ま
でに同事務局へ。
東部資源化センターのごみの受
け入れを停止します

　火災復旧工事等のため、５月１日㈯
から６月30日㈬まで停止します。i同
センターa691-0831f691-0205

による借地権者は４月23日受け付け
分までを登載【選挙人名簿の縦覧】５
月６日㈭〜19日㈬午前９時〜午後５時
に情報プラザ（市役所１階）で選挙人
名簿が縦覧できます。名簿への記載
漏れ、誤りがあれば期間中に申し出を

【立候補受け付け】６月４日㈮〜13日
㈰に九大跡地整備課（市役所３階）へ
i同課a711-4142f733-5909

民有地の緑化を助成します
　道路（幅員４㍍以上の公衆用道路）
から見え、かつ道路から６㍍以内の場

所で新たに行う緑化（一年草を除く）
に対して助成します（先着順）。【条件】

▽地目が宅地 ▽緑化面積５平方㍍以
上 ▽工事着工前に申請 ▽来年３月23
日までに工事完了し、完了報告書を
提出【助成金額】緑化施工費用の２分
の１に相当する金額で、上限20万円

【申請】ホームページに掲載の申請書
等を来年２月15日（必着）までに市緑
のまちづくり協会へ。i同協会みどり
課a822-5832f822-5848

緑化例

食品ロス削減を目指す協力事業
者を募集

　適量メニューの提供や啓発ポス
ターの掲示など、食べ残しや売れ残り
を減らす「福岡エコ運動」に取り組む
協力店を募集しています。登録店舗
には協力店ステッカーを送付するほ
か、市ホームページで店舗情報や取
り組み内容などを紹介します。詳細は
市ホームページで確認するか問い合
わせを。i事業系ごみ減量推進課a 

711-4836f711-4823

協力店ステッカー

一人親向けの高等職業訓練促進
給付金の対象資格を拡大します

　一人親が就職に結び付きやすい高
度な資格を取得するために、養成機
関で修学する場合に支給する高等職
業訓練促進給付金（非課税世帯＝月
10万円、課税世帯＝月７万500円）の対
象となる資格を拡大します。（准）看護
師、保育士、介護福祉士、作業療法士、
理学療法士、歯科衛生士、美容師、社
会福祉士、製菓衛生士、調理師に加
え、今年度から栄養士、理容師、きゅう
師、はり師、柔道整復師、歯科技工士、
助産師、言語聴覚士、臨床工学技士、
精神保健福祉士、２級自動車整備士
が対象になります。詳細は修学開始
前に問い合わせを。i各区子育て支
援課「家庭児童相談室」

お知らせ
貝塚駅周辺土地区画整理審議会
委員選挙を実施します

　投票日は７月４日㈰。選挙までの手
続きは次の通りです。【選挙人名簿の
作成】４月28日現在の施行地区内の
宅地所有者と借地権者（登記か申告
のある人）を名簿に登載します。申告

もーもーらんど油山牧場　羊の毛刈り実演

　牧場の職員が実演します。雨天中止。d４月29日（木・祝）、５
月１日㈯〜５日（水・祝）午後１時〜１時半li同牧場（南区柏
原）a865-7020f865-7040y無料e不要 羊

の
毛
刈
り

催 し

ＮＰО法人の設立説明会

　NPO法人設立の手続きやメリット、発生する義務など
について説明します。d５月11日〜来年３月８日の第２
火曜日午後２時半〜４時 ※各回の内容は同じlあす
みん（中央区今泉一丁目）i市民公益活動推進課a 

711-4927f733-5768tNPO法人の設立を考えている人
など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、参加人数を書いて同課へ。来所（市役所７階）、市
ホームページでも受け付けます。

催 し

手話奉仕員養成講座（入門・基礎）

　いずれも連続講座。d①５月10日〜来年３月２日 ▽入門＝原則月・水曜日 ▽基
礎＝原則水曜日。昼の部は午後１時半〜３時、夜の部は７時〜８時半②５月15日〜
来年３月５日の土曜日午前10時半〜正午または午後１時半〜３時（午前・午後の
連続もあり）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目） ※①の夜の部は東・博多市
民センターでも開講i市聴覚障がい者情報センターa718-1723f718-1718t

市内に住む18〜60歳の初心者で、講座修了後に手話ボランティア活動が可能な
人c各会場30人（抽選）y無料（テキスト代等別）e往復はがき（〒810-0062中央
区荒戸３-３-39）に応募事項と希望時間（夜の部は希望会場も）、受講を希望する
動機、講座修了後のボランティア活動予定を書いて、４月23日（必着）までに同セ
ンターへ。

講座・教室

博多人形師育成塾

　人形作りの全工程を体験。d６月２日〜来年３月９日の水曜日午後６時半〜８時
半l福岡商工会議所ビル（博多区博多駅前二丁目）i博多人形商工業協同組合
a291-4114f291-8007t18〜45歳c15人（選考）y５万円e写真を貼った履歴書
と応募動機、彫刻・絵付けなどの経験の有無を書いた書類（様式不問）を、郵送

（〒812-0023博多区奈良屋町10-３-602）で４月30日（消印有効）までに同組合へ。

講座・教室

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

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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のために活動するNPO法人の助成に
活用します。詳細は市ホームページ
で確認を。i市民公益活動推進課a 

711-4283f733-5768
令和２年度包括外部監査結果を
公表

　監査結果報告書は監査総務課（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・西部出張所で閲覧できま
す。市ホームページにも掲載。i同課
a711-4704f733-5867

国民生活基礎調査にご協力を
　厚生労働省の委託で生活に関する
調査を行います。４月下旬〜６月中旬
に、市が委嘱した調査員が対象の世
帯を訪問します。i国民生活基礎調
査コールセンターa0570-048-123（４
月16日以降）
ふくふくプラザ内売店がリニュー
アルしました

　障がい者施設や共同作業所で製作
した授産製品（食品、雑貨等）などを
販売。展示もあり。liふくふくプラザ

（中央区荒戸三丁目）a731-2932f731- 
2934

セーフティネット住宅の登録およ
び補助申請を受け付けています

　セーフティネット住宅（高齢者、障が
い者、子育て世帯等の住宅確保要配
慮者の入居を拒まない住宅）の登録
を行った住宅のうち、入居者を住宅確
保用配慮者に限定する住宅に対して、
改修費補助（バリアフリー改修・間取
り変更工事等に要する費用の一部）
や家賃補助等を行います。事前に住
宅計画課に相談してください。詳細は
市ホームページまたは住宅相談コー
ナー（市役所３階）で配布するパンフ
レットで確認するか問い合わせを。i

同課a711-4279f733-5589
第３子優遇事業の申請を受け付
けています

　18歳未満の子どもを３人以上養育
する家庭を対象に、３人目以降の子ど
もの小学校入学前３年間、第３子手当
や、認可外保育施設等の副食費など
の支給を行います。申請は４月30日ま
でに住所地の区の子育て支援課へ。
詳細は市ホームページに掲載。i各
区同課

福岡ヘルス・ラボ市民モニター募
集①音楽フレイル予防教室②口腔

（こうくう）機能訓練プログラム
　①運動ができるオリジナル楽器

「ミュージックフープ」を使ってリズム
運動や音楽を使った脳トレなどを行
います。フレイル（加齢による心身の
虚弱）の予防、健康意識・行動の変化
につながるかを検証します。②自宅で
ヘルスケアAIロボット「ZUKKU（ズッ
ク）」を使って口腔機能訓練を行いま
す。楽しみながら継続して取り組むこ
とができるかを検証します。ロボット
は参加者の自宅へ郵送。いずれも申
し込み方法など、詳細は各問い合わ
せ先へ。d①６月〜12月（全13回の連
続講座）②６月〜11月l①は老人福祉
センター舞鶴園（中央区長浜一丁目）、

老人福祉センター 早寿園（早良区重
留七丁目）i①フカノ楽器店a501-
4056f501-4055②ハタプロa03-4361-
4638m info@hatapro.co.jpt市 内 に
住む①65歳以上②60歳以上c①舞鶴
園＝30人、早寿園＝16人（いずれも先
着）②30人（先着）y無料e①電話か
ファクスで②電話かメールで、いずれ
も４月15日以降に申し込みを。

しごと

会社合同説明会
　約70社が参加。d５月17日㈪午後１
時〜５時l福岡国際会議場（博多区
石城町）i福岡商工会議所商業・雇用
支援グループa441-2169f482-1523 
t大学、短大、高専、専門学校などを
来年３月に卒業予定の人、求職中の
人c500人（ 先 着 ）y無 料eホーム
ページで４月15日以降に受け付けま
す。
①母子訪問指導②乳幼児健診に
従事する助産師または保健師を
募集

　①東・博多・中央・南・西区②東・博
多・南区―の健康課に勤務。【資格】病
院勤務などの実務経験を３年以上有
する助産師か保健師【申し込み】必要
書類（履歴書、資格免許証の写し）を
郵送か持参で、希望する区の健康課
へ。i各区健康課 ▽東（〒812-0053東
区箱崎２-54-27）a645-1077f651-3844 

▽博多（〒812-8514博多区博多駅前２
-19-24 大博センタービル３階）a419-
1095f441-0057 ▽中央（〒810-0073中
央区舞鶴２-５-１ あいれふ６階）a761-
7338f734-1690 ▽南（〒815-0032南区
塩原３-25-３）a559-5119f541-9914 ▽

西（〒819-0005西区内浜１-４-７）a895-
7055f891-9894、こども発達支援課
a711-4178f733-5534

福岡地区職業訓練協会の講習
　①ケアマネジャー受験対策講習②
パソコン「Photoshop」講習③パソコン

「わかりやすいワードプレス」講習④パ
ソコン「AutoCADによる建築・機械設
計」講習⑤パソコン「Excel VBA マク
ロ」講習―を開催（いずれも連続講
座）。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。d①５月28日〜９月
24日の金曜日午後６時半〜９時（７月
23日、８月13日を除く）②③６月６日〜
27日の日曜日午前９時半〜午後４時
半④６月８日〜８月10日の火・金曜日
午後６時半〜９時（７月23日を除く）⑤
６月８日〜７月16日の火・金曜日午後７
時〜９時li同協会（東区千早五丁
目 ）a671-6831f672-2133t① ケ ア
マネジャー試験受験予定者②④日本
語入力、マウス操作ができる人③パソ
コンでデータ保存、複数画面の操作
等ができる人⑤エクセルのデータ
ベース編集経験者c①20人②〜⑤15
人（いずれも先着）y①３万円②２万
4,000円③２万5,000円④４万9,000円⑤
２万3,000円e電話か来所で、４月①②
③16日④⑤19日以降に同協会へ。

　※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。

「子どもの食と居場所づくり支援
事業」活動団体に助成します

　子どもたちへの温かい食事の提供
に加え、大人と一緒に調理したり宿題
をしたりするような居場所づくりを行
う団体へ経費の一部を助成します。
申請方法など詳細は市ホームページ
で確認を。iこども健全育成課a711-
4188f733-5534
地域で学習活動を行う10人以上
のグループに助成します

　詳細は市ホームページで確認する
か問い合わせを。【対象】 ▽家庭教育
に関する学習を行う、小中学生の保
護者など ▽人権問題に関する学習を
行う、人権課題の当事者など ▽放課
後等補充学習を行う、中学生の保護
者など【対象期間】４月１日〜来年３月
31日【助成額】対象経費の５分の４以
内で上限額30万円【申込期間】５月６日

（必着）までi市地域の教育力育成・
支援協議会事務局（人権・同和教育課
内）a711-4645f733-5538
市政に関する意識調査の報告書
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
査の結果を分析した報告書が総合図
書館（早良区百道浜三丁目）、情報プ
ラザ（市役所１階）などで閲覧できま
す。市ホームページにも掲載。i広聴
課a711-4067f733-5580
赤い羽根共同募金の配分先を募
集

　民間社会福祉施設や福祉団体に配
分し、活動を支援します。申請書類な
ど詳細は問い合わせを。【対象事業】
令和４年度実施事業【申請期間】４月
15日〜５月10日i県共同募金会福岡
市支会a720-5350f751-1509
マンション管理組合アンケート調
査にご協力を

　今後の分譲マンション管理組合へ
の支援策を検討するため、市内に所
在するマンション管理組合を対象に、
郵送（各組合の理事長宛て）によるア
ンケート調査を実施します。記入済み
の調査票は、４月30日までに発送して
ください。i住宅計画課a711-4598 
f733-5589
４月は20歳未満飲酒防止強調月間

（お酒は20歳になってから）
　20歳未満の人の飲酒は法律で禁止
されています。飲酒は体や心の発達
が盛んな時期に悪影響を与えるた
め、絶対にやめましょう。i博多税務
署酒類指導官a641-8131
固定資産税の現況調査にご協力
を

　適正な課税のために毎年土地や家
屋の現況調査を行っています。訪問
する職員は顔写真付きの徴税吏員証
と職員証を携帯しますので、提示を求
め、確認してください。i各区課税課

「あすみん夢ファンド」への寄付を
お願いします

　寄付金は、福祉や子ども育成など
の複雑・多様化する社会問題の解決

犬の登録および狂犬病予防集合
注射の実施

　生後91日齢以上の犬は、生涯１回
の登録と毎年度１回の狂犬病予防注
射が義務付けられています。【登録】
あにまるぽーと（東区蒲田五丁目）、ふ
くおかどうぶつ相談室（西区内浜一丁
目）、各区保健福祉センター（西区を
除く）で随時受け付け。市獣医師会の
動物病院でも実施。【料金】登録は
3,000円、予 防 集 合 注 射は3,200円。

【予防集合注射】下表の通り実施しま
す。

実施日 会場
４／17㈯、
５／15㈯

九州広場（市役所西側ふ
れあい広場横）

４／18㈰、
24㈯

ふくおかどうぶつ相談室
（西区内浜一丁目）

４／25㈰、
５／16㈰

南市民プール（南区三宅
三丁目）

　※時間はいずれも午後１時半〜２
時半。詳細はホームページで確認す
るか、あにまるぽーと（a691-0131f 

691-0132）へ問い合わせを。

市自転車活用推進計画を策定し
ました

　【閲覧・配布】４月15日㈭から５月14
日㈮まで自転車課（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。i

同課a711-4468f733-5591
赤煉瓦（れんが）文化館会議室の
利用申し込みが変わります

　10月（７月１日から抽選申し込み）の
利用分から、市公共施設案内・予約シ
ステム（コミネット）で手続きができる
ようになります。システムの利用には
事前登録が必要です。同館（中央区天
神一丁目）で配布、またはコミネット
ホームページに掲載する申請書で、５
月１日以降に登録してください。申し
込み方法など詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。i同館a 

722-4666f733-5537
都市高速道路の道路モニターを
募集

　インターネットでアンケートに回
答。任期は７月〜来年３月。謝礼あり

（アンケート１回につきクオカード500
円分）。対象要件など詳細は問い合わ
せを。i福岡北九州高速道路公社営
業管理課a631-3292f631-0277eホー
ムページで５月31日午後５時まで受け
付けます。
福岡型ワーケーション推進「パー
トナー」の募集について
　「ワーケーション」とは職場以外の
場所で仕事をしながら余暇を楽しむ
ことです。ビジネス環境の良さや都市
機能と自然が近接したコンパクトシ
ティの特徴を生かした、福岡ならでは
のワーケーションを推進していくた
め、企業・団体等の「パートナー」を募
集。パートナーの提供するサービス
は、ホームページに掲載し、情報発信
します。詳細はホームページで確認す
るか問い合わせを。i福岡型ワーケー
ション推進事務局（福岡観光コンベン
ションビューロー内）a090-8403-7300 
f733-3030
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映像ホール・シネラ　５月上映スケジュール
韓国映画特集

１日㈯ 馬鹿たちの行進（11）、
森浦への道（２）

２日㈰ 族譜（11）、小さなボール（２）
３日
（月・祝） 曼陀羅（11）、馬鹿宣言（２）

４日
（火・祝）

ディープ・ブルー・ナイト（11）、
黄真伊（ファン・ジニ）（２）

５日
（水・祝）

旅人は休まない（11）、
ザ・コンタクト（２）

８日㈯ マヨネーズ（11）、
ボリウルの夏（２）

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪５月１日㈯、９日㈰、11日㈫、16
日㈰、23日㈰、29日㈯、30日㈰午前８時半
〜10時半（11日は午後６時〜７時） ※③
⑤は11日を除く⑫５月１日㈯午前８時半
〜10時半、11日㈫午後６時〜７時⑬５月
23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

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

９日㈰ 見知らぬ国で（11）、
馬鹿たちの行進（２）

12日㈬ 森浦への道（２）
13日㈭ 族譜（11）、小さなボール（２）
14日㈮ 曼陀羅（11）、馬鹿宣言（２）

15日㈯ ディープ・ブルー・ナイト（11）、
黄真伊（ファン・ジニ）（２）

16日㈰ 旅人は休まない（11）、
ザ・コンタクト（２）

19日㈬ マヨネーズ（２）

20日㈭ ボリウルの夏（11）、
見知らぬ国で（２）

就学相談支援補助員を募集

　発達教育センター（中央区地行浜
二丁目）で障がいのある児童生徒の
教育・進路に関する相談補助業務に
従事。【任用期間】６月１日〜来年２月
28日【募集案内・申込書の配布】同セ
ンター、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】４月19日（消印有効）までi同セ
ンターa845-0015f845-0025
アジア美術館　市職員（文化学芸
職）を募集

　同美術館等でアジアの近現代美術
資料の収集、保存、展示、調査、研究お
よび教育普及業務に従事。【採用予定
日】９月１日【資格】平成３年４月２日以
降に生まれ、大学（短大を除く）におい
て博物館学、美学、美術史等に関する
専門知識を修めて卒業した人で、採
用予定日までに１年以上大学院等に
おいて同分野に関する研究に従事し
た人。または１年以上博物館、美術館
等において同分野の実務経験を有す
る人【募集案内・申込書の配布】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）、各区役所情報コーナー、入
部・西部出張所で。ホームページにも
掲載【申込期間】４月16日〜５月７日

（消印有効）i同美術館運営課a263-
1100f263-1105

家庭相談員を募集
　各区子育て支援課で、児童の養育
に関する相談、一人親家庭などの自
立支援、女性に関する相談などの業
務に従事。【資格】次のいずれかに該
当する人 ▽ 専門の相談機関で児童・

婦人・一人親家庭等に関する相談業
務のいずれかに２年以上従事 ▽社会
福祉主事として２年以上児童福祉事
業に従事 ▽４年制大学で、児童福祉、
社会福祉、児童学、心理学、教育学も
しくは社会学を専修する学科（相当す
る課程も可）を修めて卒業 ▽医師免
許を持つ【任用期間】７月１日〜来年３
月31日（再任用あり）【募集案内・申込
書の配布】こども家庭課（市役所13
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】４
月28日（消印有効）までiこども家庭
課a711-4238f733-5534
東図書館　創業セミナー＆個別
相談会

　創業に必要な知識を学びます。
テーマは①事業計画②資金調達③創
業の手続き④顧客の獲得。d①５月
15日②６月19日③７月17日④９月18日
いずれも土曜日午後１時〜４時15分 
※希望回のみの参加も可lなみきス
クエア（東区千早四丁目）i東図書館
a674-3982f674-3973t高校生以上
c各25人（先着）y無料e電話か来所
で、４月15日以降に東図書館（なみき
スクエア内）へ。

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。

相 談
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・遺言
等の相談に応じます。d４月17日㈯午
前10時〜午後４時（受け付けは３時半
まで）lコミセンわじろ２階（東区和白
丘一丁目）i県行政書士会a641-2501 
f641-2503y無料e不要

働く人のライフサポート相談会
　仕事や子育て・介護、法律等、暮らし
に関わる悩みや不安についての相談
に弁護士などが応じます。d４月29日

（木・祝）午前９時半〜午後０時半l舞鶴
公園鴻臚（こうろ）館広場 福岡メー
デー会場（中央区城内）i福岡地域労
働者福祉推進協議会a283-5280f 

283-5251y無料e不要
NPOのための税理士による会計・
税務個別相談

　決算書の作り方や税金の手続き方
法などの相談に応じます。対面の他、
オンラインや電話も可。d第１金曜日
午前10時半、11時半、午後０時半から

（各50分）lNP０・ボランティア交流セ
ンターあすみん（中央区今泉一丁目）
i市民公益活動推進課a711-4927f 

733-5768t市内で活動するボランティ
ア団体、NPO法人などc各回１組（先
着）y無料e電話かファクス、メール

（m koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に
応募事項と団体名、希望日時（第２希
望まで）、相談内容、相談方法を書い
て、希望日の前日の正午までに同課
へ。来所（市役所７階）、市ホームペー
ジでも受け付けます。

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

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

21日㈮ 馬鹿たちの行進（11）、
森浦への道（２）

22日㈯ 小さなボール（11）、族譜（２）
23日㈰ 馬鹿宣言（11）、曼陀羅（２）
26日㈬ ディープ・ブルー・ナイト（２）

27日㈭ 黄真伊（ファン・ジニ）（11）、
旅人は休まない（２）

28日㈮ ザ・コンタクト（11）、
マヨネーズ（２）

29日㈯ ボリウルの夏（11）、
見知らぬ国で（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。

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
　※５月９日㈰、11日㈫、16日㈰、23日
㈰、29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。

オンライン「古文書はじめて講座」
　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」
による連続講座。講師は筑前黒田家文
書を読む会・前会長の天本孝久氏と同
館館長・長谷川法世氏。 ※各回のみの
参加も可。d４月24日㈯、５月22日㈯、６
月26日㈯午後６時半〜８時y無料e

メール（m furusatokan@hakatamachiya.
com）で４月15日〜22日に受け付けます。
博多町家思い出図画展
　「なつかしい思い出」をテーマに募集
した作品を展示。d４月27日㈫〜６月27
日㈰y無料（展示棟入館料別）

「博多町家」ふるさと館
〒812-0039 博多区冷泉町６-１0
a281-7761 f281-7762
o午前10時〜午後６時（入館は閉館
30分前まで）x第４月曜日（祝休日の
ときは翌平日）

自分だけの葉脈しおりを作ろう
　ヒイラギで葉脈しおり＝写真＝を作
り、葉脈の役割や光合成について学び
ます。d５月22日㈯午前10時半〜正午t

小学生（保護者同伴）c15人（先着）y

無料e電話かメール（m mamoroom@fch.
chuo.fukuoka.jp）で、４月15日午前10時
以降に同施設へ。

まもるーむ福岡 （保健環境学習室）

〒810-0065 中央区地行浜二丁目１-34
a831-0669 f831-0670
o午前10時〜午後５時x月・火曜日

（祝休日のときは翌平日）
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感覚の宇宙〜アジアの抽象美術〜
　生命やエネルギーをテーマにした作
品を展示。d４月15日㈭〜６月22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

園芸講座「園芸公園 花庭めぐり」
　大小13カ所の花庭を巡り、花の名前
や品種等を学びます。d４月24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、４月17日以降に同公
園へ。
園芸ワークショップ「プリザーブドフラ
ワーで作る母の日アレンジメント」
d５月８日㈯午後１時半〜３時半c20人

（先着）y1,500円e電話かファクスで、５
月１日以降に同園へ。

はかた伝統工芸館開館イベント
　博物館への一時移転を記念した縁起
物のHakataTamate（ハカタタマテ）箱の
限定販売や博多織の実演など。期間中は

「福の神クリアファイル」の配布もあり
（各日先着50人。28日は午後１時から配
布）。d４月28日㈬〜５月２日㈰ y入場
無料
博多人形節句人形展
　博多人形の作品約50点を展示・販売
します。d４月28日㈬〜５月９日㈰y入場
無料

③初心者向け着物からスラッ
シュ開きチュニック作り　
５／13㈭、20㈭、27㈭
13:00〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

④着物で２ＷＡＹカラーの半袖
チュニック作り　
５／14㈮、21㈮、28㈮
13:00〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

⑤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）

⑥はぎれ（布・革）でつくるスト
ラップ　
毎日10:30〜15:30の30分程度

なし

⑦木の枝フォトスタンド　
毎日10:30〜15:30の30分程度 なし

　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人y①⑤⑥⑦無料
②③④500円e①⑤⑥⑦電話かファク
ス、来所で①⑥⑦随時⑤希望日の３日前
までに同施設へ。②③④はがきかファク
ス、メール（m seibuplaza2@f-kankyo.or
.jp）、来所で、４月②22日③④27日（いず
れも必着）までに同施設へ。②③④は当
選者のみ通知。

内容・日時 定員
①ロール芯でこいのぼり飾り　
４／15㈭〜５／５（水・祝）
10:30〜15:30の30分程度

各30人
（先着）

②牛乳パックと端切れでトレー
作り　５／８㈯、15㈯、22㈯
13:00〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

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）

　※以下の託児は６カ月〜小学３年生
（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書い
て各10日前までに申し込みを）。
女性の人生サポート講座「老後とお金」
①法律編〜遺言・相続・後見〜②税務編
〜相続税・贈与税〜
d①５月15日㈯②６月19日㈯いずれも
午後２時〜４時t女性c各40人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m ami
kas@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と
希望日（どちらか１日のみ）を書いて、４
月15日以降に同施設へ。来所、ホーム
ページでも受け付けます。
区民と医師との会公開講演会「寝たき
りにならないで ロコモティブシンド
ロームと骨粗しょう症」

　医師の藤田芳憲氏による講演会。d５
月29日㈯午後２時〜３時半c70人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m ami
kas@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、４月15
日以降に同施設へ。ホームページでも
受け付けます。
夫・パートナーとの関係を考えたい人の
ためのグループワーク「木もれ陽（び）
の会」
　ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）の特
徴や影響を学びます。d６月４日〜８月６
日の隔週金曜日午後１時半〜３時半（連
続講座）t女性c12人（先着）y無料e

電話（a526-3788）かメール（m amikas.s 
oudan@city.fukuoka.lg.jp）、来所でアミ
カス相談室へ。

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。 森でノルディックウォーキング体験

　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。d５月12日㈬、18
日㈫、25日㈫、６月１日㈫いずれも午前
10時半〜午後０時半（連続講座）t18歳
以上c５人（抽選）y1,000円（ポール持
ち込みの場合は500円）e往復はがきに
応募事項と、ポール貸し出し希望の有
無、希望する場合は身長も書いて４月23
日（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
日も受け付けます。
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。d５月15日㈯午前10時半〜午後０
時半、午後２時〜４時t小学生以上（中
学生以下は保護者同伴）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、４月23日（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。
森にねころぶコンサート
　アコースティックギターのコンサート。②
は親子向け。d５月23日㈰①午前11時〜午
後０時半②午後２時〜３時半t①18歳以
上②小学生以上（中学生以下は保護者同
伴）c各20人（抽選）y2,000円、小学生
500円e往復はがきに参加者全員の応
募事項と代表者の氏名、希望時間、マッ
トのレンタル希望の有無も書いて４月30
日（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。

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

　※いずれも入園料別。
「不思議の植物園のアリス」クイズラ
リー
　参加者には、小説『不思議の国のアリ
ス』にちなんだ限定カードなどを進呈。
d４月29日（木・祝）〜５月30日㈰y無料e

不要
春のバラまつり
　期間中の土日祝日は、花と緑のマス
コットキャラクター「グリッピ」との記念
撮影、ショップの出店、バラガイドなども
あり。５月15日㈯には、福岡中央高校吹
奏楽部によるガーデンコンサートを開
催。雨天の場合は翌日実施。詳細は問い
合わせを。d４月29日（木・祝）〜５月16日
㈰y入場無料e不要

春のばら展
　相談コーナーや苗の販売、アレンジメ
ント教室（８日のみ。有料）もあり。d５月
７日㈮〜９日㈰y入場無料e不要　
ハーブまつり
　ハーブティーの試飲や苗の販売、ネッ
トハンギング作り体験（有料）など。d５
月８日㈯、９日㈰y入場無料e不要
園芸講座〜春の庭木の管理〜
　実践を交えながら学びます。d５月14
日㈮午後１時半〜３時半c50人（先着）
y無料e当日午後１時から受け付け。
植物観察会〜華麗なバラの魅力を探る〜
　講義後、バラ等の植物を観察します。
d５月15日㈯午後１時半〜３時半c50人

（先着）y無料e当日午後１時から受け
付け。

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）

アジア美術館
〒812-0027 博多区下川端町３-１
リバレインセンタービル７・８階
a263-1100 f263-1105
o午前９時半〜午後７時半（金・土曜日
は８時）x水曜日（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。

はかた伝統工芸館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１ 市博物館内
a409-5450 f409-5460
o午前９時半〜午後５時半（入館は閉
館30分前まで） ※４月27日まで休館。
28日は午後1時開館x月曜日（祝休
日のときは翌平日）

水
の
元
素　

ク
リ
シ
ュ
ナ
・

マ
ナ
ン
ダ
ー
ル
（
ネ
パ
ー
ル
）

１
９
７
５
年

５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 ※②は小学生以上

（２人まで）と保護者（１人）y①②③⑤無
料（⑤は部品代別）④200円⑥500円⑦
100円e①〜④⑥⑦往復はがきかファク
ス、来所で、５月①３日②６日③④10日⑥
15日⑦18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。
⑤電話か来所で、５月１日以降に同施設
へ。

内容・日時 定員
①堆肥・菜園づくり講座　
５／13㈭13:30〜15:30

10人
（抽選）

②親子de竹マイストロー・マ
イカップ作り　
５／16㈰10:00〜13:00

８組
（抽選）

③ボランティアが教える包丁
研ぎ講座　
５／20㈭、30㈰10:00〜12:00

各４人
（抽選）

④古布でぞうり作り　
５／21㈮10:00〜13:00

９人
（抽選）

⑤おもちゃの病院　
５／23㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

⑥ダンボールコンポスト講
座　５／25㈫10:30〜12:00

10人
（抽選）

⑦ニットリングアクセサリー
作り　５／29㈯10:00〜13:00

10人
（抽選）

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）

５月から始まる講座・教室
　詳細は問い合わせを。t市内に住む
一人親か寡婦c①②③⑥⑨⑪⑫各回10
人④13人⑤⑧⑩12人⑦⑬４人（いずれも
定員を超えた場合は選考）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、４月15日〜30日に
同センターへ。

内容 日時（連続講座）

①ワード・エク
セル基礎講座

５／８〜６／26の土曜日
9:30〜16:30
５／25〜６／４の火〜金
曜日9:30〜16:30

②秘書検定３
級講座

５／11〜27の火・木曜日
9:30〜16:30または9:30
〜15:30

③初めてのパ
ソコン講座

５／13〜19の火〜金曜
日9:30〜16:30

④介護実務者
研修（通信）

５／15㈯、７／７〜８／25
の水曜日9:30〜17:45

⑤医療事務講
座（夜間）

５／25〜８／５の火〜木
曜日18:15〜20:45

⑥ワード基礎
講座（夜間）

６／１〜24の火〜木曜
日18:30〜20:30

⑦正看護学校
受験対策講座

６／５〜12／18の土曜
日13:00〜15:00

⑧レクリエー
ション介護士
２級講座

６／６㈰、13㈰
9:30〜16:30

⑨エクセル検
定対策講座

６／９〜24の水・木曜日
9:30〜16:30

ひとり親家庭支援センター
〒810-0074 中央区大手門二丁目５-15　a715-8805 f725-7720
o午前９時〜午後９時（日祝日は午後５時半まで）x月曜日

⑩ＦＰ技能検定
３級講座

６／12〜８／７の土曜日
9:30〜16:30

⑪ワード検定
対策講座

６／27〜８／１の日曜日
9:30〜16:30

⑫パワーポイ
ント講座

７／３〜24の土曜日9:30
〜16:30

⑬准看護学校
受験対策講座

９／25〜来年１／29の
土曜日
10:30〜12:30

　※⑦⑬は高認塾福岡（中央区渡辺通
五丁目）で実施。
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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


