
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（５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。
５月２日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	
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）	
福岡記念病院（早良区西新一丁目1-35）	

a608-0001	
a651-0022	
a565-3531	
a831-6911	
a821-4731

南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
５月３日（月・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（西区石丸四丁目３-１）	 a891-2511
５月４日（火・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
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
５月５日（水・祝）
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
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
５月９日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	 a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）	 a891-2511

※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４
月12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。

友泉亭公園　
①和

わ こ
胡のコンサート②ハレとケの日の撮影会

①は和胡奏者の里地帰（さとちき）によるコンサート。オンライン配信もあり。
詳細は問い合わせを。d５月①16日㈰午後２時〜２時半（受け付けは１時半から）
②29日㈯、30日㈰午前９時〜午後４時li同公園（城南区友泉亭）af711-
0415t①小学生以上（小学生は保護者同伴）②不問c①30人②10組（いずれも
先着。②は１組５人まで）y①無料②１組5,500円（いずれも入園料別）e①不要
②電話かファクスに応募事項と希望日を書いて、５月１日以降に同公園へ。来所
でも受け付けます。

催 し

博多座「市民半額観劇会」

　「六月博多座大歌舞伎」を半額で観劇できます。d６月５日㈯〜８日㈫、10日㈭、
16日㈬、19日㈯午後３時半から。 ※５日、６日、19日は午前11時半からの公演もあ
りl博多座（博多区下川端町）i市民半額会事務局a751-8258（平日午前10時〜
午後６時）f736-7081t小学生以上c各回50人（抽選）yＡ席7,500円（事務手数
料・振込手数料別）eはがき（〒810-8799福岡中央郵便局留「市民半額会」）に代
表者の応募事項と希望日時（１公演のみ）、参加人数（２人まで）を書いて５月10日

（消印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（５月12日ごろ発送）。

中村梅玉 尾上菊之助

催 し
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●●月・祝
他

2サン＝サーンス没後100年「アニマル・ワールド」

　作曲家サン＝サーンスの代表作「動物の謝肉祭」をテーマにした、障
がいのあるアーティストによる絵画展。８日㈯午前11時半から正午まで

「アートムジカ」アーティストによるコラボコンサートを行うほか、８日
㈯、９日㈰には缶バッジワークショップなどもあり。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。d５月３日（月・祝）〜９日㈰午前10時〜午
後６時 ※絵画展の初日は正午から。最終日は午後４時までlアクロス
福岡（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-
9100f725-9102y入場無料e不要

5/

9
●日

3市総合体育館　走り方教室

d午前９時半〜11時、午後１時〜２時半li同体育館（東区香椎照葉
六丁目）a410-0314f410-0318t小学１〜３年生c各20人（先着）y

1,000円e電話か来所で、５月１日以降に同体育館へ。

5/

9
●日

2わんにゃんよかイベント in あにまるぽーと

　犬の手入れ、猫の譲渡相談、子
ども向けの紙芝居など。犬の同伴
可。雨天の場合は内容変更あり。
d午前10時〜午後２時liあにま
るぽーと（東区蒲田五丁目）a

691-0131f691-0132y無料e不要

5/

12
●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

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５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

〒 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。



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大人・子ど
もに対する方法）を学びます。詳細は問い合わ
せを。i救急課a791-7151f791-2994t市内に
住むか通勤・通学する人y無料eホームページ
で受け付けます。受け付け開始は５月①④11日
②③１日。 ※電話の場合は各申込先へ。

種類 実施日 会場 電話 定員
（先着）

①入門（夜間）６／21㈪ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 30人
②入門 ６／９㈬ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目）475-0119 25人

③普通１

６／８㈫ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人

６／11㈮ 市民防災センター（早良区百道浜一
丁目） 821-0245 20人

６／12㈯ さいとぴあ（西区西都二丁目） 806-0642 20人
６／19㈯ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 30人
６／20㈰ 博多消防署 475-0119 25人
６／22㈫ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人
６／24㈭ 市民防災センター 821-0245 20人
６／27㈰ 南消防署（南区塩原二丁目） 541-0219 25人
６／28㈪ 東消防署 683-0119 30人

④上級 ６／10㈭ 消防本部 791-7151 各30人６／17㈭
※時間は①午後７時〜８時半②午前10時〜11時半③午前10時〜午後１時④

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。
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講座・教室

市科学館　SDGs家族会議 in FUKUOKA
〜私たちの2030をデザインしよう〜

　2030年の福岡の街がどうなっているか家族で考えます。研修会以外はオンラ
インで実施。詳細はホームページで確認を。d ▽説明会（希望者のみ）＝５月８日
㈯午後４時〜５時10分 ▽研修会＝６月５日㈯午後１時〜４時 ▽第１回〜第５回＝６月
19日、７月３日、17日、31日、８月14日いずれも土曜日午後４時〜５時半 ▽発表会＝
８月28日㈯午後i同館a731-2525f731-2530t小学５・６年生と家族y説明会は
無料、研修会以降は有料eホームぺージで５月25日まで受け付けます。

催 し

雁の巣レクリエーションセンター

li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①不問（中学生以下は保護
者同伴）②テニス初心者の５歳〜小学３年生（保護者同伴）③５歳〜小学３年生と
保護者のペアc①②30人③30組（いずれも抽選）y①高校生以上1,000円、小中
学生500円、小学生以下無料②600円③１組1,000円e往復はがき（〒811-0204東
区奈多1302-53）かファクス、来所で、５月①11日②13日③20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。

内容 日時
①芝生deヨガ ５／19㈬10:00〜11:00
②雁の巣ジュニアテニス教室 ５／23㈰10:00〜12:00
③サツマイモ植え付け収穫体験 ５／29㈯、10／16㈯10:00〜11:00

催 し

視覚・動作・認識等で困っている人へ―
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
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●木

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
a441-1118（当日は080-2705-5462）f

441-1149c15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、希望日時、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。

5/

15
●土

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　段ボール・木枠コンポストでの堆肥作り、タマネギ・バレイショの収
穫やサツマイモの植え付けを行います。収穫した野菜を使った調理実
習もあり。d午前10時〜午後１時l立花寺１丁目種苗育成施設内（博
多区立花寺一丁目）i循環生活研究所a405-5217f405-5951t市内
に住む小学生以下と保護者c20人（先着）y１人300円eはがき（〒 
811-0201東区三苫４-４-27）かファクス、メール（m info@jun-namaken.
com）に参加者全員の応募事項を書いて、５月１日以降に同研究所へ。

5/

16
●日
他

2老人福祉センター長生園　①高齢者認知症予防検査
（ファイブコグ）②長生園オレンジカフェ

①脳の機能の検査や認知症予防のためのアドバイスを受けられま
す。②認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気の中で話や相
談ができます。d５月①16日㈰②21日㈮いずれも午後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50歳以上c①25人②20人（いずれも先着）y①500円②無料e

電話かファクス、来所で、５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。②は定員を超えた場合の
み通知。

5/

17
●月
他

2「福岡グランドクラシックス」 ①神尾真由子ヴァイオリ
ン・リサイタル②安永徹＆市野あゆみ 九響・札響の室内楽

　①ピアニスト田村響との共演。ベートーベンのバイオリンソナタ第
５番「春」などを演奏します。②ブラームスのピアノ五重奏曲ヘ短調な
どを演奏します。いずれも未就学児は入場不可。d５月①17日㈪午後
６時半〜８時半②29日㈯午後４時〜６時l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①6,000円、学生券4,000円②4,000円、学生券2,000円
n４カ月〜就学前（無料。託児の申し込みはテノ.サポートa0120-
8000-29へ。先着順）e電話か来所（アクロス福岡２階）で同センター
へ。ホームページやチケットぴあ、ローソンチケットでも販売。

5/

20
●木

2外国人学生が語る「ふるさとの街と福岡」

　インド出身のシャルマ・パンシュルさんが、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）a262-1744f262-2700c17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 att
aka@fcif.or.jp）で、５月１日以降に同財団へ。定員を超えた場合のみ通
知。

5/

20
●木
他

3 NPO法人向け 事業報告書の作り方講座

　毎事業年度終了後３カ月以内に所轄庁への提出が義務付けられて
いる同報告書等の作成に関して、総会の招集から書類の作成まで解
説します。d５月20日㈭午後２時半〜４時、25日㈫午後７時〜８時半、６
月４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a711-4927f733-5768t市内で活
動するNPO法人の事業報告書作成担当者、経理担当者など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、法人名、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。

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 応募等のはがきの料金は 63 円です。

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



「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、市ホームページ（「福岡市政だよりWEB
版」で検索）で公開しています。ホームページのデザインを一新
し、より見やすくなりました。「発行号別」「掲載面別」「カテゴリー
別」の分類で記事の見出し一覧を表示できるほか、キーワード
での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

城南障がい者フレンドホーム

li同ホーム（城南区南片江二丁目）a861-1180f861-1123t市内に住む障が
いのある人（障がいの程度によっては介助者の同伴が必要）c各８人（抽選）
y①100円②⑤500円③無料④900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、５月１日〜①
②11日③14日④19日⑤25日に同ホームへ。当選者のみ通知。いずれも空きがあ
れば当日も受け付けます。

内容 日時
①ぬり絵 ５／14㈮、28㈮13:00〜15:00

②癒やしのアロマ（虫よけスプレーを作ります） ５／19㈬10:30〜12:00

③体験　太極拳教室 ５／19㈬13:00〜15:00

④牛革クラフト教室（カードケースを作ります） ５／25㈫13:00〜15:00

⑤キッシュロレーヌ作り
（ベーコンとチーズでキッシュを作ります） ５／30㈰13:30〜15:30

講座・教室

市美術館　いきヨウヨウ講座
「想いを届けるメッセージ〜銅版画でカード作り〜」

d６月６日㈰、13日㈰午後１時半〜３時半（連続講座）li市美術館（中央区大濠
公園）a714-6051f714-6071t65歳以上c18人（抽選）y無料e往復はがき（〒 
810-0051中央区大濠公園１-６）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、件名に「いきヨウヨウ講座」と書いて、５月24日（必着）までに市美術館へ。

講座・教室

市ヨットハーバー　
①初心者ヨット教室②ジュニアヨット教室

d５月①15日㈯、22日㈯午前10時〜午後４時②23日㈰午前10時〜午後２時半
li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）a882-2151f881-2344t市内に住む①
16歳以上②小学３年〜中学生c①各10人②10人（いずれも先着）y①3,000円②
1,500円eホームページで５月1日以降に受け付けます。

講座・教室

アミカス　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。d６月３日㈭〜５日㈯午前10時〜11時
50分lアミカス（南区高宮三丁目）iアミカス図書室a534-7593f534-7595t６
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メール（m amitos
ho@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）を書いて５月15日までに同図書室へ。来所、ホームページでも受け付け
ます。当選者のみ通知。

催 し

市地下鉄　
謎解きイベント「もぐらのモールの美

お い
味しい配達員」

　実際に福岡の街を歩き、謎解きをしながら次の目的地を見つけ出す体験型の
ゲームを実施しています。期間中はいつでも参加可能。地下鉄１日乗車券付き
の参加キットを購入してください。詳細はホームページで確認を。d開催中〜来
年３月31日㈭午前８時〜午後５時半iお客様サービスセンターa734-7800f734-
7801y3,000円e参加キットは市地下鉄駅構内セブンイレブン（貝塚、博多、藤
崎、姪浜）、市観光案内所（博多・天神）等で販売。

催 し

5/

21
●金
他

2博多ガイドの会 「新しい博多のお宿 見て、撮って…」

　博多区の櫛田神社から店屋町まで、個性豊かな宿を見て歩きます。
d５月21日㈮、22日㈯午後１時〜３時半l集合は櫛田神社（博多区上
川端町）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14人（抽選）y700円e電話かファクスで、５月
６日午後６時までに同課へ。ホームページでも受け付けます。当選者
のみ通知。

5/

22
●土

3埋蔵文化財センター　考古学講座「福岡市の保存科学」

　今年度のテーマは「第二の発掘〜考古学×自然科学＝新発見〜」で
す。今回は自然科学調査の二つの側面「保存」と「分析」について市文
化財専門職が説明します。d午後１時半〜３時li同センター（博多
区井相田二丁目）a571-2921f571-2825c50人（抽選）y無料eメール

（m maibun-c.EPB@city.fukuoka.lg.jp）で５月１日〜15日に同センターへ
（１通につき１人）。来所でも受け付けます。当選者のみ通知。

5/

22
●土
他

2
オンライン自然観察会
①福岡城

じょうし

址の木々②地行浜の生きもの
　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使って、地行浜などの自然を
観察します。d５月①22日㈯②23日㈰いずれも午前10時〜11時i環
境調整課a733-5389f733-5592c各40組（先着）y無料eメール（m 
info@greencity-f.org）に応募事項と希望日を書いて５月１日以降にグ
リーンシティ福岡へ。ホームページでも受け付けます。

5/

22
●土
他

3プレイワーク研修講座

　遊びを通した子どもとの関わりについて、基礎知識・技術を学びま
す。各回のテーマなど詳細は問い合わせを。d５月22日㈯、29日㈯、６
月６日㈰、13日㈰、20日㈰午後１時〜４時 ※希望回のみの受講可lあ
すみん（中央区今泉一丁目）iプレイフクオカ・古賀a090-2503-2473 
m asobi@playfukuoka.netc40人（抽選）y無料（保険代別）e電話か
メールに応募事項と生年月日、子どもの遊びに関する経験を書いて、
５月14日までに問い合わせ先へ。当選者のみ通知。

5/

23
●日

2リメンバー福岡 自死遺族の集い

　家族、友人、恋人などを自死（自殺）で亡くした人たちが、寄り添い語
り合う集い。d午後１時15分〜４時（受け付けは１時から）lあいれふ８
階（中央区舞鶴二丁目）i精神保健福祉センターa737-1275f737-
8827y500円e不要

5/

29
●土

2
東区、よかまち・よかとこ歩

さ ん ぽ

・歩・歩
「菩

ぼだいじゅ

提樹香る馬出を巡る」
　九大医学歴史館や利休釜掛けの松、筥崎宮などを巡ります。d午前
10時〜午後０時半l集合は地下鉄馬出九大病院前駅i東区歴史ガイ
ドボランティア連絡会・奥永a090-5731-4095f629-2183c20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５月15日（必着）までに東区生涯学習推進課へ。

5/

29
●土

2もーもーらんど油山牧場　温泉＆牧場で遊ぶバイ

　バスで同牧場（南区柏原）に移動し、搾乳やバター作り体験をしま
す。昼食付き。集合・解散は温泉施設の那珂川清滝（那珂川市南面
里）。d午前10時〜午後３時i同牧場a865-7020f865-7040t４歳以上

（小学生以下のみの参加不可）c７組（先着。１組４人まで）y中学生以
上2,500円、小学生以下2,000円eホームページで５月１日以降に受け
付けます。電話の場合は那珂川清滝（a952-8848）へ。

5/

29
●土

2さいとぴあ　プロに学ぼう

　ライジングゼファーフクオカの選手によるバスケットボール教室で
す。d午後１時〜４時liさいとぴあ（西区西都二丁目）a807-8900f

807-8895t小学生c30人（抽選）y無料eホームページで５月15日ま
で受け付けます。当選者のみ通知。

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
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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。



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

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

l①アミカス（南区高宮三丁目）②中央市民センター（中央区赤坂二丁目）他③
あいれふ（中央区舞鶴二丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-
3456f739-6081t①自宅にミシンがある人②英語を学びたい人③水彩画の基
本の塗り方を知っている人e電話かファクスで、５月６日以降に同事務局へ。

内容 日時 定員
（先着） 費用

①あなたのミシン眠っていません
か？お出かけトートバッグ作り ５／13㈭13:30〜16:30 10人 3,500円

②英語で歴史ガイド〜博多編〜
座学とガイド実践で会話力を磨こ
う

５／20〜７／15の木曜日
10:00〜12:00（６／３、17、
７／１を除く。連続講座）

15人 9,000円

③水彩画教室〜中級編〜
構図や技法を学ぶ

（道具の貸し出しもあり）

５／27、６／３、17、７／８、29、
８／５、19いずれも木曜日
13:30〜16:00（連続講座）

10人 7,000円

講座・教室

スマホ用無料防災アプリ「ツナガル+
プラス

」の登録を
　災害時に市と直接つながることのできるアプリです。災害が
起きると「災害時モード」に切り替わり、近くの避難所や避難経
路が地図上に表示されるので、スムーズに避難することができ
ます。
アプリ内の避難所コミュニティ
に参加すると、避難所内での情報
共有や市からの支援物資情報な
どを知ることができます。また、
車中泊など指定避難場所以外の
場所で避難する場合は、避難場所
や被災状況を発信し、市に支援を
求めることもできます。
　平常時には地域のコミュニティ
ツールとして活用できます。ぜひ
ダウンロードしてください。
※LINE（ライン）アカウントか

らもログインできます。i地域防
災課a711-4156f733-5861

避難所内での情報共有イメージiOS端末 アンドロイド端末

＜ダウンロードはこちらから＞

早良障がい者フレンドホーム　
①はじめてのボッチャ教室②折り紙教室

d①５月23日㈰午後１時半〜３時半②６月２日〜来年３月２日の第１水曜日午前10
時〜11時（連続講座）li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-
2763t市内に住む障がいのある人c各10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、５月１日〜①９日②15日に同
ホームへ。

講座・教室

5/

29
●土

2九響 ＠ アートカフェ〜初夏のコンサート〜

　九響メンバーによる弦楽四重奏。小学生以下は保護者同伴。詳細は
ホームページで確認を。d午後６時45分〜７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
a263-6265f263-6259c100人（抽選）y無料e往復はがき（〒812-0027
博多区下川端町３－１ リバレインセンタービル８階）に参加者全員（１通
２人まで）の応募事項を書いて５月16日（必着）までに同財団へ。

5/

29
●土
他

3市民防災センター　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。d５月29日㈯、30日㈰午後２時〜３時半li同センター（早
良区百道浜一丁目）a847-5990f847-5970 
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12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、５月６日午前９時半以降に同セン
ターへ。

6/

1
●火
他

3西障がい者フレンドホーム　瑞宝太鼓教室

　詳細は問い合わせを。d６月１日〜来年３月１日の第１火曜日午後１
時半〜３時半（連続講座）li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017 
f883-7037t市内に住む障がいのある18歳以上c12人（抽選）y月
300円e電話か来所で、５月１日〜16日に同ホームへ。

6/

3
●木

2博多のおいしゃんと歩こう「追い山笠コース探訪」

　博多の歴史や山笠についての話を聞きながら、追い山笠コース（約
５km）を歩きます。d午前９時半〜11時半l集合は冷泉公園（博多区上
川端町）i博多の風・塚本a080-1429-1983f263-7188c150人（抽選）
y1,000円、中学生以下無料eはがき（〒812-0027博多区下川端町８- 
16-302）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢を書いて５月
21日（必着）までに問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

6/

3
●木

2九州交響楽団 定期演奏会〜新進気鋭 熊倉優のショス
タコーヴィチ・人気絶頂 反田恭兵のラフマニノフ〜

　ラフマニノフのピアノ協奏曲第２番ハ短調などを演奏します。未就
学児は入場不可。d午後７時〜９時lアクロス福岡シンフォニーホール

（中央区天神一丁目）i九響チケットサービスa823-0101f822-8833 
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。託児の申し込みは前日までにテ
ノ.サポートa0120-8000-29またはa263-3580へ。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。

6/

5
●土

2東図書館　知的書評合戦 ビブリオバトル

　「本で旅する」をテーマにお薦めの本の発表およびディスカッション
を行うイベントを観覧できます。 ※バトラー（発表者）も募集中です。
先着５人。申込方法など詳細は問い合わせを。d午後２時〜３時半l

なみきスクエア（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973 
c30人（先着）y無料e電話か来所で、５月１日以降に同図書館（なみ
きスクエア内）へ。

6/
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●土

3まもるーむ福岡　光るスライム

　光を蓄える「蓄光塗料」と紫外線で光る「蛍光塗
料」について学びます。小学生以下は保護者同
伴。d午前10時半〜11時liまもるーむ福岡（中
央区地行浜二丁目）a831-0669f831-0670c30人

（先着）y無料e電話かメール（m mamoroom@fch.
chuo.fukuoka.jp）で、５月１日以降に同施設へ。 スライム

情報BOX 福岡市政だより
令和3（2021）年５月１日 12

●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



かなたけの里公園

　いずれも小学生以下は保護者同伴。詳細はホームページで確認するか問い
合わせを。li同公園（西区金武）a811-5118f400-0147y①入場無料②無料③
１組4,000円④１組5,000円e①不要②③④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、５月②12日③８日④15
日（いずれも消印有効）までに同公園へ。いずれも１組１通。②は１通５人まで。

内容 日時 定員
① 春 の 里 山 キャン
ペーン（ジャガイモの
収穫や木を使ったク
ラフト体験など）

５／４（火・祝）〜９㈰10:00〜15:00 ※クラフト
体験は10:00〜、13:00〜（各60分） 先着順

②夜のホタル観賞会 ５／29㈯19:00〜21:00 20人（抽選）

③小麦収穫・うどんづ
くり体験（麦の収穫か
ら製粉、うどん打ちま
で行います。打ったう
どんの持ち帰り可）

５／29㈯、６／12㈯、26㈯、７／24㈯
9:30〜12:00（初回のみ15:00まで）

15組（抽選。
１組３人まで）

④米づくり体験（田植
えから草取り、収穫・
脱穀まで行います。
持ち帰る米の量は出
来高によって決定）

６／６㈰および７／３〜11／６の土曜日で８
月を除き月１〜２回、いずれも9：30〜12:00

（15:00までの日もあり。別途草取り３回程
度。詳細は問い合わせを） ※期間中にカ
カシ作り体験（１人300円。希望者のみ）も
行います。

15組（抽選。
１組５人まで）

①のジャガイモの収穫 ①のクラフト体験

催 し

今宿野外活動センター　
①キッズクライム〜木登り体験〜②あおぞらピザ教室

①専門家の指導と補助で、安全器具とロープを使って木に登ります。②石窯で
ピザを作ります。いずれも17歳以下は保護者同伴。d５月①15日㈯午前10時〜
正午、午後１時〜３時半の間の30分間②30日㈰午前10時〜正午、午後１時半〜３
時半li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115t①身長120㎝以
上、体重20〜90㎏の人②不問c①27人（先着。30分ごとに３人まで）②各５組（抽
選。１組５人まで）y小学生以上1,000円、未就学児500円e①電話で５月１日以降
に同センターへ。②往復はがき（〒819-0163西区今宿上ノ原217-２）に参加者全員
の応募事項と希望時間、アレルギーの有無を書いて、５月１日〜18日（必着）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。 ※②はホームページで
申し込む場合は当選者のみ通知。

催 し

留学生から学ぶ外国語教室

　中国語、韓国語、カザフ語、ベトナム語など全９言語を学べます。詳細は問い合
わせを。d７月２日㈮〜来年２月５日㈯の原則週１回（連続講座）l市国際会館（博
多区店屋町）i福岡よかトピア国際交流財団a262-1744f262-2700t小学生以
上（小学生は保護者と共に受講。保護者の受講料も必要）c各クラス16人（抽選）
y３万3,000円（テキスト代別）e４月26日からホームページに掲載、または同財団

（博多区店屋町 市国際会館）、情報プラザ（市役所1階）などで配布する申込書を
５月17日（必着）までに同財団へ。

講座・教室

優しさを伝えるケア技術「ユマニチュードⓇ」Vol.３
〜正面から、水平に、近く、長く見る〜

　市は、認知症になって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。「見る」ことで相手に届くメッセージがあ
ります。正面から見ることで正直さを、水平に見
ることで平等であることを、近く・長く見ることで
親密さを伝えることができます。

要約筆記者養成講習会

　手書き・パソコンの２コース。詳細は問い合わせを。d６月６日〜11月21日の日
曜日午前10時〜午後３時（６月27日、８月８日、15日、９月５日を除く。連続講座）l

ふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市聴覚障がい者情報センターa718-
1724f718-1710t講習会修了後に市の登録要約筆記者として要約筆記の活動
が可能な人（パソコンコースはタッチタイピングができる人）c各コース20人

（抽選）y無料（テキスト代別）e往復はがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）に応
募事項と希望コースを書いて５月15日（必着）までに同センターへ。

講座・教室

お知らせ
マイナポイントで買い物ができま
す

マイナンバーカードと連携させた
キャッシュレス決済で、９月末までに買
い物またはチャージを行うと、買い物
等で利用できるマイナポイントが１人
当たり最大で5,000円分もらえます。

【対象】４月末までにマイナンバーカー
ドを申請した人。マイナポイントの利
用には ▽マイナンバーカードの取得

▽マイキーＩＤの設定 ▽マイナポイン
トの申し込み（利用するキャッシュレス
決済の登録）―も必要。各区役所と入
部・西部出張所でマイキーＩＤの設定、
マイナポイントの申し込みのサポート
を行っています（平日午前８時45分〜
午後５時15分）。マイナンバーカードと
同カード取得時に設定した４桁の暗証
番号が必要です。暗証番号が分から
ない人は、住所地の区役所市民課で
再設定してください。iＩＣＴ推進課a

711-4105f733-5582 ※マイナポイン
トについては、マイナンバー総合フ
リーダイヤル（a0120-95-0178）へ問
い合わせを。

全国戦没者追悼式
　旅費の一部を補助します（差額は
自己負担）。詳細は問い合わせを。d

８月14日㈯〜15日㈰１泊２日l日本武
道館（東京都千代田区北の丸公園）i

保健福祉局総務課a711-4493f733-
5587t次の全てに該当する市内に住
む人 ▽戦没者および一般戦災死没者
の遺族（三親等以内の親族を優先） ▽

過去に参加したことがない ▽２日間
の行程に耐えられる体力を有する ▽

団体行動ができるe電話かファクス
で詳細を確認の上、申込書を５月31日
までに同課へ。

県戦没者追悼式
d８月15日㈰午前11時50分〜午後０
時50分l県立福岡武道館（中央区大
濠一丁目）i保健福祉局総務課a711-
4493f733-5587t本県出身の戦没者

および一般戦災死没者の遺族（三親
等以内の親族を優先）で市内に住む
人y無料e電話かファクスで、５月31
日までに同課へ。
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。【対象】被保険者（長期入院者、施
設入所者を除く）【受診票の送付時
期】 ▽４月末時点で被保険者の人＝４
月下旬 ▽５月以降に75歳になる人＝
75歳になる月の10日ごろ（誕生日前
の受診は不可）【受診方法】かかりつ
け医か前回健康診査を受けた医療機
関等に受診できるかを確認して予約
を。実施医療機関が分からない場合
などは問い合わせ先へ【費用】500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

NPO活動推進補助事業を募集
　詳細は市ホームページに掲載する
募集要領で確認するか問い合わせ
を。【対象】市内のNPO法人が行う公益
的な事業【申込期間】▷新型コロナウ
イルス対策支援募集＝５月12日まで▷
通常募集＝５月19日までi市民公益
活動推進課a711-4283f733-5768
松くい虫防除の薬剤を散布しま
す

　海岸線の松林を松くい虫の被害か
ら守るため、５月中旬〜下旬（土・日曜
日、雨天日、強風日を除く）に次の地
区の海岸で薬剤の地上散布を行いま
す。 ▽東区＝勝馬、西戸崎、奈多、三苫

▽西区＝生の松原、今津、西浦。関係
地区の皆さんには、自治会やチラシ
などを通じて日程や注意事項をお知
らせします。i森林・林政課a711-4846 
f733-5583
令和３年度市食品衛生監視指導
計画を策定しました

　【閲覧・配布】食品安全推進課（市役
所12階）、情報プラザ（同１階）、各区衛
生課で。市ホームページにも掲載。i

食品安全推進課a711-4277f733-55 
88

6/

15
●火

3建物の維持保全セミナー
「給排水衛生設備における感染症対策について」

d午後２時〜４時l市場会館２階（中央区長浜三丁目）i市施設整備
公社総務課a738-7221f738-7230t市内に住むか通勤・通学する18
歳以上c50人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m seibicop@
circus.ocn.ne.jp）に応募事項と参加人数を書いて、５月６日以降に同課
へ。定員を超えた場合のみ通知。
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●土

2スタージャンプ福岡

　アビスパ福岡や福岡ソフトバンクホークスなど、福岡を拠点とする
スポーツチームの選手やコーチと一緒にいろいろなボールを使って
遊びます。d午前10時〜午後０時半l市民体育館（博多区東公園）i

市スポーツ協会事業課a645-1233f645-1220t小学１〜３年生c100
人（抽選）y500円eホームページで５月１日〜16日に受け付けます。
当選者のみ通知。

6/

20
●日

2海の中道青少年海の家　ファミリーキャンプ
〜家族で作ろう、貝のアートと炭火パン〜

d午前10時〜午後４時li海の中道青少年海の家（東区西戸崎 海の
中道海浜公園内）a603-2700f603-2782t小中学生と家族c10組（抽
選）y大人1,500円、高校生1,320円、小中学生1,000円、未就学児500円
eホームページで５月21日まで受け付けます。

6/

20
●日
他

2立花寺緑地リフレッシュ農園 サツマイモ栽培体験

　苗の植え付けから収穫までを体験できます。持ち帰りあり。１区画
15株。d６月20日㈰午前10時〜正午 ※収穫は11月７日㈰午前10時〜
正午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883c20組

（先着。１組１区画限定）y2,000円e電話かファクスで、５月１日午前10
時以降に同農園へ。

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５月１日 情報BOX11 催し 講座

教室
お知
らせ



（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、５月６日午前10時以降に
同センターへ。

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は視覚障
がいのある人）が相談に応じます。 ※
変更の可能性あり。当日問い合わせ
を。d５月19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-
0010f791-7687t市内に住む障がい
者やその家族などy無料e不要

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
ンブルなどへの依存症、引きこもりに
ついての相談。電話（a737-8829 火・
木曜日午前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

就学相談会の保護者への事前説
明会を行います

　障がいのある子どもの保護者を対
象に就学相談会についての説明を行
います。詳細はホームページで確認
を。d５月24日㈪午前10時半〜11時
半、26日㈬午後３時半〜４時半、27日
㈭午前10時半〜11時半 ※内容は同
じlふくふくプラザ（中央区荒戸三丁
目）i発達教育センターa845-0015 
f845-0025t来年度小学１年生にな
る子どもの保護者c各100人（先着）
y無料eファクスかメール（mhattat
uc.ss01@city.fukuoka.lg.jp）に電話番
号、子どもの氏名（ふりがな）と所属す
る園・施設名、参加人数、希望日を書
いて、５月１日以降に同センターへ。定
員を超えた場合のみ通知。
ゲーム依存等に対応したひきこも
り相談

　ゲーム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li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@japa
nmac.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。

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
ルームへ予約を。

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。d５月19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、５月11日午前
10時以降に同会へ。

「博多どんたく港まつり」「博多祇
園山笠」を応援しませんか

　本市を代表する祭りを応援するふ
るさと納税「福岡が誇る伝統ある祭り
と文化」を受け付けています。伝統を
次の世代へ引き継ぎ、守るために支
援をお願いします。寄付金は祭りの運
営支援や安全対策に活用します。詳
細はホームページで確認するか問い
合わせを。iふるさと納税コールセン
ターa0570-666-532

一昨年の「博多どんたく港まつり」総踊り

公衆無線LAN（Wi-Fi）利用時の情報
漏えいに注意しましょう

　外出先等での公衆無線LAN（Wi-Fi）
の利用は便利ですが、通信内容が他
人に見られてしまうなどの危険も潜ん
でいます。個人情報を悪用されないよ
う、IDやパスワードなどのログイン情
報やクレジットカード番号のような決
済に関する情報等の入力は避けましょ
う。i広報課a711-4827f732-1358

自転車は駐輪場に止めましょう
　自転車を道路などに放置すると、通
行の妨げになるだけでなく緊急時や
災害時の避難・救助にも支障を来しま
す。放置自転車は、条例に基づき撤去
されますので、必ず駐輪場を利用して
ください。i自転車課a711-4468f

733-5591

「雑がみ」を簡単リサイクル
　紙箱や包装紙などの雑がみの種類
や出し方を分かりやすく解説した「雑
がみ回収促進袋」＝写真＝を配布して
います。【配布】各区生活環境課、情報
プラザ（市役所１階）で。詳細は市ホー
ムページで確認するか問い合わせ
を。i家庭ごみ減量推進課a711-4039
f733-5907

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。d６月２日㈬午後１時〜
４時li天神弁護士センター（中央区
渡辺通五丁目 南天神ビル２階）af

738-0073t家族や恋人、友人などを
自死（自殺）で亡くした人やその支援
者c３人（先着）y無料e電話かファ
クス、来所で同センターへ。

医師による不妊専門相談
　不妊治療の医師である井上善仁氏
が相談に応じます。d５月20日㈭午後
３時〜５時li不妊専門相談センター

相 談

新しい水洗化区域のお知らせ

　４月22日から次の区域の一部が新
しく水洗化（下水処理）区域になりまし
た。【東区】香椎三丁目、下原三丁目、
多々良一丁目、唐原五丁目、名子三丁
目、松崎三丁目【早良区】西新一丁目・
四丁目【西区】今津。水洗化区域に
なった各家庭では次のように改修し
てください。 ▽くみ取り便所は３年以
内に水洗便所に改造する（貸付制度
あり） ▽風呂、台所などの雑排水は６
カ月以内に排水設備を設置し下水管

（汚水管）に流す ▽排除方式が分流式
になっている区域の汚水は汚水管
へ、雨水は側溝か雨水管に流れるよう
に接続する。i下水道事業調整課a

711-4428f733-5533、貸付制度は下
水道管理課a711-4534f733-5596

分流化区域指定のお知らせ
　４月22日から中央区大名一丁目、天
神二丁目の各一部が分流化区域に指
定されました。分流化区域に建築をす
る際は、分流式の排水設備を設置し、
汚水は汚水管へ、雨水は側溝か雨水
管に流す必要があります（助成制度あ
り）。詳細は市ホームページで確認
を。i下水道事業調整課a711-4428 
f733-5533、助成制度は中部下水道
課a711-4698f711-4466
市役所１階に証明写真機を設置し
ています
ユニバーサルデザインに配慮した

証明写真機＝写真＝で、車椅子での利
用も可能です。i財産管理課a711-
4173f711-4833

市地下鉄 企画乗車券のインター
ネット販売を開始します

　４月26日から、ファミちかきっぷ、
ファミリーぺア券のインターネット販
売を開始します。事前にインターネッ
トで支払い、申し込み完了メールに記
載の受取コードを、希望する駅窓口で
提示して乗車券を受け取ってくださ
い。インターネットで購入した人の中
から先着で1,000人に新型車両2000Ｎ
系特製パスケースを進呈。駅窓口ご
とになくなり次第終了。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-
7800f734-7801
個人市県民税の特別徴収税額決
定通知書について

　特別徴収（給与から引き去り）の人
の令和３年度の同通知書を、５月19日
㈬に給与支払者（勤務先）宛てに発送
します。i法人税務課a711-4211f733- 
5556

ふくおか応援寄付（市へのふるさ
と納税）の返礼品を募集

　詳細は市ホームページで確認を。
【対象】市内に事業所がある法人、団
体または個人事業主。１事業者５品

（品物・サービス）まで【募集要項】市
ホームページに掲載【募集期間】随時
受け付けi財産活用課a711-4532f

711-4833

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

予防接種の打ち忘れはありませ
んか

　新型コロナウイルスの影響で、定
期予防接種を受けられなかった人の
接種期限を９月30日㈭まで延長しま
す。接種が済んでいない人は早めに
接種してください。【対象となる予防
接種】①高齢者肺炎球菌予防接種②
子どもの定期予防接種全般【対象者】
①令和２年度が対象期間で、一度も
高齢者肺炎球菌の予防接種を受けた
ことがない人②令和２年８月１日以降
で接種期限が切れる定期予防接種が
完了していない子どもi保健予防課
a711-4270f733-5535
住居確保給付金の再支給の申請
期間が６月末まで延長されました

　同給付金は、離職、廃業または休業
等による収入減少で経済的に困窮し
住居を失う恐れのある人に対し、家賃
相当分の給付金を支給して住居の確
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っていま
す。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】６月30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
a0120-20-0607f791-7353

市科学館ファンクラブのお知らせ
　同クラブの会員になってポイントを
ためると、ランクに応じてプラネタリ
ウム観覧券や記念品などの特典を受
けられます。会員専用サイトでは来館
履歴や参加した講座・実験を振り返る
ことが可能。手持ちの交通系ICカード
を会員証にできます。オリジナルファ
ンクラブ会員カードも同館３階で販売

（510円）。登録無料。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。li同
館（中央区六本松四丁目）a731-2525 
f731-2530

ドームシアター（プラネタリウム）
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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

お知
らせ 相談

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



市職員（上級・消防吏員Ａ・就職氷河期世代・獣医師・助産師・保健師・社会人経験者）を募集
　詳細や最新情報は市ホームページで確認を。３月に募集した「令和３年度上級
行政事務 行政（特別枠）」との併願は不可。【募集案内・申込書の配布】５月６日か
ら人事委員会事務局任用課（市役所５階）、情報プラザ（同１階）、各区役所情報
コーナー、入部・西部出張所などで。市ホームページにも掲載。【申込期間】電子
申請は５月６日午前９時〜18日午後５時（受信有効）。郵送は５月20日（消印有効）
までに提出が必要。 ※社会人経験者は電子申請のみ。ただし、添付書類は５月
18日（消印有効）までに郵送で提出が必要。i同課a711-4687f733-5866

獣医師 昭和61年４月２日以降に生まれ、獣医師の免許を有する人ま
たは今年度実施の国家試験で取得見込みの人

助産師 昭和61年４月２日以降に生まれ、助産師の免許を有する人ま
たは今年度実施の国家試験で取得見込みの人

保健師 平成３年４月２日以降に生まれ、保健師の免許を有する人ま
たは今年度実施の国家試験で取得見込みの人

社
会
人
経
験
者

行
政

一般 昭和37年４月２日〜平成４年４月１日に生まれた人で、民間企
業などにおける職務経験を直近10年中７年以上有する人ＩＣＴ

社会福祉

昭和37年４月２日〜平成４年４月１日に生まれた人で、次の全
てに該当する人 ▽社会福祉士、精神保健福祉士または臨床
心理士の資格を有する ▽社会福祉施設、医療機関などで相
談・援助の業務に従事した職務経験を直近８年中５年以上有
する ▽社会福祉士、精神保健福祉士または臨床心理士の登
録後に社会福祉施設、医療機関などで相談・援助の業務に
従事した職務経験を直近８年中３年以上有する

建築

昭和37年４月２日〜平成４年４月１日に生まれた人で、次の全
てに該当する人 ▽一級建築士の資格を有する ▽大型建築
物等の構造設計の業務に従事した職務経験を５年以上有す
る ▽建築関係業務に従事した職務経験を直近８年中５年以
上有する

※１ 平成12年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
ア 大学（短大を除く）を卒業した人または来年３月31日までに卒業見込みの人
イ 人事委員会がアに掲げる資格と同等の資格があると認める人
早期採用（採用予定日：原則、今年10月１日）

募集区分 主な受験資格＜（1）または（2）に該当する人＞

上
級

行政
事務 行政（一般） （１）平成３年４月２日〜平成11年４月１日に生まれた人

（２）欄外※２の通り

行政
技術

土木･建築・
電気･機械・衛
生管理（動物）

（１）平成３年４月２日〜平成11年４月１日に生まれた人
（２）欄外※２の通り

※２ 平成11年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
ア 大学（短大を除く）を卒業した人
イ 人事委員会がアに掲げる資格と同等の資格があると認める人

定期採用（採用予定日：原則、来年４月１日）
募集区分 主な受験資格＜（1）または（2）に該当する人＞

上
級

行
政
事
務

行政（一般）（１）平成４年４月２日〜平成12年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

福祉
社会福祉主事の被任用資格を有する人または来年３月31日
までに取得見込みで、次のいずれかに該当する人

（１）平成４年４月２日〜平成12年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

心理

平成４年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
（１）大学（短大を除く）または大学院で心理学を専攻し、卒業
（修了）した人または来年３月31日までに卒業（修了）見込み
の人

（２）人事委員会が（１）に掲げる資格と同等の資格があると
認める人

行
政
技
術

土木・建築・電
気・機械・造園・
衛生管理（環
境）・衛生管理

（動物）

（１）平成４年４月２日〜平成12年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

衛生管理
（食品）

食品衛生監視員の被任用資格を有する人または来年３月31
日までに取得見込みで、次のいずれかに該当する人

（１）平成４年４月２日〜平成12年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

消防吏員A
日本国籍を有する人で、次のいずれかに該当する人

（１）平成４年４月２日〜平成12年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

就職氷河期世代
（行政事務） 昭和45年４月２日〜昭和61年４月１日に生まれた人

人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d５月15日㈯午後１時半〜４時lあい
あいセンター７階（中央区長浜一丁
目）i日本オストミー協会福岡市支
部af553-2141y無料e不要
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。d５月15日㈯午前10時
〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l博多市民センター５階（博多区山王
一丁目）i県行政書士会a641-2501
f641-2503y無料e不要

しごと

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、電話応対の業務体験など。
d５月21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60歳以上c30人

（先着）y無料e電話かファクスで、５
月６日以降に問い合わせ先へ。定員を
超えた場合のみ通知。

※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。

福岡地区職業訓練協会の講習

①ファイナンシャル・プランナー３
級講座②パソコン「ワード＆エクセル」
講座③商業・工業簿記２級受験対策
講習④社会保険労務士直前対策講習
⑤パソコン「パワーポイント」講座―
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。d①６月11日〜９月３日の金曜
日午後１時半〜４時半（７月23日、30日、
８月13日を除く）②６月14日㈪〜30日
㈬午前10時〜午後４時（金〜日曜日、
６月29日を除く）③６月15日〜11月５日
の火・金曜日午後６時半〜９時（７月23
日、８月13日を除く）④６月20日〜８月８
日の日曜日午前10時〜午後４時⑤６
月20日〜７月４日の日曜日午前10時
〜午後４時（最終日は３時まで）l①
②⑤アミカス（南区高宮三丁目）③④
市中小企業サポートセンター（博多区
博多駅前二丁目 商工会議所ビル２
階 ）i同 協 会a671-6831f672-2133
t①不問②パソコン初心者③簿記３
級程度の知識がある人④社会保険労
務士受験予定者⑤ワードの基本操作
ができる人c①25人②⑤11人③④23
人（いずれも先着）y①２万円②３万
8,000円③３万1,000円④３万6,000円⑤
１万6,000円e電話か来所で、５月①②
③６日④⑤７日以降に同協会へ。

診療報酬等審査臨時職員を募集

　市職員共済組合（市役所８階）で診
療報酬明細書等審査業務および給付
業務補助などの業務に従事。【資格】
医療事務の資格を持ち、継続した実
務経験が１年以上ある人。他要件あり

【任用期間】６月１日〜７月31日（再任
用あり）【募集案内・申込書の配布】同
組合、情報プラザ（市役所１階）など
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】５月13日（必着）までi同組合a711-
4452f711-4152

市保育士就職支援研修会
　最新の保育事情を伝えるほか、保
育実践講座や求人紹介、就職相談会
などを実施。d５月21日㈮午後６時半
〜８時l市役所10階i指導監査課a

711-4262f733-5718t保育士の資格
を有するか取得見込みで保育所に就
職を希望する人（来年３月に卒業見込
みの学生も可）c10人（先着）y無料
e電話（a711-6808）かはがき（〒810-
8620住所不要）、ファクス、メール（m

hoiku-kyujin-kyushoku@city.fukuoka.
lg.jp）に応募事項と生年月日を書い
て、５月１日以降に市保育士・保育所就
職支援センター（同課内）へ。市ホー
ムページでも受け付けます。
老人福祉センター若久園　シニ
アのための就業支援 合同企業説
明会

d５月28日㈮午後１時半〜３時半li

同園（南区若久六丁目）a511-7255f

511-7558t市内に住むおおむね60歳
以上c20人（先着）y無料e電話かファ
クス、来所で、５月１日以降に同園へ。

老人福祉センター東香園　シニ
アを積極的に雇用している企業
の合同企業説明会と相談会

d５月11日㈫午前11時〜午後０時半
li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-
2213f671-2214t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、５月１日以降に同園へ。
老人福祉センター寿楽園　シニ
アのための就業合同説明会

d５月22日㈯午後１時〜３時li同園
（城南区南片江二丁目）af861-1123 

t市内に住むおおむね60歳以上c20
人（先着）y無料e電話かファクス、来
所で、５月２日以降に同園へ。

職業訓練 ７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建設
機械科⑤ビジネスワーク科⑥ビル管
理技術科⑦住宅リフォームCAD技術科
―で募集（いずれも連続講座）。託児
あり。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。d①②７月１日㈭〜
12月24日㈮③〜⑦７月２日㈮〜12月
27日㈪li①②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）a093-641-6909f093-631-6516 
③〜⑦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）a0948-22-4988f0948-22-4912t

ハローワーク（公共職業安定所）に求
職の申請をしている人c①④〜⑦15
人②24人③12人（いずれも選考）y無
料（教科書代など別）e来所で①②５
月６日〜６月10日③〜⑦４月26日〜６
月９日に住所地のハローワークへ。

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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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、①５月１日以降②〜④開催日の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）
５／15㈯14:00〜16:00

（毎月第３土曜日開催） 12人 200円

②１日糖尿病教室
（食事指導、運動指導） ６／12㈯10:00〜15:00 12人 1,000円

（食事付き）
③気軽に糖尿病教室 ６／19㈯13:30〜15:30 ８人 500円

④やせナイト塾
（生活習慣改善教室）

７／３㈯と３カ月後のフォ
ロー教室の計２回（連続
講座）。
13:00から各４時間程度

８人 1,000円

※その他、「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。

５月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。c①40人②15人③なし④10組（①②④は先着）y①②
③無料④200円e①②当日正午から整理券を配布③不要④電話かファクス、来所
で、５月６日以降にあいくるへ。

内容 日時 対象
①16㎜フィルム映写会

（映画「魔女の宅急便」を鑑賞します） ５／５（水・祝）14:00〜16:00 幼児〜高校生

②お手玉あそび ５／８㈯14:00〜15:00 幼児〜高校生
③こどもカーニバル（遊びのコーナー） ５／９㈰10:30〜15:00 幼児〜高校生
④木育おもちゃのひろば

（おもちゃコンサルタントの話もあり） ５／28㈮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。

つきなみ講座 仙厓（せんがい）さんの
すべて
　江戸時代に聖福寺（博多区御供所町）
の住職を務めた仙厓の作品について学
びます。d５月15日㈯午後３時〜４時（受
け付けは２時半から）c180人（先着）y

無料e不要
福岡ミュージアムウイーク オンライン
ギャラリーツアー
　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」
を利用して市美術館の所蔵品をギャラ
リーガイドが対話形式で紹介します。d

５月18日㈫、22日㈯午前11時〜11時半
c各５人（抽選）y無料eメール（m wor
kshop@fukuoka-art-museum.jp）に 応 募
事項と希望日、件名に「オンラインギャ

※いずれも申し込みは来所、ホーム
ページでも受け付けます。
ママのためのお仕事スタートアップ
　子育てをしながら就職活動を始める
際の不安について、ハローワークの就
職支援ナビゲーターと一緒に考えます。
d６月10日㈭午前10時〜正午t再就職
を希望する子育て中の女性c10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５月31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 amikas@city.fuk
uoka.lg.jp）で、５月１日以降に同施設へ。

園芸講座①落葉果樹の夏期管理（カキ・
ブドウ・イチジク・モモ他）②土壌の改良
③サツキ盆栽の花後のせん定
d５月①18日㈫②19日㈬③23日㈰いず
れも午後１時半〜３時半c①②30人③
20人（いずれも先着）y無料e電話か
ファクスで、５月①11日②12日③16日以
降に同公園へ。
サツキ盆栽展示会
d５月21日㈮〜23日㈰午前９時〜午後４
時半y無料

※いずれも入園料別。申し込みは①
不要②当日午後１時から受け付け③④
⑤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、③５月23日④５月25日⑤６月２日（い
ずれも必着）までに同園へ。ホームペー
ジでも受け付けます。
①花と緑のまちかど写真コンテスト入
賞作品展
d６月１日㈫〜27日㈰y無料
②園芸講座〜夏のバラの手入れと管理
〜
　実践を交えて学びます。d６月１日㈫
午後１時半〜３時半c30人（先着）y無
料

ラリーツアー」と書いて５月10日までに
市美術館へ。
福岡ミュージアムウイーク バリアフ
リーギャラリーツアー（聴覚障がい者の
ための目で聴くツアー）
　手話通訳者と一緒に市美術館学芸員
が参加者と対話形式のギャラリートーク
を行います。d５月29日㈯午後２時〜３
時半c10人（介助者を含む。抽選）y無
料e往復はがきかメール（m workshop 
@fukuoka-art-museum.jp）に応募事項と
聴覚障がいの程度、介助者の有無、件名
に「目で聴くツアー」と書いて、５月20日

（必着）までに市美術館へ。

女性のための起業ゼミ〜ここから始ま
る、新しい自分〜
d６月13日〜７月25日の日曜日午後１時
〜４時（６月20日、７月18日を除く。連続講
座）t起業を目指すか、起業している女
性c30人（選考）n６カ月〜小学３年生

（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書い
て申込時に要予約。先着順）y6,000円
eファクスかメール（m amikas@city.fu
kuoka.lg.jp）に応募事項と（起業予定の）
業種名を書いて、５月１日〜30日に同施
設へ。当選者のみ通知。

写真コンテストの作品を募集
　昨年７月〜今年６月に同園内の動物
や風景を撮影した作品を募集します。カ
ラー・モノクロ、フィルム・デジタルは自
由。サイズは２Ｌ〜Ａ４・四つ切り（ワイド
可）。１人３点以内（未発表に限る）。作品
は返却しません。
y無料e作品の裏
に応募事項と、タ
イトル、使用カメラ
を書いた紙を貼っ
て、郵送か持参で
６月30日（必着）ま
でに同園へ。

※いずれも中学生以下は保護者同
伴。申し込みは往復はがきに応募事項
と参加者全員の氏名・年齢、①は希望日
も書いて①５月１日以降②５月１日〜21日

（必着）に同施設へ。いずれもホーム
ページでも受け付けます。②は空きが
あれば当日も受け付けます。
①森ヨガ
d６月７日〜28日の月曜日午前10時〜
11時半t小学生以上c各日10人（先着）
y大人1,500円、小学生1,000円（ヨガマッ
トレンタル代別途500円）
②森の自然かんさつ会
d６月13日㈰午前10時半〜午後０時半
c20人（抽選）y200円

　※５月１日から同プラザで配布する申
込書で申し込みを。ホームページでも
受け付けます。
①親子水あそび教室
d６月19日〜来年３月５日の原則第１土
曜日午前10時15分〜55分t未就学児と
保護者c10組（先着）y無料
②福岡バレーボール大会

料金など詳細については問い合わせ
を。d６月25日㈮午前９時〜午後５時l

市民体育館（博多区東公園）t精神障
がい者のチームc16組（先着。１組12人
まで）

③植物ってこんなにおもしろい 植物の
力〜香（かおり）〜
　座学とワークショップ形式で、植物が
作り出す「香」の力を学びます。d６月６
日㈰午後１時半〜３時半t小学生c20人

（抽選）y500円
④園芸講座〜ハーブガイド〜

園内のハーブを観察し、使い方を学
びます。d６月８日㈫午後１時半〜３時半
c20人（抽選）y500円
⑤園芸講座〜寄せ植え講座〜
d６月16日㈬午後１時半〜３時半c30人

（抽選）y2,000円

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

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）

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）

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）

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

さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）

〒815-0031 南区清水一丁目17-15
a511-1132 f552-3447
o午前９時〜午後９時（プールは午前
10時〜午後８時半）x月曜日（祝休日
のときは翌平日）、月末（土・日曜日の
ときは翌火曜日）

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。

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。

動物園
〒810-0037 中央区南公園１-１
a531-1968 f531-1996
o午前９時〜午後５時（入園は閉園30
分前まで）x月曜日（祝休日のときは
翌平日）

昨
年
の
最
優
秀
作
品
賞

「
な
か
よ
し
」

※いずれも先着。y①②③⑤⑦〜⑪
無料④500円⑥250円e電話かファクス、
メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、来
所で、５月１日以降に同センターへ。

内容・日時 定員
①今日から使える介護１日講座　
６／１㈫10:30〜14:30 ８人
②急病の時に慌てない
６／３㈭13:30〜15:30 35人
③介護ベッドを正しく使おう
６／５㈯、９㈬10:00〜12:00 各８人
④高たんぱく食で低栄養予防
６／８㈫10:00〜13:00 10人
⑤基本の防災対策とICT活用法　
６／10㈭13:30〜15:30 35人

⑥自助具製作教室（爪を整えや
すくする長柄爪やすり作り）　
６／12㈯14:00〜16:00

10人

⑦心が行きづまる前に知ってお
きたいこと
６／14㈪14:00〜16:00

40人

⑧スペシャリストに聞く、これか
らの防災
６／17㈭13:30〜15:30

35人

⑨らくらくベッド上の移動　
６／19㈯、23㈬10:00〜12:00 各８人
⑩脳と体を使ってイキイキ生活　
６／24㈭14:00〜16:00 45人
⑪食事介助、どうやってするの
６／29㈫13:30〜15:30 30人

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）
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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 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報




