
カヌー体験教室

d①６月13日㈰②７月11日㈰③８月15日㈰④９月12日㈰⑤10月３日㈰いずれも午
前10時〜正午、午後１時〜３時l集合は老司河畔公園（南区老司四丁目）i南区企
画振興課a559-5064f562-3824t市内に住むか通勤・通学する小学４年生以上
c各回25人（先着）y1,000円e往復はがき（〒811-3115古賀市久保1352-125 福岡
市カヌー協会 大塚宛て）かメール（m fc-info@fccanoe.sakura.ne.jp）に応募事項
と希望日時を書いて、①５月15日②６月11日③７月15日④８月12日⑤９月３日以降
に同協会へ。

講座・教室

福北連携コーナー
画家たちの自画像 藤田嗣治から草間彌生まで

　国内外の画家たちが描いた自画像約60点を紹介します。d開催中〜６月６
日㈰午前10時〜午後６時（入館は５時半まで）li北九州市立美術館分館（北
九州市小倉北区室町一丁目）a093-562-3215f093-562-3306y一般1,000円、
高大生800円、小中学生600円、未就学児無料

老人福祉センター東香園　
①東香園カフェ②介護保険勉強会

　①認知症予防に関する話と相談会。②介護保険の申請手順が分かります。
d①５月26日㈬午後１時〜２時半②６月５日㈯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歳以上と家族c各20人（先
着）y無料e電話かファクス、来所で、５月15日以降に同園へ。

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（５月後半の日曜日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
５月16日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
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
５月23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
５月30日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
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
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４
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。

5/

22
●土

4市美術館　福岡ミュージアムウィーク記念講演会 シン
ポジウム「新しい美術館像〜コロナ禍のなかで考える〜」

　講師は国立新美術館館長・逢坂恵理子氏ほか。d午後２時〜４時（受
け付けは１時半から）li市美術館（中央区大濠公園）a714-6051f 

714-6071c180人（先着）y無料e不要

5/

23
●日

2立花寺緑地リフレッシュ農園　親子の料理教室

　肉まん・あんまんを作ります。d午前10時〜午後１時li同農園（博
多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883t４歳以上と保護者c10組

（先着。１組３人まで）y１人500円e電話かファクスで、５月15日午前10
時以降に同農園へ。

5/

27
●木

3
老人福祉センター長生園　福岡歴史文化特別講座

「博多の名刹 聖福寺と仙
せんがい

厓さん」
d午前10時〜正午li同園（博多区千代一丁目）a641-0903f641-09 
07t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、メール（m cho-seien@magokorokai.jp）、来所で、５月15日以降に
同園へ。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。

5/

27
●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３時〜４時liさざんぴあ博多
（博多区南本町二丁目）a502-8570f 

502-8571c10人（先着）y1,500円e電
話か来所で、５月15日以降に問い合わ
せ先へ。

5/

27
●木
他

2博多ガイドの会 博多昔話コース

　博多で今に語り継がれる「伝説」にちなんだ場所を巡ります。d５月
27日㈭、28日㈮午後１時半〜３時半l集合は東長寺（博多区御供所町）
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19日ま
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/

29
●土

3不登校セミナー 「不登校の現状とその基本理解 〜コロ
ナ後を見据えて〜」

d午前10時〜正午l西市民センター（西区内浜一丁目）i不登校より
そいネット事務局a283-8815f292-3217t子どもの不登校・行き渋り
に悩む保護者や、不登校支援の関係者などc50人（先着）y500円e

電話かファクス、メール（m info@futokosien-net.main.jp）で、５月15日
以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

過
去
の
同
教
室

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5月15日 14催し 講座

教室 講演



優しさを伝えるケア技法「ユマニチュードⓇ」Vol.４
〜返事を３秒待つ〜

　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。認
知症になると、情報を脳で分析して理解するまでに時間がかかるようになりま
す。何か質問をしたときには、３秒くらい返事を待ちましょう。待つこともとても
大切な介護の技術です。

さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）
①卓球バレー審判講習会②福岡卓球バレー大会

　①は公認指導者資格を取得することができます。d７月11日㈰①午前９時15
分〜午後６時②午後０時半〜６時li同プラザ（南区清水一丁目）a511-1132 
f552-3447t①不問②障がいのある人と健常者の混成チーム、障がいのある人
のチーム、市内に住むか通勤・通学する健常者のチーム（いずれも男女混成）
c①20人②18チーム（いずれも先着。②は１チーム12人まで）y①無料②有料

（詳細は問い合わせを）e５月15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。いずれも定員を超えた場合のみ通知。

催 し

応募等のはがきの料金は 63 円です。

　We Love 天神協議会では、イムズ
（中央区天神一丁目）の南側の道路
を歩行者専用道路にし、街での新し
い過ごし方を提案する社会実験を
実施します。会場には天神の商業施
設からさまざまな店が出店。スト
リートパフォーマンスも実施しま
す。開放感のある屋外で、飲食をお
楽しみください。
　なお、本プロジェクトは、市がコロ
ナ禍の中、飲食店支援のため実施し
ている道路占用許可等の基準緩和
を活用した、道路・公開空地等の公
共空間でのテラス営業です。詳細は
ホームページで確認を。d５月29日
㈯正午〜午後８時、30日㈰正午〜午
後６時（雨天時は順延または中止）
y入場無料

i同協議会a734-8750（平日午前10時〜午後５時）f718-7331

※イベント開催と同時間帯に
車両規制が行われます。
※周辺道路の混雑緩和のた
め、できるだけ公共交通機関
を利用してお越しください。

の新しい過ごし方を天 神
〜「社会実験」天神 憩いの時間と空間プロジェクト〜

イムズイムズ
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あ
い

広
場

ふ
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あ
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広
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公園
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天
神
）駅
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鉄
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N社会実験会場
（車両規制区間）

福
岡
市
役
所

福
岡
市
役
所

椅子やテーブルでおくつろぎくださ
い

料理の一例
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29
●土

2県景観大会 〜ふくおか景観フェスタ〜

　県美しいまち景観選（絵画部門）、屋外広告景観賞などの受賞式や
入賞作品の展示を行います。景観クイズラリー、ミニ絵画教室等の体
験イベントも実施。d午前10時〜午後４時lアクロス福岡（中央区天
神一丁目）他i県都市計画課a643-3712f643-3716y無料e不要

5/

29
●土

2楽水園　能と語りの世界

　能の話と、名曲「羽衣」を謡と語り芝居で演じます。d午後１時〜２時
20分、３時〜４時20分li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c各
10人（先着）y3,000円（抹茶サービス付き）e電話か来所で、５月15日
以降に同園へ。

5/

30
●日

2老人福祉センター舞鶴園　高齢者認知症予防検査
「ファイブ・コグ」（脳の機能の検査）

d午前10時〜11時半li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-
0046t市内に住む60歳以上c10人（先着）y500円e電話かファクス、
来所で、５月15日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

6/

2
●水

2東区、よかまち・よかとこ歩
さ ん ぽ

・歩・歩
「香椎宮境内の歴史散策」

　香椎宮社務所で歴史講座を受講後、宝物殿、本殿、武内神社、巻尾
神社などを巡ります。d午前10時〜午後０時半l香椎宮（東区香稚四
丁目）i東区歴史ガイドボランティア連絡会・森永a080-3958-3430（平
日午後１時〜５時）f201-3826t小学生以上c20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20日（必着）までに東区生涯学習推進課へ。

6/

2
●水

3東図書館　
「コーヒーの絵本」で学ぶおいしいコーヒーのいれ方

　「コーヒーの絵本」付き。 ※実技はありませんd午後２時〜３時lな
みきスクエア（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973 
t18歳以上c10人（先着）y1,500円e電話か来所で、５月15日以降に
東図書館（なみきスクエア内）へ。

6/

3
●木

2「測量の日」記念行事“あそこまでなんぼ”

　歩いて距離を測るレクリエーション。賞品・参加賞あり。d正午〜午
後２時l天神中央公園（中央区天神一丁目）i市設計測量業協会a7 
51-8246f751-2271y無料e不要

6/

5
●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、５月15日以降に同ゴルフ場へ。

6/

5
●土
他

2九州ボートショーin福岡

　プレジャーボートの体験試乗、マリン用品の展示、ボート免許講習
情報、海の航海安全情報など。d６月５日㈯午前10時〜午後５時、６日
㈰午前10時〜午後４時l市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）i九州
ボートショー実行委員会a512-9815m info@marine-festa.comcなし

（試乗は各先着70人程度）y入場無料e不要

6/

6
●日

3市ヨットハーバー　ジュニアヨット教室

d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）a882-2151 
f881-2344t市内に住む小学３年〜中学
生c10人（先着）y1,500円eホームペー
ジで５月15日以降に受け付けます。

過
去
の
同
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

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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福岡城　基金

　
福
岡
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築
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建
造
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等
）の
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備
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目
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し
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を
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26
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年
間
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で
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す
。こ
れ
ま
で
に
１
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０
０
件
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額
１
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を
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付
を
頂
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て
い
ま
す
。

　
寄
付
金
は「
ふ
る
さ
と
納
税
」と

し
て
扱
わ
れ
、住
民
税
や
所
得
税
の

控
除
が
受
け
ら
れ
る
ほ
か
、市
外
居

住
者
に
は
金
額
に
応
じ
て
福
岡
の
特

産
品
を
進
呈
し
ま
す
。ま
た
、１
万

円
以
上
寄
付
し
た
人
の
う
ち
、希
望

者
の
芳
名
板
を
城
内
に
掲
示
し
て
い

ま
す
。

　
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を
。

福岡みんなの城基金

i史跡整備活用課 a711-4784 f733-5537 m shiseki.EPB@city.fukuoka.lg.jp

ふるさと納税で福岡城を復元しませんか

や
ぐ
ら

芳
名
板（
例
）

表 裏

市文学館定例講座 ももちはま草紙
「西南戦争錦絵の世界〜戦争絵・風刺画・歌舞伎絵〜」

　北九州市立大学文学部准教授の生住昌大氏が、錦絵（多色刷りの木版画）を
テーマに、庶民にとっての西南戦争について話します。d５月29日㈯午後２時〜３
時半l市総合図書館（早良区百道三丁目）i同図書館文学・映像課a852-0606 
f852-0609c50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.fukuoka.lg.jp）、来所で、５月21日（必着）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。

講座・教室

サッカー男子Ｕ-24日本代表国際親善試合「市民観戦招待」

　東京オリンピック2020に向けた強化試合に招待します。d６月５日㈯l博多の
森球技場（博多区東平尾公園二丁目）iスポーツ推進課a711-4954f733-
5595t市内に住む人c150組（抽選。１組２人）e市ホームページで５月19日まで
受け付けます。

催 し

クラウドファンディング
「浅海底の戦争遺跡USSエモンズ伝承プロジェクト」講演会

　沖縄県・古宇利島沖の水深40mに沈む米国の軍艦エモンズは、第二次世界大
戦の沖縄戦で、日本軍の攻撃によって海底に沈められました。この「戦跡水中文
化遺産」について最先端技術を駆使した、詳細な三次元のモデルを作成。科学的
に研究された海の戦争遺跡を多くの人に知ってもらうため、講演会を実施しま
す。 ※７月27日㈫〜８月６日㈮は九州大学中央図書館（西区元岡）でパネル展も
あり。詳細は問い合わせを。d６月12日㈯午後１時〜５時lJR博多シティ（博多区
博多駅中央街）i九州大学 浅海底フロンティア研究センターa802-5646m sea
floor@scs.kyushu-u.ac.jpc70人（抽選）y無料eはがき（〒819-0395西区元岡
744 同センター）かメールで、５月15日〜31日（消印有効）に問い合わせ先へ。
ホームページでも受け付けます。当選者のみ通知。

講 演

はかた伝統工芸館　「博多人形福の神」七変化作品展

　絵付けや装飾をした「博多人形福の神」78体を展示します。d５月11日㈫〜30
日㈰午前９時半〜午後５時半（入館は５時まで。最終日は４時半まで） x月曜日
li同館（早良区百道浜三丁目）a409-5450f409-5460y無料

催 し

雁の巣レクリエーションセンター　①ノルディック・ウォー
キング教室②ガンレクじてんしゃ教室

　①２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）＝写真。②補助輪なし自転車の乗り方のこ
つを学びます。いずれも雨天中止。d月曜日
①午前10時〜11時半②午後４時〜５時（いずれ
も祝休日を除く）li同センター（東区奈多）
a606-3458f607-9057t①小学生以上（小学
生は保護者同伴）②４歳〜小学生と保護者の
ペアc①各30人②５組（いずれも先着）y①無
料（ポールレンタル代300円）②１組500円e当日①午前９時45分から同センター
球技場管理棟で②午後３時半から管理事務所で受け付けます。

講座・教室

介護実習普及センター　
ミニ展示「お料理 お食事 お役立ちグッズ」

　ペットボトルなどのキャップを少しの力で開けられるオープナーや、使いやす
い箸などを紹介します。d開催中〜５月31日㈪午前10時〜午後６時 ※18日㈫は
休館li同センター（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y無料

催 し

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。

6/

8
●火

3あすみん（NPO・ボランティア交流センター）
ボランティア講座

　ボランティアの基礎知識や心構えを学びます。募集情報の紹介も
あり。d午後７時〜８時半liあすみん（中央区今泉一丁目）a724-48 
01f724-4901c20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m info
＠fnvc.jp）に応募事項と団体に所属する人は団体名を書いて、５月15
日以降に同施設へ。来所でも受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

6/

11
●金

4市民福祉講演会 「今を生きる子どもたちへ伝えたい」
〜親として、大人として、地域として〜

　講師は幼児教育専門家の熊丸みつ子氏。d午後１時半〜３時半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 総務課
a731-2946f731-2947c110人（抽選）y無料n６カ月〜就学前（無料。
電話で要申し込み。抽選）e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３- 
39）、ファクス、来所で、５月15日〜28日（消印有効）に同課（ふくふくプ
ラザ内）へ。ホームページでも受け付けます。当選者のみ通知。空きが
あれば当日も受け付け可。

6/

12
●土

2フラワーデザイン体験レッスン　初夏のグリーン花束

d午前11時〜午後０時半、１時半〜３時l市役所１階多目的スペース
i日本フラワーデザイナー協会福岡県支部・岩切a090-9588-1496f 

525-2167t中学生以上c各15人（抽選）y1,500円e往復はがき（〒 
810-0033中央区小笹２-10-40-606）に応募事項と希望時間を書いて５
月25日（必着）までに同支部へ。

6/

14
●月

3シニア世代のライフプランセミナー

d午後１時〜３時l福岡商工会議所ビル（博多区博多駅前二丁目）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）a433-７ 
780f287-9330t市内に住む60歳以上c20人（先着）y無料e電話か
ファクスで、５月17日以降に問い合わせ先へ。定員を超えた場合のみ
通知。

6/

17
●木

2アクロス・ランチタイムコンサート 広田勇樹チェロ・リ
サイタル 〜チェロとめぐる和・洋の響き〜

　サン＝サーンスの「白鳥」、プロコフィエフの「チェロ・ソナタ」などを
演奏。未就学児は入場不可。d正午〜午後１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アクロス福岡チケットセンター
a725-9112f725-9102y全席指定1,000円n４カ月〜就学前（無料。託
児の申し込みは前日までにテノ.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。

6/

19
●土

2名曲・午後のオーケストラ
〜粒よりの名曲 小品セレクション〜

　リストの交響詩「レ・プレリュード」、ビゼーの「アルルの女」第２組曲
などを演奏します。未就学児は入場不可。d午後２時〜４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6,000円、A席5,000円、B席・車
いす席4,000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/

19
●土
他

2かなたけの里公園　はじめての米づくり体験

　公園内の田んぼで、田植えから収穫まで行います。11月20日は試食
会もあり。小学生以下は保護者同伴。d６月19日㈯、８月７日㈯、10月16
日㈯、11月20日㈯午前９時半〜正午（11月20日は午後２時まで）li同
公園（西区金武）a811-5118f400-0147c10組（抽選。１組５人まで）y

１組4,000円e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15日〜６月２日（消印有
効）に同公園へ。１組１通。

6/

25
●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）a511-7255f511-75 
58t市内に住む人c20人（先着）y無料e電話か来所で、５月25日以
降に同園へ。
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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

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



福岡城 舞遊の館　寄贈着物で福岡城を散策

　着付け込み。着用した着物・帯は返却不要。詳細は問い合わせを。d５月15日
㈯〜６月30日㈬午前10時〜午後３時x月曜日li同館（中央区城内 三の丸スク
エア内）a707-3191f707-3193t16歳以上の女性y5,000円e電話かメール（m 
info@myyounoyakata.com）で、５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

中央市民センター「専門医に聞く医療セミナー」

　テーマは①みんなで学ぼう脳の疾患+健康寿命をのばそう〜ロコモ体操〜②
糖尿病に関する最近の話題+糖尿病予防の食事。希望日のみの受講可。d６月
①９日㈬②24日㈭いずれも午後２時〜４時li同センター（中央区赤坂二丁目）
a714-5521f714-5502c各30人（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20日以降に同センターへ。来所でも受け付けます。

講座・教室

民センター（西区内浜一丁目）i同案
内人事務局・矢野a881-7128m nishi
kuyokatoko@gmail.comeはがき（〒819-
0013西区愛宕浜１-16-６）かメールで、
６月19日（必着）までに同事務局へ。

事業所税の申告を
　次の要件に該当する事業者は、事
業所税の申告・納付が必要です。【対
象】市内の事業所で床面積の合計が
1,000平方㍍を超えるか、従業員数が
100人を超える事業者【申告・納付期
限】法人は事業年度終了の日から２カ
月以内。個人は来年３月15日まで。i

資産課税課a711-4195f733-5902
事業所用家屋の貸付申告書の提
出を

　事業所税の納税義務者に事業所用
家屋を貸し付けている場合は、「事業
所用家屋の貸付申告書」を貸付開始
日から１カ月以内に提出してくださ
い。申告書は市ホームページからダ
ウンロードできます。i資産課税課a 

711-4195f733-5902
防犯灯の管理費と工事費の補助
金申請を受け付けています

　受付期間は管理費が７月30日まで、
工事費は11月30日まで。【申請書など
の配布】各区地域整備課（西区は土木
第１・２課）、情報プラザ（市役所１階）
で。市ホームページにも掲載。詳細は
道路維持課まで問い合わせを。i道
路維持課a711-4488f733-5591
「ふくおかしの家計簿」を作成しま
した

　令和３年度予算、財政状況、財政運
営の取り組み等について分かりやす
く解説しています＝写真。【閲覧・配布
場所】情報プラザ（市役所１階）、各区
役所情報コーナー、入部・西部出張所
などで。市ホームページにも掲載。i

財政調整課a711-4166f733-5586

総合西市民プールの再開に伴う
利用受け付けについて

　６月１日㈫に再開する同プール（西
区西の丘一丁目）の利用については、
５月14日以降にホームページで確認
するか問い合わせを。i同プールa 

885-0124f885-6016

お知らせ
都市計画区域の整備、開発および 
保全の方針（都市計画区域マス
タープラン）が見直されました

　区域区分等、都市計画の基本的な
方針を定めるものです。国勢調査の
結果等を踏まえて、県が令和３年４月
に見直しを行いました。市も同プラン
を指針としてまちづくりの検討を進め
ます。詳細は問い合わせを。i都市計
画課a711-4388f733-5590
経済センサス 活動調査にご協力
を

　５月中旬から調査員の訪問または
郵送で調査票を配布します。インター
ネットか郵送で回答してください。i

統計調査課a711-4081f711-4934
障がい者自動車運転免許取得助
成事業の申請を受け付けます

　障がい者の社会参加促進のため
に、第一種普通自動車運転免許の取
得費用の一部を助成します。自動車
学校入校手続き後の申請は不可。詳
細は問い合わせを。【対象】市内に１
年以上住む18歳以上の障がい者（所
得制限あり。今年度中に18歳になる
人も含む）。免許取得後の助成金請求
時まで引き続き市内に居住している
人【申請】身体障害者手帳、療育手帳

（判定書でも可）、精神障害者保健福
祉手帳を持参し、来年３月31日までに
住所地の各区福祉・介護保険課へ。前
年度の市民税課税状況を証明するも
のと住民票が必要な場合もありま
す。i各区福祉・介護保険課

臨海３Ｒステーションを休館します
　６月７日㈪〜10日㈭は定期点検の
ため休館します。i同ステーションa 

642-4641f642-4598

早良図書館を休館します
　改修工事のため、５月31日㈪〜７月
31日㈯は休館します。図書の返却ボッ
クスは早良市民センター（早良区百
道二丁目）の玄関前等に設置。図書の
貸し出し・予約図書の受け取りはでき
ません。予約図書の受け取りを早良
図書館に指定している人は、電話か
来所（早良区百道二丁目）、ホーム
ページで受け取り場所を変更してく
ださい（来所の場合は５月30日まで）。
i同図書館a845-8835f845-8841
西区歴史よかとこ案内人の「ボラ
ンティア・ガイド」を募集

　西区の史跡、神社、古墳などを案内
するガイドの募集説明会を実施。d６
月26日㈯午後１時半〜４時半l西市

子どもと１日地下鉄全線乗り放題乗車券
ファミちかきっぷ・ファミリーペア券は
インターネットでも購入できます

　子どもと地下鉄に乗車するときは、ファミちかきっぷやファミリー
ペア券の利用がお得です。インターネットからクレジットカードやPa
yPay（ペイペイ）、LINE Pay（ラインペイ）で支払いができます。

【インターネットでの購入方法】
　市地下鉄ホームページ（「福岡市 乗車券のネット購
入」で検索）から申し込みができます。申し込み後にイ
ンターネットで支払うと、受取コードが記載されたメー
ルが届きます。駅窓口でコードを提示し、乗車券を受け
取ってください。

●ファミちかきっぷ
t小学生以下の子どもと乗車する家族

（大人２人まで。子どもの人数制限はな
し）※家族とは、２親等内の親族（事実婚
含む）。y1,000円

●ファミリーペア券
t大人１人と小学生１人（利用する２人で
受け取りが必要）y800円
　　　　◇　　　◇　　　◇　　　　
　乗車券の提示で施設入場料の割り引
きが受けられる等の特典もあります。対
象施設などの詳細は、市地下鉄ホーム
ページでご確認ください。iお客さまサービスセンターa734-7800 
f734-7801

スマホは
こちらから

地下鉄マスコット
ちかまる

購入から乗車まで完全非接触の企画きっぷを販売します
　「乗換案内アプリ」や「タッチ決済対応のVisa（ビザ）カード」を活用
し、大人500円、子ども250円で、天神〜博多・呉服町の５
駅が１日乗り放題になる「天神・博多間１日フリーきっ
ぷ」を８月15日まで販売します。アプリや専用の販売サ
イトで購入後、アプリに表示される二次元コードや、支
払いに使用したクレジットカード等で、そのまま乗車で
きます。
iお客様サービスセンターa734-7800f734-7801

スマホは
こちらから

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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（先着）y無料e電話かファクスで、同
センターへ。
老人福祉センター東香園　行政
書士による相続手続き・遺言書作
成等の相談会

d５月27日㈭午後１時〜３時li同園
（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f 

671-2214t市内に住む60歳以上c８人
（先着）y無料e電話かファクス、来所
で、５月15日以降に同園へ。
障がいのある子どものための教
育の場を検討する就学相談会

　障がいのある子どもがより良い教
育を受けられるよう、大学教授、医師、
福祉機関の職員、教員などが相談に
応じます。d７月19日㈪、21日㈬、26日
㈪、28日㈬、８月４日㈬、16日㈪、18日
㈬、20日㈮、23日㈪、30日㈪、９月１日
㈬、６日㈪、８日㈬、13日㈪、15日㈬、17
日㈮、22日㈬、27日㈪、10月４日㈪、６
日㈬午後１時半、２時、２時半、３時、３
時半、４時から（各１時間程度）li発
達教育センター（中央区地行浜二丁
目）a845-0015f845-0025t①小・中・
特別支援学校の在校生と保護者②来
年度の新小学１年生と保護者y無料
e５月17日〜７月①５日②12日（いず
れも必着）に在籍する学校または園

（所）へ。

くらし・事業なんでも相談会
　不動産鑑定士・行政書士・社会保険
労務士・弁護士・弁理士・公認会計士・
中小企業診断士・税理士・司法書士・
土地家屋調査士の10専門職による相
談会です。d６月５日㈯午前10時〜午
後４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁
目）i福岡専門職団体連絡協議会a 

090-9483-5407f641-2503c34組（先
着）y無料e電話かファクスで、５月
24日以降の午前10時〜午後４時に同
会へ。

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。
無料調停相談会

　民事・家事調停委員が金銭問題、交
通事故、家庭内の問題などの相談に
応じます。詳細は福岡民事調停協会に
電話（a781-3141）か来所（中央区六本
松四丁目 福岡簡易裁判所内）で問い
合わせを。d６月３日㈭午前10時〜午
後３時l香椎公民館（東区香椎駅前
二丁目）y無料e不要

憲法週間無料法律相談会
　法律相談に弁護士などが応じます。
d５月17日㈪〜21日㈮午前10時〜午
後０時半、１時〜３時半（１人30分）li

天神弁護士センター（中央区渡辺通
五丁目）a741-3208f752-1330c80人

相 談

各区障がい者基幹相談支援センターで相談を受け付けています
　同センターは、障がいのある人やその家族からの日常生活のさまざまな相談を電話やファクス、来所、訪問などで受け付け
ています。詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを。【開所時間】平日午前９時〜午後５時i各センター

名称 住所 連絡先 担当小学校区

東区第１ 東区三苫８-105-１ 
やまと更生センター内　a607-3651f607-3652 勝馬、西戸崎、志賀島、奈多、三苫、和白、美和台、和白東、香椎、

香住丘

東区第２ 東区舞松原１-６-13　 a674-1301f674-1303 香陵、千早、千早西、舞松原、若宮、青葉、多々良、八田、香椎下
原、香椎東

東区第３ 東区馬出１-２-23　
第１岡部ビル102　 a292-5604f292-5607 香椎浜、城浜、照葉、筥松、松島、名島、箱崎、東箱崎、馬出、照葉

北
博多区第１ 博多区吉塚３-18-１ a409-2478f409-2479 千代、博多、堅粕、東光、住吉、春住、東住吉、東吉塚、吉塚

博多区第２ 博多区諸岡１-15-22　 a589-6292f589-6293 月隈、東月隈、席田、板付、板付北、那珂、宮竹、弥生、三筑、那珂
南

中央区 中央区笹丘２-24-35 
スカイコートSEIWA１階　a738-3314f738-3340 当仁、福浜、南当仁、舞鶴、赤坂、警固、高宮、春吉、草ケ江、笹丘、

鳥飼、小笹、平尾
南区第１ 南区野間４-２-40　 a559-1929f559-1931 塩原、玉川、筑紫丘、東若久、大池、若久、大楠、西高宮
南区第２ 南区野多目４-25-29　 a555-2461f555-2462 野多目、三宅、曰佐、高木、宮竹、横手、弥永、弥永西、鶴田、老司
南区第３ 南区長丘３-９-８　 a401-0016f401-0089 西花畑、東花畑、長住、長丘、西長住、柏原、花畑

城南区 城南区樋井川４-１-11 
りーど内　 a874-7907f874-7910 城南、鳥飼、別府、金山、七隈、片江、南片江、堤、堤丘、西長住、田

島、長尾

早良区第１早良区西新７-15-９ １階 a847-2764f847-2765 高取、室見、大原、小田部、原、原北、飯倉、飯倉中央、飯原、西新、
百道、百道浜

早良区第２ 早良区東入部１-９-１　
早良ひまわりハウス内　a834-2006f834-2007 有住、原西、有田、賀茂、入部、四箇田、内野、早良、脇山、田隈、田

村、野芥

西区第１ 西区姪の浜４-22-31　
ヌメルス３　30号室　 a885-5060f885-5065 愛宕、愛宕浜、小呂、能古、姪北、内浜、玄界、福重、姪浜、城原、西

陵、石丸、下山門

西区第２ 西区今津4820-２　
第一野の花学園内　 a806-5259f834-2063 壱岐南、金武、今宿、今津、北崎、玄洋、壱岐、壱岐東、周船寺、元

岡、西都

高校生留学奨学生を募集

　50万円を上限として給付（返還不
要）。【対象】次の全てに該当する人 ▽

海外留学あっせん機関の高校生交換
留学プログラム等で約１年間の留学
を予定し、来年出発する ▽県内の高
等学校、高等専門学校に在籍するか
入学を予定する ▽保護者が市内に１
年以上継続して住む【定員】10人（選
考）【募集案内・申込書の配布】高等学
校、高等専門学校、中学校、市教育振
興会（市役所６階）で【申込期間】７月
30日（必着）までi市教育振興会a 

721-1709f721-1739
市男女共同参画基本計画（第４
次）を策定しました

　同計画の策定に当たり募集した市
民意見と併せて公表します。【配布・閲
覧】６月１日から男女共同参画課（南区
高宮三丁目 アミカス１階）、情報公開
室（市役所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。 
※配布は計画の概要版のみi同課
a406-7510f526-3766
「ミニふくおか」の子ども実行委員
を募集

　８月18日㈬〜20日㈮に開催する「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仕事や遊び、
人との関わりなどを通してさまざまな
体験をするイベントです。同実行委員
がまちの仕組みやルールについて考
え、イベント当日にはスタッフとして
活動します。【活動期間】７月〜９月（10
回程度）【対象】市内に住むか通学す
る小学５年〜中学生【定員】小学生15
人、中学生15人（選考）【申し込み方
法】５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
メールかファクスで申込先へ【申込期
間】６月20日まで【問い合わせ・申込
先】ミニふくおか事務局（子ども文化
コミュニティ内）a406-5148m minifuk
uoka2021@kodomo-abc.org

ＦＦＡＣステップアップ助成プログ
ラム申請者を募集

　市内で文化芸術活動を行う個人・団
体がステップアップを図る活動や、市
民に文化芸術の鑑賞の機会を提供す
る活動、またはそれを支援する活動を
対象に助成します。対象期間は８月１
日〜来年２月28日。詳細は問い合わせ
を。【募集案内・申込書の配布】市文化
芸術振興財団（博多区下川端町）、情
報プラザ（市役所１階）などで。ホーム
ページにも掲載【申込期間】６月７日ま
でi同財団事業課a263-6265f263- 
6259

市長の資産などを公開します
　「福岡市長の政治倫理に関する条
例」に基づき、昨年12月31日現在の資
産等報告書、昨年分の所得等報告書、
今年４月１日現在の関連会社等報告
書が、５月31日㈪から総務企画局総務
課（市役所８階）で閲覧できます。【時
間】午前８時45分〜午後５時半i同課
a711-4044f724-2098
福岡アジア都市研究所の市民ま
ちづくり研究員を募集

　「新しい時代における福岡の特色を
活（い）かしたまちづくり」をテーマに
研究する同研究員を募集。書類・面接
選考あり。【期間】６月末〜来年３月

【対象】市内または近郊に住むか、市
内に通勤・通学し、月１回の活動（平日
夜間）に参加できる18歳以上【募集案
内の配布】５月10日から情報プラザ

（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】５月28
日までi同研究所a733-5687f733- 
5680

特定計量器（はかり）の定期検査
を行います

　取引・証明に使用する特定計量器
は、２年に１回の定期検査が義務付け
られています。対象となる計量器を
使っている場合は必ず受検してくだ
さい。日程は下表の通り。 ※大型特
定計量器（能力１トン以上）は出張検
査も可。【対象】商店や事業所（農業、
漁業を含む）で取引・証明に使用して
いる「はかり・おもり」【費用】500円〜
1,800円程度i県計量協会a791-2331 
m f_city_keiryou@aqua.ocn.ne.jp

日時 場所
５／17㈪
11:00〜15:00

勝馬公民館
（東区勝馬）

５／18㈫
11:00〜15:00

和白公民館
（東区和白三丁目）

５／20㈭
11:00〜15:00

奈多公民館
（東区奈多二丁目）

５／21㈮
11:00〜15:00

市漁業協同組合 
弘支所（東区弘）

５／24㈪
11:00〜15:00

市漁業協同組合 
志賀島支所（東区志賀
島）

５／25㈫、26㈬
10:30〜15:00

旧東市民センター駐
車場（東区香住ケ丘一
丁目）

５／27㈭、28㈮
10:30〜15:00

中央卸売市場 青果市
場（東区みなと香椎三
丁目）

６／１㈫
10:30〜15:00

多々良公民館
（東区多々良一丁目）

６／２㈬、３㈭
10:30〜15:00

東市民プール駐車場
（東区名島二丁目）

６／４㈮
10:30〜15:00

中央卸売市場 食肉市
場（東区東浜二丁目）

６／７㈪
10:30〜15:00

筥松小学校
（東区筥松郷口町）
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「人権擁護委員の日」特設人権相
談所

　人権擁護委員がいじめや差別、家
庭内の悩み事などの相談に応じま
す。d６月１日㈫午前10時〜午後４時

（受け付けは午後３時半まで）l市役
所１階多目的スペースi福岡人権擁
護委員協議会a722-6199f722-6186 
y無料e不要

しごと

中高年求職者向け フォークリフト
運転技能講座

　詳細は情報プラザ（市役所１階）、ハ
ローワーク（公共職業安定所）などで
配布する申込書やホームページで確
認するか問い合わせを。d６月22日㈫
〜30日㈬ ※日程はコースによって異
なるl博多市民センター（博多区山
王一丁目）他i中高年就職支援セン
ターa477-6088f477-6091tおおむ
ね40歳以上（64歳まで）の求職者c20
人（抽選）y無料e申込書を６月９日

（必着）までに問い合わせ先へ。当選
者のみ通知。

調理師試験
　詳細はホームページで確認を。【日
時】10月30日㈯午後１時半〜３時半

【受験手数料】6,100円【受験案内の配
布】５月10日から各区衛生課で【申込
期間】６月４日（消印有効）までi調理

　※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。

技術技能センターa03-3667-1815f 

03-3667-1868
博多区地域保健福祉課 非常勤保
健師を募集

　【資格】保健師の有資格者。他要件
あり【任用期間】６月22日〜10月12日

（再任用あり）【募集案内・申込書の配
付】５月10日から各区地域保健福祉
課、情報プラザ（市役所１階）で。市
ホームページにも掲載【申込期間】５
月13日〜21日（消印有効）i博多区地
域保健福祉課a419-1100f441-0057

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。
d５月29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、５月15日以降に
同園へ。定員を超えた場合のみ通知。
老人福祉センター舞鶴園　シニ
ア就業相談

　キャリアコンサルタントの資格を有
する同園園長が、対面で個別就業相
談に応じます。ウェブ会議サービス

「Zoom（ズーム）」による相談も可。詳
細はホームページで確認するか問い
合わせを。d６月５日㈯午後３時〜５時
li同園（中央区長浜一丁目）a771-
7677f716-0046t市内に住むおおむ
ね60歳以上c４人（先着）y無料e電
話かファクス、来所で５月15日以降に
同園へ。定員を超えた場合のみ通知。
市こども総合相談センターの職員

（会計年度任用職員）を募集
　資格要件あり。【募集職種】心理相
談員、児童指導員（深夜）【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】５月17日か
ら同センター（中央区地行浜二丁
目）、情報プラザ（市役所１階）、各区役
所情報コーナー、入部・西部出張所
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】５月27日（必着）までi同センター
こども支援第２課a832-7103f832- 
7830

市立こども病院・市民病院 看護
師・薬剤師・臨床検査技師を募集

　【勤務場所】市立こども病院（東区
香椎照葉五丁目）、市民病院（博多区
吉塚本町）【募集案内の配布】５月10
日から市立病院機構法人運営課（東
区香椎照葉五丁目）、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】５月26日（消印有
効）までi同課a692-3422f682-7300
高齢者活躍人材確保育成事業「マ
ンション管理」技能講習

　建物・設備の維持管理、マンション
に関する法令、共用部分の日常清掃
などについての講習会です。d６月14
日㈪、15日㈫午前10時〜午後４時（連

続講座）l消防会館（博多区中洲中
島町）i県シルバー人材センター連
合会a292-1857f623-5677t市内に
住み、勤労意欲のある60歳以上c15人

（選考）y無料eホームページに掲
載、または同連合会（博多区吉塚本町 
県中小企業センタービル８階）や情報
プラザ（市役所１階）などで配布する
申込書を５月15日〜６月４日（必着）に
同連合会へ。受講決定者のみ通知。

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「Excel中級データベー
スと実務関数」講座②第二種電気工
事士（実技）直前講習③パソコン「イラ
ストレーター」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。d①７月５
日㈪、６日㈫、７日㈬午前10時〜午後４
時半（最終日は４時まで）②７月10日
㈯、11日㈰午前９時〜午後５時③７月
11日〜８月１日の日曜日午前９時半〜
午後４時半l①アミカス（南区高宮三
丁目）②③同協会（東区千早五丁目）
i同協会a671-6831f672-2133t①
エクセルの基本操作ができる人②第
二種電気工事士筆記試験合格者③パ
ソコンの基本操作ができる人c①11
人②20人③15人（いずれも先着）y①
１万6,000円②２万8,000円③２万4,000
円e電話か来所で、５月①②17日③18
日以降に同協会へ。

映像ホール・シネラ　６月上映スケジュール
ベトナム映画の現在
２日㈬ 無人の野（２）
３日㈭ 樹上の家（11）、

アナザー・シティ他（２）
４日㈮ 砂のような人生（11）、

無人の野（２）
５日㈯ 十月になれば（11）、

アナザー・シティ他（２）
６日㈰ シンポジウム（１）、

ビー、心配しないで！（２:30）
９日㈬ 大親父と、小親父と、その他の話

（11）、メタオ（２）

ジャガイモ・タマネギ収穫体験
　１口当たりジャガイモ10株、タマネギ
18個程度を収穫できます＝写真。d６月
５日㈯、６日㈰、12日㈯、13日㈰午前９時
〜午後４時t市内に住む人c400口（抽
選。１組１口１通まで）y１口1,000円e往
復はがきに応募事項と希望日（抽選後
の変更不可）を書いて、５月15日〜25日

（必着）に同
農園へ。来所
でも受け付け
ます（往復は
が き の 持 参
が必要）。

10日㈭ ビー、心配しないで！（11）、どこ 
でもないところで羽ばたいて（２）

11日㈮ 十月になれば（11）、
砂のような人生（２）

12日㈯ 大親父と、小親父と、その他の話
（11）、メタオ（２）

13日㈰ 樹上の家（11）、どこでもないと
ころで羽ばたいて（２）

オリンピック記録映画特集
16日㈬ 太陽のオリンピア―メキシコ

1968－（１：30）
17日㈭ 栄光の16日（１：30）
18日㈮ スポーツよ、君は平和だ！（１：30）
19日㈯ マラソン（１：30）

②衣類のリフォーム教室　
６／２〜７／28の水曜日13:00〜
16:00(６／30を除く。連続講座）

８人
（抽選）

③残り布でショルダーバッグ作
り　６／４㈮、11㈮、18㈮
13:00〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

④帯でボストンバッグ作り　
６／５㈯、12㈯13:00〜16:00

（連続講座）
８人

（抽選）

⑤海辺の宝探しとマイクロプ
ラスチックを使ったリサイクル
工作　６／26㈯10:00〜13:00

５組(抽
選。１組
３人ま

で）
⑥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・７月の催し
　一部講座は材料を持参。⑤の会場は
西部埋立場（西区今津）。t市内に住む
か通勤・通学する人y①1,000円②800
円③④500円⑤〜⑨無料e①〜⑤はが
きかファクス、メール（m seibuplaza２＠ 
ｆ-kankyo.or.jp）、来所で①②５月20日③
④５月21日⑤６月15日（いずれも必着）ま
でに同施設へ。⑥〜⑨電話かファクス、
来所で、⑥希望日の３日前まで⑦⑧⑨随
時受け付け。⑥はメールでも受け付け
ます。①〜⑤は当選者のみ通知。

内容・日時 定員
①パッチワーク教室　６／１〜
７／27の火曜日13:00〜16:00

（7／20を除く。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）

今津リフレッシュ農園
〒819-0165 西区今津5685
a806-2565 f806-2570
o午前７時〜午後７時（４月〜９月）
x月曜日（祝休日のときは翌平日）

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

⑦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

―

⑧木の枝フォトスタンド　毎日
10:30〜15:30の30分程度 ―
⑨はぎれ（布・革）で作るストラッ
プ　毎日10:30〜15:30の30分
程度

―

④
の
作
品
例

近代日本の美術 明治から昭和初期ま
で
　吉田博、椿貞雄らの作品を展示。d５
月18日㈫〜８月１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
野見山暁治・豊福知徳・菊畑茂久馬〜地
方と海外のはざまで〜
　３人の主要作品を展示し、作品におけ
る地方性と国際性について考えます。
d５月18日㈫〜８月１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

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（７〜10
月の金・土曜日は８時まで）x月曜日

（祝休日のときは翌平日）20日㈰ 東京オリンピック（１：30）
23日㈬ 東京オリンピック（１：30）
24日㈭ マラソン（１：30）
25日㈮ スポーツよ、君は平和だ！（１：30）
26日㈯ 栄光の16日（１：30）
27日㈰ 太陽のオリンピア―メキシコ

1968－（１：30）
　※（11）＝午前11時、（１）＝午後１時、

（１:30）＝午後１時半、（２）＝午後２時、
（２:30）＝午後２時半。詳細はホーム
ページ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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　※いずれも入園料別。
ウチョウランと山野草展
　販売や育て方相談コーナーもあり。
d６月８日㈫〜13日㈰y入場無料
園芸講座 〜ウチョウランを育ててみよ
う〜
d６月12日㈯
午後１時半〜
３時 半（ 受 け
付けは１時か
ら）c10人（先
着）y2,000円
e不要

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。
映像シアター「野鳥の森へピクニック」
　福岡の野鳥について映像とクイズで
学びます。d６月12日㈯午前11時半〜正
午c30人（先着）e電話か来所で、当日
午前10時以降に同施設へ。
植物の力〜植物の香りにはこんな力が
〜
　植物から香りを抽出する実験＝写真＝
を行い、植物の香りについて学びます。
d６月19日㈯午前10時半〜正午t小学
生以上c30人（先着）e電話かメール

（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、
５月15日午前10時以降に同施設へ。

何のニオイかあててみよう
　においを当てる実験を通して、嗅覚に
ついて学びます。d６月26日㈯午前10時
半〜11時c30人（先着）e電話かメール
で、５月15日午前10時以降に同施設へ。

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

６月13日㈰午前10時〜午後１時c６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５月22日以降に同センター
へ。ホームページでも受け付けます。

ハーバリウム教室
　ガラス瓶にドライフラワーなどを入れ
て飾り物を作ります。小学生以下は保護
者同伴。d６月19日㈯午前10時半〜11
時半c24人（抽選）y1,000円e往復は
がきに参加者全員の応募事項と当日連
絡可能な電話番号、代表者の氏名を書
いて５月15日〜６月３日（必着）に同牧場
へ。ホームページでも受け付けます。

旬の植物ガイド
d６月19日㈯午後１時半〜３時半（受け
付けは１時から）c50人（先着）y無料e

不要
植物ってこんなに面白い 植物の力〜心
〜
　座学やフィールドワークを通して、心
に作用する植物の力を学びます。d７月
４日㈰午後１時半〜４時t小学生c20人

（抽選）y500円e往復はがきかファクス
に応募事項とファクスの場合はファクス
番号も書いて、６月20日（必着）までに同
園へ。ホームページでも受け付けます。

園芸講座「インパチェンスのハンギング
バスケット教室」
d５月29日㈯午後１時半〜３時半c15人

（先着）y3,000円e電話かファクスで、５
月22日以降に同公園へ。
園芸講座「ウメの加工とウメの収穫作
業体験」
　梅干しなどの作り方を学びます。収穫
したウメは持ち帰れます（１人１kg程度）。
d６月１日㈫午後１時半〜３時半c30人

（先着）y600円e電話かファクスで、５
月25日以降に同公園へ。

休日健診（総合健診）
d①〜⑪６月６日㈰、13日㈰、20日㈰、26
日㈯、27日㈰午前８時半〜10時半⑫６月
６日㈰、26日㈯午前８時半〜10時半⑬６
月27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

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
　※６月６日㈰、13日㈰、20日㈰、27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。

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

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

アミカス（男女共同参画推進センター）

〒815-0083 南区高宮三丁目３-１　a526-3755 f526-3766
o午前９時半〜午後９時半（日・祝休日は午後５時まで）x第２・最終火曜日（祝休
日のときは翌平日）。アミカス図書室は第３火曜日も休み。

あいくる （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）

５・６月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①の会場は５月19日は西体育館（西区拾六町一丁目）、６
月２日は博多体育館（博多区山王一丁目）、②の会場は東体育館（東区香住ケ丘一
丁目）。上履き、①は床に敷くタオル等を持参。c①②なし③25組（先着。１組１個）
y①②無料③100円e①②不要③電話かファクス、来所で６月１日以降にあいくる
へ。

内容 日時 対象

①あかちゃんといっしょ（歌やふれあ
いあそび）

５／19㈬、６／２㈬10:30〜
11:30

まだ１人で
歩けない乳幼児

②あいくるがやってくる（親子遊び） ５／28㈮10:00〜12:00 ２歳以上の幼児

③おもちゃ病院 ６／20㈰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。

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）

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）

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。

今宿野外活動センター
〒819-0163 西区今宿上ノ原217-２
a806-3114 f806-3115
o午前９時〜午後６時半（４月〜９月）
x月曜日（祝休日のときは翌平日）

過
去
の
同
教
室

ウチョウラン

もーもーらんど油山牧場
〒811-1353 南区柏原710-2
a865-7020 f865-7040
o午前９時〜午後５時（テイクアウト・
売店は午前10時から）x水曜日（祝休
日のときは翌平日）

６・７月の催し
　一部講座は材料を持参。①は雨天中
止の場合あり。t市内に住むか通勤・通
学する人y①④⑤⑧無料（④は部品代
別）②100円③⑥⑦500円e①当日午後
１時から受け付け②③⑤⑥⑦往復はが
きかファクス、来所で、６月②３日③⑤４
日⑥12日⑦14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。④⑧電話か来所で、６月１日以降に
同施設へ。

内容・日時 定員
①生ごみ堆肥づくりと菜園相
談会　６／３㈭13:30〜15:00 ー
②リサイクルせっけん作り　
６／13㈰10:00〜11:30

６人
（抽選）

③やさしいパッチワーク講座　
６／16㈬、30㈬、７／７㈬10:00
〜13:00（連続講座）

10人
（抽選）

④傘の修理　
６／16㈬、20㈰10:00〜13:00

各６人
（先着）

⑤ボランティアが教える包丁
研ぎ講座　
６／17㈭10:00〜12:00

４人
（抽選）

⑥らくらくリフォームソーイン
グ　６／22〜７／27の火曜日
10:00〜13:00（７／20を除く。
連続講座）

10人
（抽選）

⑦はた織り機でオリジナル布
作り　６／24㈭10:00〜13:00

３人
（抽選）

⑧木製のまな板削り　
６／24㈭、26㈯10:00〜16:00

各11人
（先着）

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）

あいれふ外観
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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


