
　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５
月17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。

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（６月前半の日曜日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
６月６日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
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
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）	 a891-2511
６月13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
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
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234

　※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

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

救命講習

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺
蘇生法（①②大人に対する方法③子どもに対す
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６月①②１日③④８日。※電話の
場合は各申込先へ。

種類 実施日 会場 申込先
電話

定員
（先着）

①入門 ７／29㈭ 市民防災センター（早良区百道浜一丁目）821-0245 20人

②普通１

７／３㈯ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） 475-0119 25人

７／７㈬ さいとぴあ（西区西都二丁目） 806-0642 20人

７／８㈭ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人

７／９㈮ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 30人

７／11㈰ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人

７／12㈪ 南消防署（南区塩原二丁目） 541-0219 25人

７／14㈬ 市民防災センター 821-0245 20人

７／18㈰ 東消防署 683-0119 30人

７／20㈫ 博多消防署 475-0119 25人

７／28㈬ 中央消防署 762-0119 30人

③普通３ ７／15㈭
消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 各30人

④上級 ７／６㈫
　※時間は①午前10時〜11時半②③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と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

6/

6
●日

2夏鳥コアジサシ 子育て応援隊

　博多湾に子育てにやってくる「コアジサシ」に巣を作る場所を教える
ために、デコイ（鳥の模型）を作り砂浜に設置します。小学生以下は保
護者同伴。d午前10時〜午後０時半l海の中道海浜公園（東区西戸
崎）iふくおか湿地保全研究会・河野a090-3196-3555f0940-33-1296 
c15人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m k_river_field@yah
oo.co.jp）で、６月１日以降に問い合わせ先へ。

6/

6
●日
他

3老人福祉センター舞鶴園　
①「アラ還カレッジ」説明会②リラックス・ヨガ講座

　①６〜８月に開催する、セカンドライフ・セカンドキャリアのための各
種講座メニューとスケジュールを説明します。②腰痛・ひざ痛改善編。
d６月①６日㈰②21日㈪いずれも午後１時〜２時li同園（中央区長
浜一丁目）a771-7677f716-0046t市内に住む①60歳前後②60歳以
上c①15人②10人（いずれも先着）y①無料②300円e電話かファク
ス、来所で、６月１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

6/

9
●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」＝写真＝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

6/

10
●木

3東図書館　月イチフラワーレッスン

　旬の花でアレンジメントを作ります。d午後１時半〜３時半lなみき
スクエア（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973t18歳
以上c12人（先着）y2,500円e電話か来所（なみきスクエア内）で、６
月１日以降に東図書館へ。

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
※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６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。



優しさを伝えるケア技術「ユマニチュードⓇ」Vol.５
〜いつもより３倍会話を増やす〜

　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。介護
するときはついつい無言で、てきぱきと作業を進めがちですが、「あなたのこ
とを大切に思っている」と伝えるためには、たくさん話しかけることがとても有
効です。

博多座「市民半額観劇会」

　博多華丸＝写真＝主演の舞台「羽世保スウィングボー
イズ」を半額で観劇できます。d７月 ▽16日㈮午後４時〜

▽17日㈯午前11時〜、午後４時〜 ▽18日㈰午後４時〜 ▽

20日㈫午前11時〜、午後４時〜 ▽21日㈬午前11時〜 ▽

26日㈪午前11時〜、午後４時〜 ▽27日㈫午前11時〜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6,000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６月11日（消印有効）までに
同事務局へ。当選者のみ通知（６月15日ごろ発送）。

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、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

6/

10
●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a441-1118f441-1149c15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。 ※当日はa080-2705-5462
へ。

6/

11
●金

3福岡マンション管理組合連合会 マンションセミナー

　テーマは「築50年時代のマンション再生」「マンションが抱える認知
症問題」。質疑応答もあり。詳細はホームページで確認を。d午後１時
15分〜４時半l天神ビル（中央区天神二丁目）i同連合会a752-1555 
f752-3699t分譲マンションの管理組合役員および組合員c120人

（先着）y無料e電話かファクス、メール（m fukukan@fukukan.net）で、
６月１日以降に同連合会へ。定員を超えた場合のみ通知。

6/

13
●日

2楽水園　落語

　内浜落語会の粗忽家勘心（そこつやかん
しん）＝写真、粗忽家勘輔（かんすけ）が出
演。抹茶サービス付き。d午後１時〜２時半
li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665 
c15人（先着）y1,500円e電話か来所で、６
月１日以降に同園へ。

6/

14
●月
他

2６月は食育月間「ふくおかの郷土料理
〜知っとう？あちゃら漬け〜」パネル展

　健康づくりに役立つレシピの紹介もあ
り。d６月14日㈪〜17日㈭午前10時〜午
後５時（14日は１時から）l市役所１階多
目的スペースi健康増進課a711-4374 
f733-5535y無料

あ
ち
ゃ
ら
漬
け

6/

16
●水

3花畑園芸公園　園芸講座「菜園の雑草対策」

d午後１時半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f 

565-3754c30人（先着）y無料e電話かファクスで、６月９日以降に同
公園へ。

6/

16
●水

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　コンポスト（段ボール、木枠、設置型）の基本を学びます。サツマイモ
の植え付け、夏野菜の手入れも行います。d午前10時〜正午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市内に住む人c10人（抽選）y無料e電話か
ファクス、メール（m info@jun-namaken.com）で、６月７日までに同研究
所へ。

6/

17
●木

2外国人学生が語る「ふるさとの街と福岡」

　タイ出身のアンパイリ・プーデット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、６月１日以降に同財団へ。定員を超えた場合のみ通
知。

6/

18
●金

2老人福祉センター長生園　長生園オレンジカフェ

　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。d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-
0903f641-0907tおおむね50歳以上c20人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で、６月１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

6/

19
●土

3せふり親子天文教室〜超新星ってどんな星？〜

　星空について学び、実験やクラフト作り、天体観察を行います。詳細
はホームページで確認を。d午後７時〜９時l市教育センター（早良
区百道三丁目）i背振少年自然の家a804-6771f804-6772t小学４
年〜中学生と保護者c15組（抽選。１組４人まで）y大人1,000円、小中
学生500円eホームページに掲載する申込書を６月12日までに問い合
わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

情報BOX 福岡市政だより
令和3（2021）年６月１日 14

●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



植物園　①写真基礎講座受講者作品展②ハーブの効用
③エアープランツを育ててみよう

　②は虫よけのボディスプレーなどを作ります。③は土を使わず、適度に水分を
与えるだけで育てられる観葉植物について学び、作品を作ります。d①６月29日
㈫〜７月18日㈰午前９時〜午後５時（入園は４時半まで）②７月14日㈬午後１時半
〜３時半③７月21日㈬午後１時半〜３時半x月曜日li同園（中央区小笹五丁目）
a522-3210f522-3275c①なし②30人（抽選）③18人（抽選）y①無料②1,000円
③2,000円（いずれも入園料別）e①不要②③往復はがき（〒810-0033中央区小笹
５-１-１）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、②６月
30日③７月７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。

催 し

かなたけの里公園　
①はじめての薬膳料理教室②発酵料理教室（こうじ）

d７〜９月の①第２火曜日②第４火曜日いずれも午前10時〜午後１時li同公園
（西区金武）a811-5118f400-0147c①12人②18人（いずれも先着）y各6,000円

e電話か来所で、６月１日以降に同公園へ。

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a711-4156f733-58 
61

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＞

6/

20
●日

3子どもと家族への支援 
〜SOS子どもの村JAPANの取り組み〜

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したオンライン研修会。
九州大学大学院教授の黒木俊秀氏と市子ども家庭支援センター長が
話します。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午後１
時半〜４時iSOS子どもの村JAPAN事務局a737-8655m senmon@sosj
apan.orgc50人（先着）y一般1,000円、学生は無料eメールで同事務
局へ。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。

6/

20
●日

2福岡市民オーケストラ　定期演奏会

　ブラームスの「大学祝典序曲ハ短調 作品80」などを演奏します。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同オーケストラ事務局a080-6423-3366m fukuoka.civic.orches
tra@gmail.comy全席自由一般1,500円、学生500円eアクロス福岡チ
ケットセンター（アクロス福岡２階）でチケットを販売。

6/

22
●火

2今宿野外活動センター　
今宿の四季をたのしむ〜きのこ編〜

　散策をしながらキノコ＝写真＝を観察し
ます。高校生以下は保護者同伴。d午前
10時半〜午後１時半li同センター（西
区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115c 

20人（抽選）y500円e往復はがき（〒819-
0163西区今宿上ノ原217-２）で６月１日〜
15日（必着）に同センターへ。ホームペー
ジでも受け付けます。 ※ホームページで
申し込む場合は当選者のみ通知。

6/

26
●土

2もーもーらんど油山牧場　牧場満喫ツアー

　牛の乳搾りやバター作りを体験します。ホットドッグとソフトクリー
ム付き。d午前10時〜午後０時半li同牧場（南区柏原）a865-7020 
f865-7040t４歳以上（小学生以下は保護者同伴）c10組（抽選。１組
５人まで）y１人1,600円e往復はがき（〒811-1353南区柏原710-２）に
参加者全員の応募事項と代表者の氏名、当日連絡可能な電話番号を
書いて、６月１日〜10日（必着）に同牧場へ。ホームページでも受け付
けます。

6/

26
●土

2南障がい者フレンドホーム　
十二支の折り紙で彩る時計作り

d午前10時〜正午li同ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-
5856t障がいのある人と介助者c６人（抽選）y500円程度e電話か
ファクス、メール（m minami-friend03@c-fukushin.or.jp）に応募事項と
障がいの種別を書いて、６月１日〜14日に同ホームへ。来所でも受け
付けます。

6/

26
●土

3埋蔵文化財センター　考古学講座
土器圧痕昆虫が語る縄文人のなりわいとくらし

　熊本大学文学部教授の小畑弘己氏
が、土器の粘土から発見された虫から
分かる、狩猟・栽培民としての縄文人
の暮らしについて話します。d午後１
時半〜３時li同センター（博多区井
相田二丁目）a571-2921f571-2825c 

50人（抽選）y無料eメール（m maibu
n-c.EPB@city.fukuoka.lg.jp）で６月１日
〜14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。

6/

26
●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歳未満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。d６月26日㈯、27日㈰午後２時〜３時
li同センター（早良区百道浜一丁目）
a847-5990f847-5970t１歳未満の子
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、６月１日午前９時半以降に同センターへ。

7/

4
●日

2天神でクラシック 音楽プロムナード 
Ｒ・シュトラウス 室内オーケストラへの誘い

　歌劇「イドメネオ」のための間奏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（城
南区七隈一丁目）で、問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

同センター外観

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６月１日 情報BOX13 催し 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。



老人福祉センター若久園

li同園（南区若久六丁目）a511-7255f511-7558t市内に住む60歳以上y無
料e電話か来所で、①６月５日以降②③６月８日〜20日に同園へ。②③は当選者
のみ通知。

内容 日時 定員

①高齢者向け栄養・口腔（こうくう）講座 ６／29㈫13:00〜14:30 20人（先着）

②救命救急講座 ７／１㈭13:30〜15:00 20人（抽選）

③介護保険勉強会 ７／１㈭15:00〜15:30 20人（抽選）

講座・教室

7/

5
●月
他

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　「基礎」「中級」「ワード基礎」「エクセル基礎」「デジカメ」「インターネッ
ト」「ブログ作成」「ワードでお絵かき」の８講座。d７月５日㈪〜９月18日
㈯ ※日時や期間は講座により異なるliシニアネット福岡（中央区大
名二丁目）a732-3115（平日午前10時〜午後３時）f753-6465t20歳
以上の初心者、中級者c各10人（抽選）y１回1,000円（テキスト代別）
e電話かファクス、来所で問い合わせの上、６月１日〜11日に申し込み
を。

7/

8
●木

3西部療育センター　ためになるボランティア講座

　さまざまな障がいの特性やコミュニ
ケーションの取り方など、障がいのある子
どもとの関わり方について学びます。d

午前10時〜正午li同センター（西区内
浜一丁目）a883-7161f883-7163t市内
に住む人c20人（抽選）y無料e電話か
はがき（〒819-0005西区内浜１-５-54）、ファ
クスで、６月18日（必着）までに同センター
へ。

7/

8
●木
他

3西障がい者フレンドホーム　大人アート教室

　水彩絵の具や色鉛筆で絵を描きます。初心者も可。詳細は問い合
わせを。d７月８日〜来年３月24日の第２・４木曜日午後１時〜３時（連続
講座）li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037t市内
に住む障がいのある18歳以上c10人（抽選）y月100円e電話か来所
で、６月１日〜15日に同ホームへ。

7/

9
●金
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。d７月９日㈮、13日㈫、14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。７月２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-support@fukuoka-shakyo.or.jp）で、
６月１日以降に同センターへ。定員を超えた場合
のみ通知。

7/

10
●土

2東京バレエ団 ホープジャパン
（東日本大震災10年／コロナ禍復興プロジェクト）

　演目は上野水香出演の「ボレロ」など。未就学児は入場不可。d午後
４時〜６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S席
１万円、A席7,000円、B席4,000円（学生券2,000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。

7/

13
●火
他

3早良障がい者フレンドホーム　ミサンガ教室

d７月13日㈫午前10時半〜正午、15日㈭午後１時〜２時半 ※希望日の
みの参加も可li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-
2763t市内に住む頭部外傷や脳血管障害による障がいのある人c各
６人（抽選）y110円e電話かファクス、メール（m sawara-friend@nono
hana.or.jp）に応募事項と希望日を書いて、６月１日〜15日に同ホーム
へ。来所でも受け付けます。

7/

14
●水

2新日本フィルハーモニー交響楽団　
251年目のベートーヴェン

　指揮は大友直人氏。交響曲第７番などを演奏します。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アクロ
ス福岡チケットセンターa725-9112f725-9102y全席指定S席5,000
円、A席3,000円（学生券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。

7/

24
●土

3プレママ・ママとプレパパの子育て・ワクチンセミナー

　小児科医の上手なかかり方やワクチン情報をオンラインで配信し
ます。詳細はホームページで確認を。d午後２時半〜３時40分i高岸
小児科医院a581-4928f573-1310t妊娠中の女性や配偶者、子育て
中の親などc200人（先着）y無料eメール（m forum@yumac.co.jp）に
応募事項と質問があれば質問も書いて、６月１日以降に同セミナー事
務局へ。

7/

26
●月
他

2子どものための舞台芸術ワークショップ
「アーティストとつくる」

　演劇やダンスの分野で活動するアーティストと共に、みんなで想像
して物語を考え舞台作品を作ります。最終日に発表会を実施。d７月
26日㈪〜31日㈯午前10時半〜午後３時半（26日は午後１時〜４時、31日
は午前10時半〜午後５時。連続講座）lパピオビールーム（博多区千
代一丁目）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-6259t小学４〜６
年生c20人（抽選）y3,000円eはがき等（〒812-0027博多区下川端町
３-１ リバレインセンタービル８階）に応募事項と応募動機、メールアド
レス、保護者氏名、緊急連絡先を書いて６月30日（必着）までに同財団
へ。ホームページでも受け付けます。

8/

1
●日

3市社会福祉事業団公開講座 あいあいセミナー

　障がいがある子どもへの理解を深め、支援するための講座。岡山大
学教育学部教授の佐藤暁氏の講演もあり。d午前９時半〜午後０時半
lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）iあいあいセンターa721-
1611f712-3573t市内に住み、市内の幼稚園、保育所（園）に勤務する
教諭・保育士c120人（先着）y2,000円eホームページで６月１日以降
に同センターへ。

8/

7
●土
他

3もったいない食品ロスをなくそう 親子エコクッキング

　食品ロスを減らす工夫を学びます。調理実習もあり。d８月①７日㈯
②29日㈰いずれも午前11時〜午後２時l西部ガスショールームヒナ
タ福岡（博多区博多駅東二丁目）i西部ガスクッキングクラブ福岡a 

411-0515f411-0525t小学生と保護者のペアc各８組（抽選）y１組
1,000円eはがき（〒812-0013博多区博多駅東２-７-27）かファクスに参
加者全員の応募事項とメールアドレス、希望日を書いて、７月①７日②
29日（いずれも必着）までに問い合わせ先へ。来所、ホームページでも
受け付けます。当選者のみ通知。

情報BOX 福岡市政だより
令和3（2021）年６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



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PayP
ay（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）。y 

1,000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
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

雁の巣レクリエーションセンター　
①芝生deヨガ②B

ブ ル ー ホ ー ク
LUEHAWK 親子でキャッチボール

d６月①15日㈫午前10時〜11時②20日㈰午前10時〜11時半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）②５歳〜小
学３年生と保護者のペアc①30人②20組（いずれも抽選）y①高校生以上1,000
円、小中学生500円、未就学児無料②１組400円e往復はがき（〒811-0204東区奈
多1302-53）かファクス、来所で、６月①８日②10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。①は空きがあれば当日も受け付け。

講座・教室

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

舗等を有する者【募集要項の配布】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、福岡商
工会議所（博多区博多駅前二丁目）な
どで【申込期間】６月11日まで。iFUKU
OKA NEXT pay事 務 局a0120-197-959

（５月25日以降）
福岡空港周辺の一定区域で移転
補償を行っています

　航空機の騒音が著しい一定区域内
に建物や土地を所有し、定められた条
件を満たす人は、建物や土地の移転
補償を受けることができます。詳細は
問い合わせを。i空港周辺整備機構
補償課a472-4596f472-4597
「マンション管理組合アンケート
調査」にご協力を

　６月中をめどに、市から派遣される
マンション管理士（調査員証を携行）
が現地訪問による聞き取り調査を行
います。【対象】４月30日までの同調査
で、アンケート調査票が未到達・未返
答だった管理組合の中から市が抽出
した一部の管理組合i住宅計画課
a711-4598f733-5589
アスベストの分析調査や除去な
どの費用を助成します

　申請は11月26日まで。【対象建築
物・助成内容】解体の予定がない民間
建築物の ▽分析調査＝アスベストを
含む可能性がある吹き付け材の分析
調査費用（通常10万円程度。上限25
万円） ▽除去など＝多数の人が利用
する建築物のアスベスト除去・封じ込
め・囲い込みの工事費用の３分の２以
内（上限120万円。指定建築物の除去
工事に限り、上限300万円）。詳細は市
ホームページで確認を。i建築指導
課a711-4573f733-5584
猫のマイクロチップ装着と不妊・
去勢手術にかかる費用の一部を
助成

　迷い猫の飼い主特定に有効なマイ
クロチップ装着と不妊・去勢手術を同
時に実施するときの費用の一部を助
成します。手術は７月１日㈭〜８月31日
㈫に市獣医師会の病院で実施。【対
象】市内で飼育されている生後６カ月
以上の猫【募集数】100匹（抽選。１人１
匹）【助成額】7,500円【申し込み】はが
き（〒819-0005西 区 内 浜１-４-22）か
メール（m dobutsukanri.PHWB@city.f 
ukuoka.lg.jp）に飼い主の応募事項と
猫の種類・性別・年齢（月齢）、マイクロ
チップ装着の有無（有りの場合はマイ
クロチップ番号も）を書いて、６月１日
〜20日（消印有効）にふくおかどうぶ
つ 相 談 室
へ。i同 相
談 室a891-
1231f891-
1259

お知らせ
８月からの新しい国民健康保険証
を７月下旬に郵送します

　簡易書留での送付を希望する人
は、６月１日から21日までに住所地の
保険年金担当課（係）に連絡してくだ
さい。令和２年度以前から簡易書留で
送付されている場合は連絡不要で
す。i各区保険年金課、西部出張所
保険年金係
今津・立花寺緑地リフレッシュ農
園の体験農園利用者を募集

　利用期間は９月１日㈬〜再来年８月
20日㈰。棚式農園は車いす使用者、高
齢者（65歳以上）などが対象。【場所・
問い合わせ先】①今津リフレッシュ農
園（西区今津）a806-2565f806-2570 
②立花寺緑地リフレッシュ農園（博多
区立花寺二丁目）a587-0881f587- 
0883【対象】市内に住む世帯（１人で
も可）か、市内に住む人が過半数を占
める団体（５人以上）【申し込み】往復
はがき（①〒819-0165西区今津5685 
②〒812-0862博多区立花寺２-９-15）で
６月１日〜①18日（必着）②15日（消印
有効）に希望する農園へ。①は来所

（往復はがきを持参）でも受け付け
可。 ※いずれも１世帯・団体につき１
通のみ【申し込み記入事項】世帯・団
体の住所、代表者の氏名、年齢、電話
番号と、世帯の場合は利用者数、団体
の場合は団体名、市内居住者数。①は
希望農園区分（第２希望も可）も記
入。【公開抽選】応募多数の場合、６月
①20日㈰②27日㈰に各農園で公開抽
選を行います。

施
設農園区分 面積

（平方㍍）
区画
数

年間
使用料
（１区

画）

①
今
津

休憩ハウ
ス付き農
園

ハウス
10、畑30 49 ５万

400円

集合農園 畑30 99 １万
8,000円

棚式農園
（大） 畑15 ５ 9,000円
棚式農園

（小） 畑10 ５ 6,000円

②
立
花
寺

集合農園 畑20 161 １万
2,000円

「福岡市プレミアム付電子商品券 
FUKUOKA NEXT pay（フクオカ ネク
スト ペイ）」の取扱店を募集

　プレミアム付電子商品券を利用で
きる取扱店を募集します。詳細は５月
25日以降に募集要項か市ホームペー
ジで確認を。【資格】市内に事業所・店

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６月１日 情報BOX11 講座

教室
お知
らせ



内での就職を希望する人。他要件あ
りc①130人②50人（いずれも先着）
y無料e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
所などで配布する申込書を６月１日以
降に同事務局へ。

職業訓練 ８月生を募集
　①金属加工技術科②機械CAD技術
科③導入講習付訓練科④ものづくり
CAD科CAMコース⑤住環境コーディ
ネーター科―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。d８月
３日㈫〜①②④⑤来年１月28日㈮③
来年２月25日㈮li①②③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）a093-641-6909 
f093-631-6516④⑤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）a0948-22-4988f09 
48-22-4912t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
c①③10人②25人④20人⑤12人（い
ずれも選考）y無料（教科書代など
別）e来所で６月１日〜７月①②③６日
④⑤７日に住所地のハローワークへ。

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２
級 学 科 短 期 集 中 講 習 ②パソコン

「ホームページ作成（HTML／CSS編）」
講座③パソコン「Excel VBA マクロ」講
習④パソコン「Excel 2016」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11日〜８月22日の日曜
日午前10時〜午後４時（８月15日を除
く）②７月12日㈪〜20日㈫午前10時〜
午後４時（土・日曜日、13日、16日を除
く。最終日は３時まで）③７月25日〜８
月22日の日曜日午前９時半〜午後４
時半（８月15日を除く）④７月26日㈪〜
９月16日㈭の月・木曜日午後７時〜９時

（８月９日を除く）l①同協会（東区千
早五丁目）②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-
2133t①ファイナンシャル・プラン
ナー２級受験予定者②④日本語入
力、マウス操作ができる人③エクセル
で簡単な名簿作成ができる人、デー
タベースの編集経験がある人c①14
人②③④11人（いずれも先着）y①３
万円②２万2,000円③④２万3,000円e

電話か来所で、６月①②２日③④３日
以降に同協会へ。

市民芸術祭参加行事を募集

　10月１日㈮〜12月31日㈮に市内の
会場またはオンラインで開催される
文化芸術行事を募集。【募集要項・申
込書の配布】６月１日から市文化芸術
振興財団（博多区下川端町 リバレイ
ンセンタービル８階）、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30日（必着）まで
i同財団a263-6265f263-6259

しごと

非常勤調理業務員を追加募集
　市立小学校で給食調理業務などに
従事。随時受け付け。【任用期間】６月
上旬以降〜来年３月31日（再任用あ
り）【募集案内・申込書の配布】教育委
員会職員課（市役所11階）、情報プラザ

（同１階）、各区役所情報コーナー、入
部・西部出張所などで。市ホームペー
ジにも掲載。郵送での請求は、封筒の
表に「非常勤調理業務員申込書請求」
と朱書きし、120円切手を貼った返信
用封筒（A4が入るもの）を同封して同課

（〒810-8621住所不要）へ。i同課a 

711-4609f711-4936
市博物館 集客・広報普及専門員

（広報・英語）を募集
　同館（早良区百道浜三丁目）で広報
活動（英語によるものを含む）等に従
事。【資格】企業・団体等での広報活動
の実務経験があり、実用英語技能検
定準１級またはTOEIC750点以上（同等
の資格も可）を有し、SNS（会員制交流
サイト）を通じた情報収集・発信がで
きる人【任用期間】８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25日から同館東口で。
ホームページにも掲載【申込期間】６
月８日（必着）までi同館運営課a845-
5011f845-5019
①子育て支援員研修②居宅訪問
型保育研修（基礎）

　次の事業に従事するための知識や
技術を習得する研修を実施。日程な
ど詳細は問い合わせを。①小規模保
育事業や家庭的保育事業など②居宅
訪問型保育事業。d①７月12日㈪〜８
月６日㈮ ②７月20日㈫〜８月12日㈭の
間でいずれも全６回、午前９時半から
６〜８時間（①は他に演習日も１日あ
り）lアクロス福岡（中央区天神一丁
目）iテノ.サポート子育て支援員研
修事務局a262-2880m tenoschool@
teno-support.co.jpt市内に住むか市

　※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。

市民体育館を休館します

　改修工事のため、９月１日㈬から来
年４月末まで休館します。９月以降の
利用予約については受け付けできま
せん。iスポーツ施設課a711-4099 
f733-5595
不用品の処分に無許可の業者を
利用しないでください

　「不用品を安く回収します」と市内
を巡回したり、チラシやインターネッ
トなどで宣伝したりしている業者は、
市の許可なく違法に回収している業
者です。無許可の業者に依頼すると、
不法投棄など不適正な処理をされた
り、高額な料金を請求されたりするな
どのトラブルにつながる恐れがあり
ますので利用しないでください。市が
許可した業者や、家庭から出る不用品
などのごみの出し方については市
ホームページで確認を。許可した業
者は市事業用環境協会（a432-0123）
でも確認できます。i収集管理課a 

711-4346f733-5907
令和４年度に使用する教科書を展
示します

　６月11日㈮〜30日㈬に市教育セン
ター（早良区百道三丁目）、市発達教
育センター（中央区地行浜二丁目）で
展示します。詳細は市ホームページ
で確認を。i教育支援課a711-4636 
f733-5780
高齢者を対象とする有償ボラン
ティアをしたい人・受けたい人の
説明会を実施します

　ごみ出しや買い物の手伝いなど、
主に地域の高齢者を対象とした有償
ボランティアの始め方や依頼の方法
について説明します。d６月16日㈬午
前11時〜正午li老人福祉センター
東香園（東区香住ケ丘一丁目）a671-
2213f671-2214t市内に住む60歳以
上c20人（先着）y無料e電話かファ
クス、来所で、６月１日以降に同園へ。
「児童虐待防止推進月間」の標語
を募集

　最優秀作品（厚生労働大臣賞）は同
月間（11月）の啓発ポスターに使用し
ます。詳細は厚生労働省ホームペー
ジで確認を。iこども家庭課a711-
4238f733-5534
臨海工場の定期点検・修理による
ごみの受け入れ停止と関係施設
の休館

　 ▽臨海工場（東区箱崎ふ頭四丁目）
のごみの受け入れ停止＝６月７日㈪〜
26日㈯ ▽ 臨海３Ｒステーション（東区
箱崎ふ頭四丁目）の休館＝６月７日㈪
〜10日㈭i臨海工場a642-4577f64 
2-4580、臨海３Ｒステーションa642-
4641f642-4598

大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】８月23日㈪まで。期間
中は、市に意見書を提出できます【縦
覧場所】政策調整課（市役所14階）、県
中小企業振興課（県庁７階）i政策調
整課a711-4326f733-5593

名称（所在地） 内容 届出日
マックスバリュエクス
プレス干隈店（城南区
干隈二丁目）

変更 ４月７日
マックスバリュエクス
プレス老司店（南区老
司二丁目）

「たいたいBOOK」から「つなぐ」へリ
ニューアルしました

　市の見どころや相談窓口、公共施
設などを紹介していた「たいたい
BOOK」を大幅に刷新し、役立つ情報と
読者をつなぐ存在となるよう、誌名を

「つなぐ」に変更しました。持ちやすさ
を重視した正方形（120mm×120mm）サ
イズで、見やすいページにするため、
文字を大きくしています。情報プラザ

（市役所１階）、各区役所情報コー
ナー、入部・西部出張所などで配布
中。i同プラザa733-5333f733-5335

「つなぐ」表紙

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
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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 しごと

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



シニア活躍応援セミナー 初心者
のための「マンション管理・ビルメ
ンテナンス」

　仕事内容や求められる技能につい
て説明します。d６月28日㈪午後２時
〜４時lふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）i同セミナー事務局（パーソ
ルテンプスタッフ内）a433-7780f28 
7-9330t市内に住むおおむね60歳以
上c18人（先着）y無料e電話かファ
クスで、６月１日以降に同事務局へ。定
員を超えた場合のみ通知。
中高年求職者向け 介護職員初任
者研修

　通信制で行います（開講式等を除
く）。日程など詳細は情報プラザ（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25日㈮〜８月９日㈪l福祉
情報センター九州（博多区博多駅南
五丁目）i県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c24
人（抽選）y無料e申込書を６月15日

（必着）までに問い合わせ先へ。当選
者のみ通知。
高齢者活躍人材確保育成事業「整
理収納アドバイザー」技能講習

　整理収納アドバイザー２級資格取得
に向け、整理収納の考え方やテクニッ
クを学びます。d６月23日㈬午前10時
〜午後５時lふくふくプラザ（中央区
荒戸三丁目）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）、
情報プラザ（市役所１階）などで配布
する申込書で６月１日〜11日（必着）に
同連合会へ。受講決定者のみ通知。

文化財建造物専門員を募集
　有形文化財（建造物）の調査および
保存・修理、普及活動等に従事。【資
格】大学（大学院を含む。短期大学を
除く）または高等専門学校において建
築史学その他これに準ずる分野を専
攻し卒業（修了）した人で、次のいずれ
かに該当する人▷国、地方公共団体ま
たは大学その他の調査研究機関等に
おいて、文化財建造物の調査または
保存修理等に係る実務経験を有する
人▷大学院で建築史学その他これに
準ずる分野に関する修士（博士前期）
以上の課程を修了した人【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】文化財活
用課（市役所14階）、情報プラザ（同１
階）で。市ホームページにも掲載【申
込期間】６月８日（必着）までi同課a7 
11-4862f733-5537

就職活動を支援します

　各区の就労相談窓口で、専門相談
員が就職活動中の人の相談に応じま
す（予約制）。さまざまな年代の求職
者に対応し、就職先の開拓も行いま
す。オンラインによる相談もあり。詳
細は市ホームページで確認するか問
い合わせを。l各区役所 ※博多区は
福岡商工会議所ビル１階（博多区博
多駅前二丁目）、南区はアミカス１階

（南区高宮三丁目）i市就労相談窓口
a733-0717f711-1682t15歳以上y

無料e電話で問い合わせ先へ。市
ホームページでも受け付けます。

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。d７月７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。

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は知的障
がいのある人の家族）が相談に応じ
ます。 ※変更の可能性あり。当日問
い合わせを。d６月16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
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。d６月19日㈯午前10時
〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l中央市民センター２階（中央区赤坂
二丁目）i県行政書士会a641-2501 
f641-2503y無料e不要
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d６月19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

相 談

目）i日本オストミー協会福岡市支
部af553-2141y無料e不要

チケット法律相談
　天神弁護士センター（中央区渡辺
通五丁目）または六本松法律相談セ
ンター（中央区六本松四丁目）で弁護
士に無料で相談できます。d午前10
時〜午後７時（土・日曜・祝休日は午後
１時まで。１人30分）i市役所市民相
談室a711-4019f733-5580t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毎月40人（先着）e

毎月第１金曜日（閉庁日の場合は直前
の開庁日）の午前９時から市民相談室

（市役所２階）で電話か来所で受け付
け。チケットを受け取り後、予約を。

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）a737-8825f737-8 
827

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。
ずっと一緒に暮らすための犬猫よ
ろず相談

　犬のしつけや手入れ、健康管理、飼
い主の万が一に備える「ペット信託」、
保護猫の相談などに動物愛護ボラン
ティアの相談員が応じます。d６月20
日㈰午後１時〜４時liふくおかどう
ぶつ相談室（西区内浜一丁目）a891-

1231f891-1259y無料e不要。ペット
信託と犬のしつけ方相談は要予約

（各先着３組）。電話かファクスで、６月
１日以降に同相談室へ。

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。d６月16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、６月８日午前
10時以降に同会へ。

行政書士による無料相談会
　成年後見制度の利用、財産管理や
生活・療養看護等の契約、遺言・相続
などの相談に応じます。i成年後見セ
ンターあい愛サポートa673-6696f 

674-3358y無料e不要
日時 会場

６／９㈬
9:30〜12:00

ももちパレス３階
（早良区百道二丁目）

６／12㈯
10:00〜12:00

あごら２階
（糸島市潤一丁目）

６／13㈰
10:00〜12:00

ふくふくプラザ６階
（中央区荒戸三丁目）

６／13㈰
13:00〜15:00

なみきスクエア１階
（東区千早四丁目）

６／13㈰
13:00〜15:00

大野城まどかぴあ３階
（大野城市曙町二丁目）

国民健康保険および後期高齢者
医療に関する事務の「特定個人情
報保護評価書」について

　国民健康保険および後期高齢者医
療に関する事務について、特定個人
情報を保有するにあたり作成した同
評価書の記載事項に変更が生じるた
め、意見を募集します。【原案の閲覧・
配布】６月１日から保険年金課（市役所
12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】６月30日（必着）
までi同課a733-5444f733-5441

意見募集

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６月１日 情報BOX9 しごと 相談 意見

募集



家族介護者のつどい
　「介護生活に役立つ福祉道具を見て
みよう」をテーマにした講座と、介護者
同士で意見交換や懇親会を行います。
相談員による個別相談会もあり。d６月
28日㈪午前10時〜正午t市内に住み、
要支援か要介護の認定を受けた人を在
宅で介護している人c20人（先着）y無
料e電話かファクス、メール（m f_kaig
on@fukuwel.or.jp）、来所で、６月１日以降
に同センターへ。
介護講座
t①〜⑦不問⑧小学生以上（小学１〜３
年生は保護者同伴）y①〜⑦無料⑧250
円e電話かファクス、メール（m f_kaig
on@fukuwel.or.jp）、来所で、６月１日以降
に同センターへ。

内容・日時 定員
（先着）

①認知症を理解しよう　
７／１㈭13:30〜15:30 45人

②入浴用具の選び方と活用法　
７／３㈯、14㈬10:00〜12:00 各８人

③認知症サポーター養成講座　
７／６㈫10:00〜12:00 20人

④こんな時はどうするの、認知
症の人への関わり　
７／８㈭＝家族編、15㈭＝ご近所
編 13:30〜15:30

各45人

⑤快眠でスッキリ健康生活　
７／12㈪14:00〜16:00 40人

⑥安全な入浴の方法と足浴　
７／17㈯、28㈬10:00〜12:00 各８人

⑦知ることからはじめよう、認
知症支援制度　
７／22（木・祝）13:30〜15:30

45人

⑧夏休み企画 自助具製作教
室（紙パックに取り付けて注ぎ
やすくする紙パックハンドルを
作ります）　
７／24㈯14:00〜16:00

10人

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

l①大濠公園（中央区）②〜⑤同センターt市内に住む人（⑤は18歳以上で運動に
支障のない人）e電話か来所で、①６月１日以降②〜⑤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）
６／19㈯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） ７／10㈯10:00〜15:00 12人 1,000円
（食事付き）

③気軽に糖尿病教室 ７／20㈫13:30〜15:30 ８人 500円
④禁煙教室 ７／21㈬18:30〜20:00 ９人 1,000円

⑤やせナイト塾
（生活習慣改善教室）

７／29、８／５、19の木曜日と
３カ月後のフォロー教室の計
４回（連続講座）。
19:00から各２時間程度

８人 １セット
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。

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）

６月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③の会場は西体育館（西区拾六町一丁目）、上履きを持
参。c①③なし②15人（先着）④10組（先着）y①〜③無料④200円e①③不要②当
日正午から整理券を配布④電話かファクス、来所で、６月３日以降にあいくるへ。

内容 日時 対象

①グリーンタッチ（花の手入れ） ６／５㈯13:30〜15:30 幼児〜高校生

②お手玉あそび ６／12㈯14:00〜15:00 幼児〜高校生

③あいくるがやってくる（親子遊び） ６／16㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児

④木育おもちゃのひろば ６／16㈬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。

　※いずれも申し込みはホームページ
でも受け付けます。
ナイフワーク講座
　ナイフを使って箸やバターナイフを
作ります＝写真。d７月３日㈯午前10時
半〜午後０時半、午後２時〜４時t小学３
年生以上（中学生以下は保護者同伴）c

各５人（抽選）y500円e往復はがきに応
募事項と参加者全員の氏名・年齢、希望
時間を書いて６月１日〜11日（必着）に同
施設へ。空きがあれば当日も受け付け
ます。

森ヨガ
d７月５日、12日、19日、26日の月曜日午
前10時〜11時半t小学生以上（中学生
以下は保護者同伴）c各日10人（先着）
y一般1,500円、小学生1,000円（ヨガマッ
トレンタル代別途500円）e往復はがき
に応募事項と参加者全員の氏名・年齢、
希望日を書いて６月１日以降に同施設
へ。
はじめよう地図とコンパス（初心者向
け）
d７月10日㈯午前10時〜正午t18歳以
上c10人（抽選）y500円（コンパスレン
タル代別途150円）e往復はがきに応募
事項と参加者全員の氏名・年齢を書いて
６月１日〜18日（必着）に同施設へ。空き
があれば当日も受け付けます。

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

コレクション展（古美術） 田中丸コレク
ション 古唐津の味わい
　絵唐津をはじめ、奥高麗、朝鮮唐津な
どの陶磁器を紹介します。d６月１日㈫
〜７月18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
つきなみ講座 読んでみたくなる展示作
品の解説文「キャプション」のいろいろ
　展示作品の解説文に着目し、作品を
楽しむ方法を紹介します。d６月19日㈯
午後３時〜４時（受け付けは２時半から）
c54人（先着）y無料e不要

サイエンスショー「ものを動かす力とし
くみ」
　いろいろな方法で物を動かして、物を
動かす力と仕組みを学びます＝写真。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㈯〜27日㈰の土・日曜
日午後１時半〜２時、
４時半〜５時c各回
45人（先着）y無料

（基本展示室の入場
券が必要）e不要

女性のための就職応援プログラム
　①応募書類の書き方等を学ぶセミ
ナー②履歴書等の添削などの個別支援
③模擬面接（連続講座）。d①７月２日㈮
②個別に日時を決定③７月16日㈮ ※①
③は午前10時〜正午t再就職を希望す
る女性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10日前までに申し込みを。先着
順）y無料e電話かファクス、メール（m 
jyosei.mieruka@city.fukuoka.lg.jp）、来所
で、６月１日以降に同施設へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

養育費・面会交流セミナー
d６月27日㈰午後１時半〜３時半t市内
に住む一人親c12人（先着）y無料n３
カ月〜小学生（無料。前日までに申し込
みを）e電話か来所で、６月１日以降に
同センターへ。
子育て講座（父子家庭向け）
　仕事と子育ての両立や子どもとの接
し方など、父子家庭の子育てについて
学びます。d８月１日㈰午後１時半〜３時
半t市内に住む一人親（父親）c12人

（先着）y無料n３カ月〜小学生（無料。
前日までに申し込みを）e電話か来所
で、６月１日以降に同センターへ。

　※いずれも無料。
映像シアター「海の色のひみつ」
　映像とクイズで時々変わる海の色の
ひみつについて学びます。小学生以下
は保護者同伴。d６月26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。
ねことの距離がぐーっと近くなる話
　街や漁村、草原などいろいろな場所
で生きる猫の生態について学びます。
d７月10日㈯午後２時〜３時半t小学生
以上（小学生は保護者同伴）c30人（先
着）e電話かメール（m mamoroom@fch.
chuo.fukuoka.jp）で、６月２日午前10時以
降に同施設へ。

博多人形伝統工芸士作品展
　博多人形の伝統工芸士らによる作品
を展示・販売します。d６月１日㈫〜13日
㈰ y入場無料
梶原博多人形工房 小さないやし展
　博多人形師の梶原正二氏によるお地
蔵様や動物な
どの作品約100
点を展示・販売
します。d６月
15日 ㈫ 〜20日
㈰y入場無料

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）

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）x月曜日（祝休日のと
きは翌平日）

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。

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）

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。

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

ヨットハーバー
〒819-0001 西区小戸三丁目58-１
a882-2151 f881-2344
o午前９時半〜午後６時（４月〜９月）

初心者ヨット教室
　座学と実技でセーリングを学びます。
d６月12日㈯、19日㈯午前10時〜午後４
時t市内に住む16歳以上c各10人（先
着）y3,000円eホームページで６月１日
以降に受け付けます。
ジュニアヨット教室
d６月20日㈰午前10時〜午後２時半t

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６
月１日以降
に受け付け
ます。

過
去
の
ジ
ュ
ニ
ア

ヨ
ッ
ト
教
室

作品名
「雨のちくもり、時々はれ」

⑧
の
紙
パ
ッ
ク

ハ
ン
ド
ル

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）

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 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報


