
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です。
詳細は市ホームページで確認を。i広報課a711-4016f732-13 
58

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから

介護実習普及センター　
ミニ展示「健康をサポートする介護食」

　食事に混ぜるだけでタンパク質を補える調整粉末などの介護食を紹介しま
す。d開催中〜６月30日㈬午前10時〜午後６時 ※15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

〒 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（６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。
６月20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
６月27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

　※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５
月31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。

雁の巣レクリエーションセンター

　③は２本のポール（ストック）を使った、運動効果の高い歩き方を学びます（３km
程度歩きます）。li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①ベビー
カーを使用している産後４カ月以降の乳幼児と保護者②５歳〜小学３年生と保
護者のペア③小学生以上（小学生は保護者同伴）c①10組（抽選）②20組（抽選）
③各30人（先着）y①③無料（③はポールレンタル代300円）②１組400円e①②
往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクス、来所で、６月①23日②24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。③不要
内容 日時

①バギーエクササイズ体験 ６／30㈬11:00〜11:45
②BLUEHAWK（ブルーホーク）親子でキャッチ
ボール ７／４㈰10:00〜11:30

③ノルディック・ウォーキング教室 ７／５㈪、12㈪、26㈪9:00〜10:30

催 し

6/

26
●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 

441-1118f441-1149c15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/

26
●土

2マンション管理①無料相談会②基礎セミナー

　①マンション管理士が、マンション管理運営・維持保全・大規模修繕
等に関する相談に応じます。②「分譲マンションに関する法律の改正に
ついて」「マンションライフサイクルシミュレーションの活用方法」の２
講演。d①午前10時〜午後０時20分②午後１時〜４時l中央市民セン
ター（中央区赤坂二丁目）i住宅計画課a711-4598f733-5589t福岡
都市圏に住むマンション管理組合役員などc①８組②250人（いずれ
も先着。①は１組２人まで）y無料e電話かファクス、メール（m m-juta
ku@city.fukuoka.lg.jp）で、６月15日以降に同課へ。定員を超えた場合
のみ通知。

6/

28
●月
他

3九州大学EUセンター市民講座 
「欧州グリーンディール 〜脱炭素社会を目指して〜」

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使ったオンライン講座。講師
は①④立教大学教授の蓮見雄氏②同センター長の岩田健治氏③九
州大学エネルギー研究教育機構准教授の分山達也氏。各回の詳細は
ホームページで確認を。d①６月28日㈪、７月②５日㈪③12日㈪④26日
㈪いずれも午後７時〜８時半 ※希望回のみの参加可i同センターa 

802-2190m euevent@jimu.kyushu-u.ac.jpy無料eホームページで７
月26日まで受け付けます。

7/

2
●金

4国連講演会 ミャンマーのクーデターと今後の展望

　講師は北九州市立大学教授の伊野憲治氏。あいれふ（中央区舞鶴
二丁目）での講演（先着50人）のほか、ウェブ会議サービス「Zoom（ズー
ム）」での視聴もできます（先着100人）。詳細はホームページで確認す
るか問い合わせを。d午後２時〜３時半i日本国際連合協会福岡県本
部a713-8115f761-6762y無料e電話かファクス、メール（m unaj-
fukuoka@nifty.com）に応募事項とメールアドレス、団体に属する人は
団体名、あいれふでの参加を希望する人はその旨も書いて、６月15日
以降に同本部へ。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。

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6月15日 14催し 講座

教室 講演



優しさを伝えるケア技術「ユマニチュードⓇ」Vol.６
〜触れる手は相手にメッセージを伝えている〜

　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。
　触れ方で、相手に届くメッセージがありま
す。そんなつもりがなくても、つかんでしまう
と「この人は私の自由を奪っている」と相手に
感じさせてしまいます。触れるときには下か
ら支えて、触れている面積をできるだけ広く
するようにしましょう。

アミカス　①男女共同参画基礎講座②女性の人生サポー
ト講座「女性とすみか 〜女性が家を相続するとき〜」

　いずれも詳細はホームページで確認を。①アミカスのホームページで配信し
ます。②不動産を相続する際の法律や税務の知識と注意点などについて学びま
す。d①６月23日㈬午前10時〜８月31日㈫午後５時②７月17日㈯午後２時〜４時
l②アミカス（南区高宮三丁目）iアミカスa526-3755f526-3766t①不問②
女性c①なし②40人（先着）y無料e①不要②電話かファクス、メール（m amik
as@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、６月15日以降にアミカスへ。ホームページでも
受け付けます。

講座・教室

応募等のはがきの料金は 63 円です。

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

7/

3
●土

3月隈パークゴルフ場　パークゴルフ初心者教室

　講義と実技。中学生以下は保護者同伴。d午前10時〜正午li同
ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a504-5333f586-5388c８人（先着）
y1,000円e電話かファクス、来所で、６月15日以降に同ゴルフ場へ。

7/

3
●土
他

3傾聴ボランティア養成講座

　ボランティア活動の基礎知識となる「傾聴」について学びます。オン
ラインでの参加も可。詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。d７月３日㈯、10日㈯、17日㈯午後１時〜３時（連続講座）lふくふく
プラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会ボランティアセン
ターa713-0777f713-0778tおおむね50歳で受講後ボランティア活
動が可能な人c会場・オンライン各20人（先着）y無料e電話かファク
ス、メール（m vc@fukuoka-shakyo.or.jp）で、６月15日以降に同セン
ターへ。

7/

5
●月

3老人福祉センター舞鶴園　認知症予防健康講座

　認知症の早期発見につながる「物忘れ相談プログラム」を実施しま
す。d午後１時〜２時半li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f 

716-0046t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、６月15日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

7/

7
●水

4市民公開講座 
新型コロナウイルス感染症と血液レオロジー（研究分野）

　オンライン講演会。d午後４時半〜６時半i三学会合同国際会議 
運営事務局（コングレ）a716-7116f716-7143y無料eメール（m esc 
hm-isch-isb2021@congre.co.jp）で７月６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。

7/

10
●土

2和白干潟の生きものやハマボウを見る会

　長靴やぬれてもいい運動靴などで参加を。d午後３時〜５時l集合
は香住ケ丘公園（東区香住ケ丘四丁目）i和白干潟を守る会・山之内
a090-8412-2663f944-1543y無料e電話かファクス、メール（m yama
nouchi-y@mub.biglobe.ne.jp）で、６月30日までに問い合わせ先へ。

7/

11
●日

2市総合体育館　個人参加バレーボール

　初心者も参加可。d午後７時〜９時li同体育館（東区香椎照葉六
丁目）a410-0314f410-0318t18歳以上c20人（先着）y500円e電
話か来所で、６月15日以降に同体育館へ。定員を超えた場合のみ通知。

7/

16
●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、６月27日
以降に同園へ。

7/

17
●土

3不登校セミナー 
「不登校経験者は語る 〜その時私は？〜」

d午前10時〜正午l城南市民センター（城南区片江五丁目）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、６月
15日以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

7/

18
●日

3生きものと私たちのくらしトーク・カフェ
「子どもの遊びと自然との出会い」

　北九州市立大学文学部人間関係学科 准教授の山下智也氏が子ど
もにとっての自然環境の意味について話します。オンラインでの参加
も可。詳細はホームページで確認を。d午後２時〜４時liまもるー
む福岡（中央区地行浜二丁目）a831-0669f831-0670t小学生以上

（小学生は保護者同伴）c会場25人、オンライン25人（いずれも先着）
y無料e電話かメール（m mamoroom＠fch.chuo.fukuoka.jp）で、６月16
日午前10時以降に同施設へ。オンラインでの参加はホームページの
み受け付け。

7/

18
●日
他

3西障がい者フレンドホーム　
①夏の絵手紙教室②オリジナルキーホルダー作り教室

d７月①18日㈰午前10時〜正午②28日㈬午後２時〜４時li同ホーム
（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037c各10人（抽選）y①300円
②500円e電話か来所で、６月15日〜30日に同ホームへ。

7/

19
●月

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。子どもの難病交流会も同時開催。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、７月16日まで
に同センターへ。ホームページでも受け付けます。

7/

19
●月

3シニア世代のライフプランセミナー

d午後１時半〜３時半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）
a433-7780f287-9330t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、６月15日以降に問い合わせ先へ。定員を超えた場
合のみ通知。

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール　h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日
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教室 講演



「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が一新
され、より見やすくなりました。「発行号別」「掲載面別」「カテゴリ
別」に見出し一覧を表示できるほか、キーワードでの記事検索も
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

背振少年自然の家　
①せふり親子天文教室②家族でキャンプ

　①星空について学び、実験やクラフト作り、天体観察をします。②芝生のキャ
ンプ場にテントを張り、宿泊します。いずれも詳細はホームページで確認するか
問い合わせを。d①７月17日㈯午後７時〜９時②７月31日㈯、８月７日㈯、21日㈯か
らそれぞれ１泊２日l①市教育センター（早良区百道三丁目）②背振少年自然の
家（早良区板屋）i背振少年自然の家a804-6771f804-6772t①小学４年〜中
学生と保護者②小中学生と保護者c①15組（抽選。１組４人まで）②各日24人（先
着。テント６張り）y①大人1,000円、小中学生500円②大人1,360円、小中学生660
円e①６月18日〜７月10日にホームページで受け付けます。②電話で６月15日以
降に問い合わせ先へ。

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。

今津運動公園　天然芝で７人制サッカー「ソサイチ」体験会

　通常の４分の１のサイズのサッカーコートで行う７人制サッカー「ソサイチ」を
体験します。詳細は問い合わせを。d６月27日㈰午前９時〜正午li同公園（西
区今津津本）a807-6625f807-6627t小学生以上c30人（先着）y無料e電話
か来所で、６月15日以降に同公園へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

7/

21
●水

3ホームヘルパースキルアップ研修 
精神疾患の理解と対応

d午後２時〜３時半lあいあいセンター（中央区長浜一丁目）i市障
がい者基幹相談支援センターa406-2580f738-3382t現職のホーム
ヘルパー・サービス提供責任者などc50人（先着）y無料eホーム
ページに掲載、または障がい者基幹相談支援センター（あいあいセン
ター４階）で配布する申込書を６月15日以降に同センターへ。定員を超
えた場合のみ通知。

7/

21
●水

2九州交響楽団 定期演奏会 
円熟の極み コバケンの「わが祖国」

　スメタナの連作交響詩「わが祖国」を演奏します。未就学児は入場
不可。d午後７時〜９時lアクロス福岡シンフォニーホール（中央区天
神一丁目）i九響チケットサービスa823-0101f822-8833y全席指定
Ｓ席5,700円、A席4,700円、B席・車いす席3,600円、学生席1,500円n４カ
月〜就学前（1,000円。託児の申し込みは前日までにテノ.サポートa 

0120-8000-29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。

7/

22
●●木・祝

3親子たまゆき海洋教室
「博多湾クルージングと応急手当（AEDなど）体験講習」

d午前９時〜正午li県海洋スポーツ協会（中央区荒津二丁目）a 

761-5916f741-9220t福岡都市圏に住む小学生以上の子どもと保護
者c50人（抽選）y無料e電話かはがき（〒810-0076中央区荒津２-２
-30）に参加者全員の応募事項を書いて、６月15日〜30日（必着）に同協
会へ。当選者のみ通知。

7/

23
●●金・祝
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（エクセル初心者）

　エクセルの基礎を学びます。d７月23日〜８月20日の金曜日午前10
時〜正午（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）y1,300円e電話かファクス、メール（m sawara-friend@nonoha
na.or.jp）、来所で、６月15日〜25日に同ホームへ。

7/

25
●日

2アクロス室内楽セレクション
「251年目のベートーヴェン」

　七重奏曲 変ホ長調作品20などを演奏します。未就学児は入場不
可。d午後３時〜５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4,000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/

25
●日

2東平尾公園　
博多の森を楽しむ会「夜の昆虫ウオッチング」

　ベスト電器スタジアム（博多区東平尾公園二丁目）の裏山を散策し
ます。d午後７時〜９時半i同公園管理事務所a611-1515f611-8988 
t小学生以上（小学生は保護者同伴）c30人（先着）y100円eファク
スか、メール（m rikujyo.hakatanomori@midorimachi.jp）、来所（同公園 
博多の森陸上競技場内）で、６月15日以降に同事務所へ。

7/

27
●火

2アクロス・ランチタイムコンサート スペシャル版
ダニエル・ゲーデ ヴァイオリン・リサイタル

　ブラームスのバイオリン・ソナタ 第１番 ト長調作品78「雨の歌」など
を演奏します。未就学児は入場不可。d正午〜午後１時半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1,500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/

31
●土
他

3障がい者ボウリング教室

　競技の規則やマナーなどの講習と実技（２ゲーム）。d７月31日㈯、８
月28日㈯、９月25日㈯、11月20日㈯、12月４日㈯、来年１月29日㈯午後２
時〜４時（連続講座）lパピオボウル（博多区千代一丁目）i市障がい
者スポーツ協会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c30人（抽選）y6,000円eホームページ
に掲載、またはさん・さんプラザ（南区清水一丁目）、情報プラザ（市役
所１階）で配布する申込書を６月15日〜29日（必着）に同協会へ。

8/

7
●土
他

2「悟空〜冒険の幕開け〜」映像上映＋パフォーマンス

　台湾の現代サーカスカンパニーによる舞台作品の上映と、国内
サーカスアーティストによるパフォーマンス。d８月７日㈯午後３時〜４
時15分、８日（日・祝）午後１時〜２時15分lなみきホール（東区千早四丁
目）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-6259t４歳以上（小学生
以下は保護者同伴）c各270人（先着）yＳ席2,000円、Ａ席1,500円、25
歳以下1,000円 ※３歳以下は無料（座席を使う場合は有料）n４カ月〜
就学前（500円。託児の申し込みは７月30日までにテノ.サポートa012 
0-8000-29またはa263-3580へ。先着順）e６月19日午前10時からチ
ケットぴあ、ローソンチケットで販売。

10/

3
●日

2市障がい者スポーツ大会 
①陸上競技②フライングディスク競技

　来年の全国障害者スポーツ大会（栃木大会）の予選を兼ねます。d

午前９時45分〜正午l博多の森陸上競技場・補助競技場（博多区東平
尾公園二丁目）i市障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t

市内に住むか市内の学校・施設に通学・通所する中学生以上の障がい
児・者。詳細は問い合わせを。y無料eホームページに掲載、または情
報プラザ（市役所１階）などで配布する申込書を６月17日〜７月８日（必
着）に同協会へ。
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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

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



「博多町家」ふるさと館　博多祇園山笠展

　山笠衣装の正装の一つ、当番法被を展示します。昭和41（1966）年の町界町名
変更以前の、現在見ることができない当番法被を展示します。d６月29日㈫〜８
月８日（日・祝）午前10時〜午後６時（７、８月は午前９時から開館。入館は午後５時半
まで）li同館（博多区冷泉町）a281-7761f281-7762y無料（展示棟入館料別）

催 し

福北連携コーナー
林芙美子文学賞作品募集

　北九州市ゆかりの作家、林芙美子にちなんで創設された同文学賞の作品を
募集します。大賞作品１編には賞金100万円と「小説トリッパー」への掲載。募集
要項など詳細は、北九州市立文学館（北九州市小倉北区城内）、北九州市内の
各区役所で配布するチラシ、またはホームページで確認を。【募集期間】９月13
日（消印有効）まで。i同館a093-571-1505f093-571-1525

を。【募集期間】７月13日〜９月30日
（必着）iアミカスa526-3755f526-3 
766

市科学館 クリエイティブスペー
スがリニューアルオープンしまし
た

　「クリエイティブアワード」で受賞した
「くまさんとダンス」など六つのアイ
デアを、体験型展示として形にしまし
た。「Cawaii（カワイイ）」×「プログラミ
ング的思考」がテーマで、楽しく思考
力が身に付く展示です。詳細はホー
ムページで確認を。d来年９月ごろま
でli同館（中央区六本松四丁目）a 

731-2525f731-2530y無料（基本展示
室の入場券が必要）
市科学館 特別展の平日貸し切り
プランができました

　特別展「グラバーが運んだみらい
展 蒸気のひみつ」を貸し切りで観覧
することができます。スタッフによる
展示解説（15分程度）もあり。「ナゾ解
き脱出ゲーム」への参加も可（ナゾ解
きキット別途1,500円）。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。d開催中〜７月16日
㈮の平日午前９時半〜午後５時のうち
２時間以内li同館（中央区六本松
四丁目）a731-2525f731-2530c１日
１組（先着。１組10人以上）y一般1,000
円、高校生以下600円、未就学児無料 
※30人以上は団体料金
わくわく劇場図鑑 〜つくってあ
そぼ〜

　７月18日㈰午前10時半、午後１時半

お知らせ
法人設立に必要な各種手続きを 
１カ所で行うことができます

　スタートアップカフェ（中央区大名
二丁目 フクオカグロースネクスト内）
にある開業ワンストップセンター＝写
真＝では、法人設立に必要な定款（て
いかん）認証や登記のほか、税務や雇
用保険等の各種手続きを行うことが
できます。行政書士などから手続き
のサポートも受けられます。 ※申請
にはマイナンバーカードが必要です。
詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。iスタートアップカフェ
a080-3940-9455m fukuoka@startup
cafe.jp

「写真とことば」ジェンダーデザイ
ン・コンテストのポスターを募集

　九州大学と共催でジェンダーの平
等について考えるきっかけをつくる
作品を募集。詳細はアミカス（南区高
宮三丁目）で配布するチラシ、または
６月10日以降にホームページで確認

図書館（早良区百道浜三丁目）で閲覧
できます。i監査総務課a711-4704 
f733-5867
介護保険負担限度額認定証の更
新が必要です

　介護保険施設やショートステイで
の食費と居住費（滞在費）の利用者負
担額が軽減される「介護保険負担限
度額認定証」の有効期限は、毎年７月
31日です。引き続き軽減を受ける場
合は、市から送付する更新手続き用
の書類を８月31日（必着）までに住所
地の各区福祉・介護保険課に郵送し
てください。 ※国の制度改正に伴い、
８月から対象者の要件が変更されま
す。要件については同封のチラシで
確認してください。i各区同課
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧および説明会の開催

　【縦覧期間】９月24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）【説
明会】７月11日㈰午後７時〜、12日㈪
午後２時〜、７時〜に博多市民セン
ター２階ホール（博多区山王一丁目）
で行います。 ※日時は変更となる場
合があります。変更の場合は市ホー
ムページなどに掲載します。i政策調
整課a711-4326f733-5593

名称 内容 届出日

（仮称）福岡市青果市
場跡地活用事業

（博多区那珂六丁目）
新設 5月14日

放送大学10月入学生を募集
　同大学は、テレビ・ラジオ・インター
ネットを利用して授業を行う、国がつ
くった通信制の大学です。所定の単
位を修得すると大学卒業資格が取得
できます。教養学部（15歳以上）・大学
院（18歳以上）の学生を募集。詳細は
問い合わせを。i同大学福岡学習セ
ンターa585-3033f585-3039e電話
かホームページで募集要項を請求の
上、郵送で６月10日〜９月14日（必着）
に同大学へ。ホームページでも受け
付けます。

労働保険年度更新のお知らせ
　今年度の労働保険の年度更新期間
は７月12日までです。事業主は郵送ま
たは電子申請で手続きを行ってくだ
さい。年度更新期間内に申告・納付手
続きが困難な場合は、年度更新コー
ルセンター（a0800-555-6780 ※７月
16日まで）へ相談を。詳細は厚生労働
省ホームページで確認を。i福岡労
働局労働保険徴収課a434-9833f43 
4-9823

から市民会館（中央区天神五丁目）で
開催するイベントの参加者を募集。劇
場に関するワークショップを実施しま
す。詳細は問い合わせを。【対象】小学
生（保護者同伴）【定員】各10人（先着）

【参加費】無料【申し込み】電話かファ
クス、メール（m uketsuke@fukuoka-
civichall.jp）で、６月28日以降に同会
館へ。ホームページでも受け付けま
す。i同会館a761-6567f761-5866
木造戸建て住宅の耐震改修補助
制度を活用しませんか

　昭和56年５月31日以前に建築され
た住宅の耐震改修に要する費用の一
部を補助します（最大90万円）。事前
に建築物安全推進課への相談が必要
です。詳細は市ホームページで確認
するか問い合わせを。i同課a711-
4580f733-5584
ブロック塀を点検しましょう 除却
工事の補助制度もあります

　自宅のブロック塀に傾きやひび割
れがないか、塀は高すぎないかなど
を点検してください。人通りが多い道
路や通学路に面している場合は特に
注意が必要です。高さ１m以上で倒壊
の危険性が高いものについては、除
却工事費用の一部を補助します（最
大15万円）。事前に建築物安全推進課
への相談が必要です。点検時のチェッ
クポイントや補助制度など詳細は、市
ホームページで確認するか問い合わ
せを。i同課a711-4580f733-5584
令和２年度 福祉乗車券・高齢者乗
車券の手続きはお済みですか

　交付額は申請月によって変わります
（７月になると減額になります）。まだ
申請していない人は郵送で申請して
ください（高齢者乗車券はオンライン
でも可）。申請書は市ホームページか
らダウンロードできます。詳細は問い
合わせを。i ▽ 福祉乗車券について
＝各区福祉・介護保険課（精神障害者
保健福祉手帳を持つ人は健康課） ▽

高齢者乗車券について＝高齢者乗車
券郵送受付センターa0120-502-63 
3f0120-880-219
夜間ごみ収集の紹介動画を配信
しています

　夜間ごみの収集の歴史やごみ収集
の様子などを、ふくおか環境財団の
ホームページで紹介しています。 ※
例年夏休みに開催している「親子ミッ
ドナイトツアー」は今年は中止します。
i同財団a731-2704f731-2706

監査結果を公表
　令和２年度の定期監査と財政援助
団体等監査の結果を５月27日発行の
市公報に掲載しました。市公報は市
ホームページのほか、情報プラザ（市
役所１階）、各区総務担当課、市総合

アンスティチュ・フランセ九州　
入門者のためのフランス語無料体験レッスン

　７月２日㈮から開講の夏期フランス語講座の体験レッスン。ウェブ会議サービス
「Zoom（ズーム）」を利用したオンライン授業も実施。詳細はホームページで確認
するか問い合わせを。d ▽対面＝６月25日㈮午後３時〜、26日㈯午後４時〜、７月
６日㈫午後７時〜、９日㈮午後３時〜、10日㈯午後４時〜 ▽オンライン＝６月25日㈮
午後７時〜、７月９日㈮午後７時〜（各１時間）liアンスティチュ・フランセ九州

（中央区大名二丁目）a712-0904m kyushu@institutfrancais.jpc対面は各10人
（先着） ※オンラインは定員なしy無料e電話かメールで、前日までに問い合わ
せ先へ。

講座・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
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老人福祉センター舞鶴園　シニ
アのための就業支援 合同企業説
明会

d６月30日㈬午後１時半〜３時半li

同園（中央区長浜一丁目）a771-7677 
f716-0046t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、来所で、６月15日以降に同園
へ。定員を超えた場合のみ通知。
老人福祉センター早寿園　シル
バー人材センター入会説明会・就
労個別相談会

d６月29日㈫午後１時〜、２時〜li

同園（早良区重留七丁目）a804-7750 
f804-7751t市内に住むおおむね60
歳以上c各10人（先着）y無料e電話
か来所で、６月15日以降に同園へ。

市立学校臨時教職員を募集
　選考試験の申し込みを随時受け付
け。【募集区分】講師、養護助教諭、学
校栄養職員、実習助手、事務職員【資
格】免許を有するか取得見込みの人

（区分により異なる）【実施要項・申込
書の配布】教職員第１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・西部出張所で。市
ホームページにも掲載i同課a711-
4754f733-5536
高齢者活躍人材確保育成事業「ハ
ウスクリーニング」技能講習会

　基本から効率的な作業方法まで具
体的な実習を通して学びます。d７月
５日㈪、６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）、情報
プラザ（市役所１階）などで配布する
申込書を６月15日〜25日（必着）に同
連合会へ。受講決定者のみ通知。

市オンライン合同会社説明会
　約40社が出展。ウェブ会議サービス

「Zoom（ズーム）」を使ったライブ配信
形式で行います。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。d６月
25日㈮、26日㈯午前10時〜午後６時
10分i同説明会運営事務局（カウテ
レビジョン内）a401-6055f600-7074 
t求職中の人、来年３月に大学などを
卒業予定の人y無料eホームページ
で受け付けます。
情報通信業オンライン合同会社
説明会

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズー
ム）」を使ったライブ配信形式で行い
ます。インターネット環境が整わない
人は、県若者就職支援センター（中央

区天神一丁目）で午後１時〜４時に対
応。詳細は問い合わせを。d７月８日㈭
午後１時半〜４時40分i同センター
a720-8832f725-1776t来 年３月に
大学などを卒業予定の人、３年以内の
既卒者、39歳以下の求職中の人y無
料eホームページで受け付けます。

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。d７月４日㈰午前９時半
〜正午lふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）i指導監査課a711-4262f 

733-5718t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）c25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６月19日までに申し込みを。先
着順）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）、来所（市役所13
階）で、６月15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。

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「Accessでデータベー
ス作成」講習②パソコン「JW_CADで建
築図面作成」講習③調理師受験対策
講習④宅建（宅地建物取引士）直前対
策講習―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27日〜９月
７日の火・金曜日午後７時〜９時（８月
13日を除く）②７月30日〜９月17日の
火・金曜日午後６時半〜９時（８月13日
を除く）③８月１日〜９月12日の日曜日
午前10時〜午後５時（８月15日を除く）
④８月６日〜10月５日の火・金曜日午後
６時半〜９時（８月13日を除く。最終日
は８時半まで）l①③④同協会（東区
千早五丁目）②市中小企業サポート
センター（博多区博多駅前二丁目 福
岡商工会議所ビル）i同協会a671-
6831f672-2133t①エクセルの基本
操作ができる人②日本語入力、マウ
ス操作ができる人③調理師試験受験
予定者④宅地建物取引士資格試験受
験予定者c①15人②11人③④25人

（いずれも先着）y①２万3,000円②３
万9,000円③２万5,000円④３万7,000
円e電話か来所で、６月①②16日③④
17日以降に同協会へ。

混浴に関する制限年齢が引き下
げられます

　混浴に関するトラブル防止などの
ため、７月１日㈭から市内の公衆浴場
やホテルの大浴場等での男女混浴の
制限年齢が現行の10歳から７歳に引
き下げられます。詳細は市ホーム
ページで確認を。i生活衛生課a 

711-4273f733-5588
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

しごと

介護福祉士受験対策講座
d９月12日〜10月31日の日曜日午前
９時半〜午後３時半（連続講座。最終
日は５時まで）li市ひとり親家庭支
援センター（中央区大手門二丁目）
a715-8805f725-7720t市内に住む
一人親または寡婦で、介護福祉士受
験資格がある今年度受験予定者c12
人（選考）y無料n３カ月〜小学生（無
料。前日までに要予約）e電話か来所
で、６月15日以降に同センターへ。

就労について悩んでいる15〜49 
歳の人と家族を支援します 

　個別相談や就労体験、セミナーな
どの就職に向けた支援を実施してい
ます。詳細は問い合わせを。d午前10
時〜午後５時（日・祝休日を除く。相談
の予約受け付けは平日のみ）li福
岡若者サポートステーション（中央区
天神一丁目 エルガーラオフィス11・
12階）a739-3405f739-3408y無料e

電話かファクス、メール（m info@sap
osute.com）で、同ステーションへ。

　※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。

不用品の処分に無許可の業者を
利用しないでください

　市内の巡回や、チラシやインター
ネットなどで「不用品を安く回収しま
す」と宣伝している業者は、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。市が許可した業者
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a71 
1-4346f733-5907
「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（サイズは120mm×
120mm）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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地域ネット支援員を募集

　博多区地域保健福祉課で、医療、介
護、保健などの関係機関と連携し、高
齢者の在宅支援に関する業務に従
事。【資格】 ▽看護師か保健師の有資
格者 ▽ 介護支援専門員の資格を有
し、高齢者の在宅支援や介護の現場
で実務経験がある ▽普通自動車運転
免許（ＡＴ車限定免許を含む）を有す
る―などの要件あり【任用期間】８月１
日〜来年３月31日（再任用あり）【募集
案内の配布】地域包括ケア推進課（市
役所12階）、情報プラザ（同１階）、各区
地域保健福祉課、入部・西部出張所
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】６月14日〜７月２日（必着）i地域
包括ケア推進課a711-4373f733-55 
87

税務職員（高校卒業程度）を募集
　詳細は国税局ホームページに掲
載。【申し込み】インターネットで６月

（市役所１階）、各区役所情報コー
ナー、入部・西部出張所、アミカス（南
区高宮三丁目）で。市ホームページに
も掲載【申込期間】６月19日（消印有
効）までi同図書館文学・映像課a85 
2-0634f852-0609

弁護士による無料電話相談「女性
の権利ホットライン」

　暴力や職場での差別の問題や、女
性の権利などに関する電話相談に無
料で応じます。【日時・電話番号】６月
23日㈬a724-2644、25日㈮a526-607 
0（アミカスDV相談ダイヤル） ※いず
れも午前10時〜午後４時i県弁護士
会a741-6416f715-3207

相 談

21日〜30日に申し込み。i福岡国税
局人事第２課試験研修係a411-0031 
f414-5185
高齢者のためのしごと・ボラン
ティア合同説明会

　企業との面談や就労支援団体等に
よる相談などを実施します。d７月19
日㈪午前11時半〜午後０時50分、１時
40分〜３時l天神ビル11階（中央区
天神二丁目）i県70歳現役応援セン
ターa432-2577f432-2513tおおむ
ね60歳以上c各50人（先着）y無料
e電話かファクスで、６月15日以降に
同センターへ。
市総合図書館 地域資料相談員を
募集

　【資格】司書資格を有する人（取得
見込みも可）【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】市総合図書館（早良区
百道浜三丁目）・各分館、情報プラザ

日曜労働相談会

　電話と面談で相談に応じます。相
談内容によって弁護士も対応。d６月
27日㈰午前10時〜午後６時（受け付け
は５時半まで）li福岡労働者支援
事務所（中央区赤坂一丁目）a735-61 
49f712-0497y無料e不要
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

d６月24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c４人
（先着）y無料e電話かファクス、来所
で、６月15日以降に同園へ。

映像ホール・シネラ　７・８月上映スケジュール
Ｗの悲劇
７月２日㈮、

３日㈯、
４日㈰

Wの悲劇（２）

イラン映画の巨匠たち
７月７日㈬ 牛（２）
８日㈭ ハーモニカ（11）、友だちの

うちはどこ？（２）
９日㈮ オフ・ザ・リミット（11）、サイ

クリスト（２）
10日㈯ クローズ・アップ（11）、牛（２）
11日㈰ ホテルニュームーン（11）
14日㈬ 友だちのうちはどこ？（11）、

トラベラーズ（２）

15日㈭ サイクリスト（11）、牛（２）
16日㈮ 魅惑（11）、クローズ・アップ

（２）
17日㈯ ハーモニカ（11）、ホテル

ニュームーン（２）
18日㈰ 友だちのうちはどこ？（11）、

オフ・ザ・リミット（２）
21日㈬ トラベラーズ（11）、魅惑（２）
22日（木・祝） クローズ・アップ（11）、ホテ

ルニュームーン（２）
23日（金・祝） ハーモニカ（11）、魅惑（２）
24日㈯ トラベラーズ（11）、オフ・ザ・

リミット（２）
25日㈰ ホテルニュームーン（11）、

サイクリスト（２）

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

アニメーション映画特集
７月28日㈬ 白蛇伝（11）、おとぎの世界

旅行（２）
29日㈭ どうぶつ宝島（11）、ながぐ

つ三銃士（２）
30日㈮ 森は生きている（11）、白蛇伝

（２）
31日㈯ おとぎの世界旅行（11）、ど

うぶつ宝島（２）
８月１日㈰ ながぐつ三銃士（11）、森は

生きている（２）
　※（11）＝午前11時、（２）＝午後２時。７
月11日㈰は午後２時半から講演「イラ
ン映画史の宝物」もあり。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせを。

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。
映像シアター 私たちの吸っている空気
　映像とクイズで福岡の大気環境につ
いて学びます。d７月17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。
こんなにあります いろいろな食中毒
　安全・安心な食生活を送るため、食中
毒の原因や予防法について学びます。
d７月17日㈯午後２時〜３時半t小学生
以上c30人（先着）e電話かメール（m 
mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、６月
16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）

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪７月４日㈰、11日㈰、13日㈫、18
日㈰、25日㈰、31日㈯午前８時半〜10時半

（13日は午後６時〜７時）⑫７月４日㈰午
前８時半〜10時半、13日㈫午後６時〜７
時⑬７月25日㈰午前10時〜正午t市内
に住む人。①は市国民健康保険加入者。
⑪は⑨か⑩の受診者で喫煙など一定の
条件の該当者c先着順y一部減免あり
n３カ月〜小学３年生（500円。希望日の
４日前までに要予約）e電話か来所、
ホームページで予約を。

内容 対象 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

博多織伝統工芸士認定記念展
　令和２年度に新たに認定された博多
織伝統工芸士３人の作品を展示・販売し
ます。d６月22日㈫〜27日㈰y入場無料
博多人形博多の祭り展
　博多人形師によ
る「祭り」をテーマ
にした 作 品 を 展
示・販売します。d

６月29日㈫〜７月
11日㈰y入場無料

③胃透視検査 40歳以上 600円

④胃内視鏡検査 50歳以上の
偶数年齢者 1,800円

⑤胃がんリスク
検査 35歳か40歳 1,000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
　※女性医師DAY＝７月４日㈰、11日㈰、
18日㈰、25日㈰、31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

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）

作品名「博多っ子」
生野 四郎 作

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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７・８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 ※①４歳〜小学生
と保護者⑨小学生以上と保護者y①１
人100円②500円③④⑤⑦⑩無料（③⑩
は部品代別）⑥400円⑧500円⑨１組300
円e①②④⑤⑥⑧⑨往復はがきかファ
クス、来所で、７月①②１日④５日⑤６日⑥
８日⑧13日⑨14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。③⑦⑩
電話か来所で、
７月１日以降
に同施設へ。

内容・日時 定員

①親子エコクッキング講座　
７／10㈯10:00〜12:00

５組
（抽選。

１組３
人まで）

②簡単に作れる帽子講座　
７／10㈯、17㈯10:00〜13:00

（連続講座）
10人

（抽選）
③傘の修理　
７／14㈬、18㈰10:00〜13:00

各６人
（先着）

④ボランティアが教える包丁
研ぎ講座　
７／15㈭10:00〜12:00

４人
（抽選）

⑤堆肥・菜園づくり講座　
７／15㈭13:30〜15:00

10人
（抽選）

⑥イスの張り替え講座　
７／18㈰10:00〜13:00

５人
（抽選）

⑦木製のまな板削り　
７／22（木・祝）、24㈯10:00〜16:00

各６人
（先着）

⑧はた織り機でオリジナル布
作り　７／23（金・祝）10:00〜13:00

３人
（抽選）

⑨親子講座バッグコンポストを
始めよう　
７／24㈯、８／21㈯14:00〜15:30

（連続講座）

10組
（抽選。

１組３
人まで）

⑩おもちゃの病院　
７／25㈰10:00〜14:00

10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）

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）

　※いずれも座学と陸上・海上練習で
学びます。
初心者クルーザー教室
d６月27日㈰午前10時〜午後４時t市
内に住 む16歳 以 上c10人（ 先 着 ）y 

4,000円eホームページで６月15日以降
に受け付けます。
初心者ヨット教室
d７月３日㈯ 午 前10時 〜 午 後４時t 

市内に住む16歳以
上c10人（先着）y 

3,000円eホ ー ム
ページで６月15日
以降に受け付けま
す。

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）

③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）

④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

―

⑤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

―

⑥木の枝フォトスタンド　
毎日10:30〜15:30の30分程度 ―

７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y①②500円③〜
⑥無料e①②はがきかファクス、メール

（m seibuplaza２＠ｆ-kankyo.or.jp）、来所
で、６月22日（必着）までに同施設へ。③
〜⑥電話かファクス、来所で、③希望日
の３日前まで④⑤⑥随時受け付け。①②
は当選者のみ通知。

内容・日時 定員
①初心者向け・着物から襟付き
ロングベスト作り　７／１㈭、８
㈭、15㈭13:00〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

②一閑張（いっかんばり）　
７／２㈮、９㈮、16㈮
13:00〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

沢の生きものリモートガイド
　油山の動植物の写真や動画をスマー
トフォンで撮影して送ると、その動植物
について説明します。リモートでの参加
も可。油山市民の森ＬＩＮＥ（ライン）公式ア
カウントの友達登録が必要。長袖・長ズ
ボン・運動靴で参加してください。観察
道具のレンタル可（100円。数に限りあ
り。当日午前10時半から中央広場で貸し
出し）。荒天時は中止。詳細はホーム
ページで確認を。d７月21日㈬、28日㈬、
８月４日㈬午前11時〜午後３時t小学生
と保護者y無料e当日開催時間内に随
時受け付け。
森林整備講習会
　チェーンソーなどの扱い方を学びま
す。d７月22日（木・祝）、23日（金・祝）、８月21

日㈯午前９時半〜午後４時半（連続講
座）t18歳以上c15人（抽選）y3,000円

（テキスト代別）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
を書いて６月15日〜７月２日（必着）に同
施設へ。ホームページでも受け付けます。
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。①は親子向け。d７月24日㈯①午後５
時〜７時②８時〜10時t①小学生以上

（中学生以下は保護者同伴）②18歳以上
c各20人（抽選）y2,000円、小学生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６月15日〜７月２日（必着）に同施設
へ。ホームページでも受け付けます。空
きがあれば当日も受け付け可。

　※以下の料金は一般200円、高大生
150円、中学生以下・市内に住む65歳以
上無料。
企画展示 戦争とわたしたちのくらし
　同館所蔵の戦時資料を紹介し、戦争
と物不足について考えます。d６月15日
㈫〜９月５日㈰
企画展示 博多祇園山笠展 〜修羅山に
みる武将と勇士たち〜
　福岡藩主黒田家に伝わった山笠図を
中心に紹介します。d６月22日㈫〜８月
29日㈰

コレクション展（古美術） ふくろもの〜壺
（つぼ）と瓶（へい）〜
　 胴 が 膨らん だ

「袋物」と呼ばれる
器を展示します。d

６月15日㈫〜８月
29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

テーブルサイエンス「このホネ、誰の骨？」
　いろいろな動物の頭の骨＝写真＝を
見比べます。時間など詳細はホーム
ページで確認を。d７月１日㈭〜８月30
日㈪c５人（先着）y無料（基本展示室
の入場券が必要）e不要

旬の植物ガイド
d７月10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

（入園料別）e不要
食虫植物の不思議
d８月１日㈰午後１時半〜３時半t小学
４〜６年生c20人（抽選）y無料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、
７月18日（必着）
までに同園へ。
ホームページで
も受け付けます。

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・７月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。c①各回20人②15人③10組④25組（いずれも先着。④
は１組１個）y①②③無料④100円e①②当日正午から整理券を配布③電話か来所
で、６月27日以降にあいくるへ。④電話かファクス、来所で、７月１日以降にあいくる
へ。

内容 日時 対象
①みんなであそぼう

（ドッヂビー）
６／20㈰13:30〜、14:05〜、６／26
㈯15:30〜、16:05〜（各回25分） 小中高生

②ふれあいひろば（皿回し） ６／26㈯14:00〜15:00 幼児〜高校生

③育ちのひろば（親子あそび） ６／29㈫11:00〜12:00 １、２歳児

④おもちゃびょういん ７／18㈰10:00〜14:00 幼児〜高校生

　※その他、乳幼児を対象にした親子遊びを実施。詳細はホームページで確認を。

七夕会 ①七夕飾り②作ってみよう③
ボードゲームであそぼう
　未就学児は保護者同伴。②はメッ
セージカードを作ります。d７月４日㈰①
正午〜、午後１時〜、２時〜、３時〜（各回
40分）②午後１時〜、２時半〜（各回１時
間）③午後１時〜、２時〜、３時〜（各回30
分）t①幼児〜高校生②③小中高生c

各回10人（先着）y無料e当日午前９時
から整理券を配布。

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

博物館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１
a845-5011 f845-5019
o午前９時半〜午後５時半。７月22日

（木・祝）〜８月22日㈰の金・土・日曜・祝
休日は午後８時まで開館（入館は閉館
30分前まで）x月曜日（祝休日のとき
は翌平日）

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）

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）。７
月22日（木・祝）〜８月26日㈭は開館。
※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。

パパとママのためのキャンプ教室
　キャンプに必要な技術を学びます。高
校生以下は保護者同伴。d７月11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
６月15日以降に同センターへ。ホーム
ページでも受け付けます。

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）

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・土曜は午後８時まで開館（入
館は閉館30分前まで）x月曜日（祝休
日のときは翌平日）

過去の初心者ヨット教室

信楽檜垣文壺（しがら
きひがきもんこ）
室町時代　15世紀

過去の「ボランティアが教える
包丁研ぎ講座」

②
の
作
品
例

過
去
の
同
教
室

情報BOX 福岡市政だより
令和3（2021）年6月15日 8

●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
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過去の同イベント


