
　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６
月14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（７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。
７月４日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	a721-5252
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
７月11日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
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
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

市ヨットハーバー　
①初心者ヨット教室②親子クルーザー体験セーリング

　①は座学と陸上・海上練習で学びます。d７月①10日㈯午前10時〜午後４時②
22日（木・祝）午前10時〜正午、午後１時半〜３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①16歳以上②小学生以上と保護者
c①10人②各25人（いずれも先着）y①3,000円②１人600円eホームページで７
月１日以降に受け付けます。

講座・教室

7/

8
●木

2博多伝統芸能館　公演

　博多芸妓（げいぎ）による唄や舞、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、参
加人数を書いて同会へ（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）。ホームページでも受け付けます。 ※当日はa080-
2705-5462へ。

7/

11
●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）a691-0131f691-0132y無料e不要

7/

13
●火
他

2
はかた伝統工芸館
博多人形と現代技術のフュージョン 美

ちゅ

ら風
かじ

〜未来へ〜
　博多人形伝統工芸士・稲富昭満氏とクリエー
ター・甲斐ゆきの氏の作品を展示します。博多
人形とアクセサリーを融合させた作品展です。
d７月13日㈫〜25日㈰午前９時半〜午後５時半

（入館は５時まで）x月曜日li同館（早良区百
道浜三丁目 市博物館内）a409-5450f409-546 
0y無料

作
品
名
「
美
ら
風
」

7/

14
●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

7/

15
●木

2外国人学生が語る「ふるさとの街と福岡」

　シリア出身のムハンマド・アナス・アルハサンさんが、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 attaka@fcif.or.jp）で、７月１日以降に同財団へ。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、７月１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

7/

16
●金
他

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。夏野菜の
手入れと収穫も行います。d７月16日㈮、21日㈬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c各10人（抽選）y無料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）に応募事項と希望日を書いて、各開催日の８日前（必着）
までに同研究所へ。

7/

17
●土

3市美術館　つきなみ講座
「美術館はサブカルチャーとどう付き合うか」

　アニメーションなどのサブカルチャー（大衆的な文化・芸術）の展覧
会に美術館がどう取り組んだかを話します。d午後３時〜４時（受け付
けは２時半から）li市美術館（中央区大濠公園）a714-6051f714-
6071c54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７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。



東障がい者フレンドホーム　

li同ホーム（東区松島三丁目）a621-8840f621-8863t市内に住む①障がい
のある高校生〜おおむね20歳の人②③④障がいのある人（③④は障がいのな
い小学生の参加も可） ※④の小学２年生以下は保護者同伴（障がいの程度に
よっては小学３年生以上でも同伴が必要）y①1,000円程度②③300円④無料e

電話か来所で、①７月１日〜10日②③④７月１日以降に同ホームへ。

内容 日時 定員
（先着）

①DAYキャンプ
（野外調理などを行います）７／18㈰10:30〜15:00 ８人

②パン作り ７／25㈰10:30〜12:00 10人

③夏休みこども陶芸
（器を作ります）

７／27㈫、８／18㈬の全２日
10:00〜11:00または11:15〜12:15 各４人

④人形劇（人形劇団「ののは
な」による人形劇） ７／31㈯14:00〜15:00 20人

催 し

老人福祉センター若久園　高齢者創作講座①陶芸②園芸

　再来年３月までの連続講座の追加募集（抽選）。詳細は問い合わせを。d①８月
３日以降の火曜日午前10時〜正午②８月４日以降の水曜日午後２時〜４時li同
園（南区若久六丁目）a511-7255f511-7558t市内に住む60歳以上y①月3,500
円（初回は7,150円）②月1,000円e電話かファクスで、７月１日〜31日に同園へ。

講座・教室

背振少年自然の家　①星空観察会（スターウオッチング）
②ペルセウス座流星群観望会

　①天文台で惑星や季節の星座を観察します。②野外でペルセウス座流星群を
観望します。施設内での宿泊も可能。朝食付き。d①７月31日㈯、８月７日㈯午後
７時半〜９時②８月12日㈭午後５時半〜13日㈮午前９時（１泊２日）li背振少年
自然の家（早良区板屋）a804-6771f804-6772t自家用車等で直接来所できる人

（①中学生以下②高校生以下は保護者同伴）c①各60人②15組（いずれも抽選。
②は１組５人まで）y①無料②大人1,300円、高校生以下700円e①電話で各開催
日の７日前までに同施設へ。②ファクスに代表者の応募事項と参加者全員の氏
名・年齢・性別を書いて、７月13日までに同施設へ。いずれもホームページでも受
け付けます。

催 し

7/

17
●土

4人権擁護大会プレシンポジウム 地域共生社会と消費者の安全
〜地域社会は、高齢者一人ひとりを取り残さないケアが可能か〜

　超高齢社会における消費者被害の予防と救済を考えるため、東京
大学名誉教授・上野千鶴子氏による講演とパネルディスカッションを
行います。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使用したオンライン
参加（先着300人）も可。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〜５時l県弁護士会館２階（中央区六本松四丁目）i

県弁護士会a741-6416f715-3207c80人（先着）y無料eファクスで
同会へ。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。 ※オンライン参加希望者の申し込みはホームページのみ。

7/

17
●土

4ココロンセミナー
「いのちと仕事〜いのちをいただく〜」

　絵本「いのちをいただく〜みいちゃんがお肉になる日〜」原案者の
坂本義喜氏が話します。d午後２時〜４時lあいれふ講堂（中央区舞
鶴二丁目）iココロンセンターa717-1237f724-5162c60人（抽選）
y無料eはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）かファクス、メール（m 
jinkenkeihatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp）、来所（あいれふ８階）で、７月
10日（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。落
選者のみ通知。空きがあれば当日も受け付け可。

7/

17
●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などを学びま
す。d７月17日㈯、18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、７月１日以降に同センターへ。

7/

18
●日

3自転車の乗り方教室〜補助輪なしにチャレンジ〜

　プロサイクルロードレースチームの選手が、自転車の正しい乗り方
や基本的な交通ルール・マナーを指導する体験型教室。自転車用ヘル
メットを持参してください。自転車の持ち込み可。d午前10時半〜正
午、午後１時〜２時半l貝塚交通公園（東区箱崎七丁目）i防犯・交通
安全課a711-4061f711-4059t小学生（保護者同伴）c各10人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m bouhankotsu.CAB@city.fukuoka.
lg.jp）に応募事項と希望時間、自転車・ヘルメットの持ち込みの有無を
書いて、７月１日以降に同課へ。

7/

20
●火

3カラーサンドで作る一輪挿し

　色付きの砂を重ねて入れ、一輪挿しを作りま
す。d午後２時〜４時l市植物園（中央区小笹五
丁目）i市緑のまちづくり協会みどり課a822-
5832f822-5848c12人（抽選）y1,000円（入園料
別）eはがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）か
ファクス、メール（m koza@midorimachi.jp）で、７月
９日（必着）までに同課へ。ホームページでも受け
付けます。

作
品
例

7/

21
●水
他

3デジカメ写真入門講座

　初心者向け。デジタルカメラの機能や撮影技術、思ったように撮れ
ない理由と対策について学びます。d７月21日㈬、28日㈬午前９時半
〜11時半（連続講座）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会
福祉協議会総務課a731-2932f731-2934tデジタルカメラを持参で
きる人c20人（抽選）y500円e電話かファクスで、７月１日〜10日に同
課へ。

7/

23
●●金・祝
他

3精神保健福祉センター　依存症市民講演会
「ゲーム障害予防教育連続講座」

　ゲームに関するさまざまな分野の専門家がゲーム障害の予防につ
いて話すオンライン連続講座。各回のテーマは「ネット、ゲーム×教育
について考えよう」「ネット、ゲーム×身体（脳）について考えよう」「フィ
ルタリング機能について考えよう」「ネット、ゲーム×身体（眼）について
考えよう」です。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d７
月23日（金・祝）、30日㈮、８月６日㈮、20日㈮午前10時〜11時半（７月23日
は正午まで）iカウンセリングスペースやどりぎa409-5178m yadori
gi@japanmac.or.jpt市内に住む小中高生の保護者c300人（先着）y

無料eホームページで７月１日以降に受け付けます。定員を超えた場
合のみ通知。

7/

24
●土
他

3夏休み小学生ものづくり教室

　博多工業高等学校の生徒が「ものづくり」を指導します。①木製筆
立てを作ろう②燃料電池自動車を作ろう③製本技術を体験しよう④
命令して走る車を作ろう―の４講座。d７月①24日㈯午前10時〜正午
②24日㈯午後１時〜３時③25日㈰午前10時〜正午④25日㈰午後１時〜
３時l市役所１階多目的スペースi同学校a862-6575f862-8346t

小学４〜６年生（保護者同伴）c各回10組（抽選）y１組100円e往復は
がき（〒814-0155城南区東油山４-20-１）に保護者の応募事項と小学生
の氏名・学年、希望講座（第３希望まで記入）を書いて７月２日〜12日

（必着）に同学校へ。
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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 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



花畑園芸公園　園芸講座①肥料の使い方（肥料の知識）
②病害虫防除（農薬の知識と防除資材）

d７月①10日㈯②21日㈬いずれも午後１時半〜３時半li同公園（南区柏原七
丁目）a565-5114f565-3754c各30人（先着）y無料e電話かファクスで、７月①
３日②14日以降に同公園へ。

講座・教室

優しさを伝えるケア技術「ユマニチュードⓇ」Vol.７
〜１日に20分立つ時間をつくれば、寝たきりは防げる〜

　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。１日20分立つ時間をつくれ
ば、生涯「立つ力」を保ち、寝たきりを予防で
きます。歯磨きや着替えは立って行う、食卓
まで歩くなど、少しずつ立つ時間を増やして
合計20分間を目指します。

緑のカーテン見学会

　アサガオやゴーヤーなどの「緑のカーテン」に取り組んでいる施設にバスで訪
問し、涼しさを体感。育て方のこつや省エネなど地球温暖化対策についても学び
ます。d８月11日㈬午後１時半〜４時半l集合・解散は市役所i環境・エネルギー
対策課a711-4282f733-5592c10人（抽選）y無料eファクスかメール（m kank
yoenergy.EB@city.fukuoka.lg.jp）で、７月６日までに同課へ。

催 し

雁の巣レクリエーションセンター　
①芝生deヨガ②親子でフープエクササイズ体験会

　②はフラフープを使って運動します。d７月22日（木・祝）①午前７時半〜８時半
②午前10時半〜11時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c①30人②10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②無料e往復
はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクス、来所で、７月15日（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。空きがあれば当日も受け付け可。

講座・教室

南障がい者フレンドホーム　①わくわく自由研究〜お野菜で
エコそめもの〜②わくわく工作〜ペットボトルでエコ水族館〜

　①野菜の皮を使って染め物をします。②ペットボトルの中に紙で作った海の生
き物を入れます。いずれも介助者の同伴可。d①７月30日㈮②８月16日㈪いずれ
も午後１時半〜３時li同ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856c各
３組（抽選。１組６人まで）y①１個200円②１個110円e電話かファクス、メール（m 
minami-friend03@c-fukushin.or.jp）に参加者全員の応募事項と障がいの種別を
書いて、７月１日〜10日に同ホームへ。来所でも受け付けます。

講座・教室

7/

25
●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

7/

27
●火
他

3ゆうゆうセンター　発達障がいについての連続講座
「保護者対象 はじめの一歩」

　発達障がいの特性と関わり方の工夫を学ぶ講座。テーマは、①発達
障がいって何だろう②一人ひとりに合わせた関わりと目標設定③コ
ミュニケーションの工夫。参加できる日のみの受講可。10月以降の日
程など詳細はホームページで確認を。d①７月27日㈫②８月31日㈫③
９月28日㈫いずれも午前10時〜正午（受け付けは９時半から）lあい
あいセンター７階（中央区長浜一丁目）iゆうゆうセンターa845-
0040f845-0045c60人（先着）y無料e不要 ※昨年度実施分の動画
配信もあり（要申し込み）。

7/

28
●水
他

3①おはよう小中学生ボウリング教室
②おはよう親子ボウリング教室

　初心者向け。d①７月28日㈬、29日㈭午前９時半〜11時半②８月23
日㈪、24日㈫午前９時半〜11時半 ※いずれも全２回liパピオボウル

（博多区千代一丁目）a633-2500f633-2498t①小中学生（小学３年
生以下は保護者同伴）②小中学生と保護者のペアc①50人②25組

（いずれも先着）y１人1,500円e電話かファクスで、７月１日以降に問
い合わせ先へ。定員を超えた場合のみ通知。

7/

29
●木

3老人福祉センター長生園　福岡歴史文化特別講座
「志賀島 散策グルっと一周 12km」

　写真や地図などを使って志賀島（東区）の歴史を学びます。d午前
10時〜正午li同園（博多区千代一丁目）a641-0903f641-0907t

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、７月１日以降に同
園へ。定員を超えた場合のみ通知。

7/

29
●木
他

2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。d７月29日㈭〜31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 amitosho@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、７
月10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。

7/

30
●金

2夏休み下水道たんけん隊

　山王雨水調整池（博多区山王一丁目）、西部水処理センター（西区
小戸二丁目）、下水道PR施設（博多区祇園町）を見学します。d午前９
時半〜午後４時l集合・解散は市役所i施設管理課a711-4516f711-
1875t市内に住む小学３〜６年生と保護者c50人（抽選。１組４人まで）
y無料e市ホームページで７月１日〜12日に受け付けます。

8/

1
●日

3今宿野外活動センター　押し花アート体験

　押し花を使って万華鏡を作ります。d午前10時〜正午、午後１時〜３
時li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115t小学生
以上（高校生以下は保護者同伴）c各20人（先着）y1,000円e電話で
７月３日以降に同センターへ。ホームページでも受け付けます。

8/

2
●月
他

2市総合体育館　夏休み短期スポーツ学童

　運動と勉強の時間を設け、レクリエーションや夏休みの宿題をしま
す。d８月２日㈪〜４日㈬午前９時半〜11時半li同体育館（東区香椎
照葉六丁目）a410-0314f410-0318t小学生c各日20人（先着）y 

各日1,000円e電話か来所で、７月１日以降に同体育館へ。

8/

2
●月
他

3おいしい夏休みを体験しよう 親子体験食味学習会

　正しい箸の使い方、座布団の座り方など、食事の際の礼儀作法や和
室での立ち居振る舞いを体験しながら学びます。d８月２日㈪〜12日
㈭正午〜午後２時（８日を除く）li料亭 嵯峨野（さがの・博多区住吉
二丁目）a271-5745f271-5748t小学４年〜高校生と保護者c各日１
組（先着。１組２〜４人）y１人5,000円e電話かファクスに参加者全員
の応募事項と希望日を書いて、７月１日以降に問い合わせ先へ。

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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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。



早良障がい者フレンドホーム　

　詳細は問い合わせを。li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-
2763t市内に住む①障がいのある小中学生②障がいのある小中高生と保護者
③障がいのある小中学生など④不問 ※①は保護者ときょうだい児、②③はきょ
うだい児の参加も可y①１人500円②１個1,000円③④無料e電話かファクスに
参加者全員の応募事項と①④は希望時間も書いて、７月１日〜15日に同ホーム
へ。来所でも受け付けます。

内容 日時 定員（抽選）

①こども陶芸教室
（平皿を作り、絵付けも行います）

７／28㈬、８／11㈬の全２日
10:00〜11:00または
11:30〜12:30

各10人

②親子アート教室
（プリザーブドフラワーを作ります）８／８（日・祝）11:00〜12:00 10組

（１組３人まで）
③こどもボッチャ教室

（基礎から学び、試合も行います） ８／22㈰13:30〜15:30 10人

④ミニ夏祭り（輪投げやビンゴゲー
ムなどを行います）

８／28㈯10:00〜11:15または
11:45〜13:00

各６組
（１組４人まで）

催 し

福岡城 舞遊の館　
七夕・浴衣まつり〜寄贈着物で福岡城を散策〜

　寄贈された着物の活用運動の一環で、浴衣（リユース品）を販売します。購入
者には着付けサービスあり。来館者には笹の葉を進呈。詳細は問い合わせを。d

７月１日㈭〜８月31日㈫午前10時〜午後４時x月曜日li同館（中央区城内 三の
丸スクエア内）a707-3191f707-3193y品物によって異なる（1,000円〜）e不要

催 し

博多座「市民半額観劇会」

　ミュージカル「レ・ミゼラブル」を半額で観劇できます。d８月４日㈬、６日㈮、13
日㈮、18日㈬、20日㈮、25日㈬午後５時から（13日は正午からの回もあり）、12日
㈭、14日㈯、24日㈫正午からl博多座（博多区下川端町）i市民半額会事務局a 

751-8258（平日午前10時〜午後６時）f736-7081t小学生以上c各回30人（抽
選）yＡ席7,750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７月８日（消印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（７月
12日ごろ発送）。

催 し

8/

3
●火
他

2福岡共同公文書館　企画展
「福岡県政150年 〜第２部 アジアのなかの福岡へ〜」

　行政の記録である公文書で県政150年の歩みを紹介します。ホーム
ページでのオンライン展示も同時開催。８月21日㈯、９月４日㈯はギャ
ラリートークもあり（午前10時半、午後２時から。各30分）。d８月３日㈫
〜９月26日㈰午前９時〜午後５時x月曜・祝休日（月曜日が祝休日の場
合は翌日も休館）li同館（筑紫野市上古賀一丁目）a919-6166f 

919-6168y無料

8/

4
●水
他

2やってみよう サーカスワークショップ

　①ダンス②シル・ホイール（等身大程の１本の輪を使うパフォーマン
ス）③エアリアル（空中芸）を体験します。d８月①４日㈬午後２時〜３時
半②５日㈭午後５時半〜７時半③６日㈮午前10時半〜正午l①千代音
楽・演劇練習場（博多区千代一丁目）②③なみきホール（東区千早四丁
目）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-6259t①小学１〜４年生
②身長155〜175cmの高校生以上③小学５年〜中学生c①15人②５人
③10人（いずれも先着）y1,000円eホームページで７月１日以降に受
け付けます。

8/

6
●金

4市民福祉講演会「講談で学ぶ、成年後見制度
〜安心して老後を迎えるために〜」

　講談師の神田織音氏による講演。d午後１時半〜３時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a731-2946f 

731-2947c110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（ふくふくプラザ内）で、７月１日〜28日（消印有効）に同課へ。
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。当
選者のみ通知。

8/

7
●土

2かなたけの里公園　夏の里山観察会〜バッタ編〜

　原っぱと水辺で生き物を探す観察会です。小学生以下は保護者同
伴。d午前10時〜正午li同公園（西区金武）a811-5118f400-0147 
c20人（抽選）y無料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７月１日〜14日（消
印有効）に同公園へ（１組１通）。

8/

7
●土

3市サイクリング連合 一輪車乗り方教室

d午前９時〜正午l東体育館（東区香住ケ丘一丁目）i同連合一輪車
教室実行委員会事務局・木村a090-7534-6343f566-4786t小学生

（保護者同伴）c30人（先着）y500円eファクスかメール（m kimyu
ra2006@yahoo.co.jp）に応募事項と保護者氏名、緊急時連絡可能な電
話番号、一輪車の有無を書いて、７月１日以降に同事務局へ。

8/

7
●土

2アクロス・ちびっこコンサート　
こどものためのオペラ「泣いた赤鬼」

　０歳児から入場可能な親子向けコンサート。出演は西日本オペラ協
会「コンセル・ピエール」他。d午前11時、午後２時から（各１時間半）l

アクロス福岡イベントホール（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 ３歳〜小学生500
円、ペア券（３歳〜小学生と中学生以上のペア）2,500円、２歳以下無料

（座席を使う場合は有料） ※小学生以下のみ、中学生以上のみの入場
不可e電話か来所（アクロス福岡２階）で同センターへ。

8/

12
●木
他

3視覚障がい者のための音訳（朗読）ボランティア養成
講座

　本や新聞等を読み上げ、CDなどに録音するボランティア活動の基礎
を学びます。応募者多数の場合、８月５日㈭正午〜午後３時半に選考会

（面接）を行います。詳細は問い合わせを。d８月12日〜11月18日の木
曜日（９月23日、10月14日を除く。連続講座） ▽前半＝正午〜午後１時半

▽後半＝午後２時〜３時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i読
売光と愛の事業団西部支部a715-6108f715-6079t講座修了後にボ
ランティア活動ができる人c21人（選考）y1,100円e電話かファクス、
メール（m s-hikariss@yomiuri.com）に応募事項と希望時間を書いて、
７月１日〜22日に問い合わせ先へ（希望時間は前半・後半・どちらでも
可のいずれかを記入）。

8/

18
●水
他

3ひとり親家庭夏休み学習教室

　学生ボランティアが１学期の復習などの学習支援を行います。８月
20日㈮はパソコン講師によるプログラミング体験もあり。d８月18日
㈬〜25日㈬午後１時半〜４時半（土・日・月曜日を除く。連続講座）li

ひとり親家庭支援センター（中央区大手門二丁目）a715-8805f725-
7720t市内に住む一人親家庭の小学３〜６年生c10人（先着）y無料
e電話か来所で、７月１日以降に同センターへ。

9/

18
●土
他

3防災リーダー養成講座
「博多あん（安全）・あん（安心）塾」

　詳細は問い合わせを。d９月18日㈯、26日㈰、10月３日㈰、10日㈰、17
日㈰、31日㈰午前９時15分〜午後５時半（連続講座）l市民防災セン
ター（早良区百道浜一丁目）他i地域防災課a711-4156f733-5861t

市内に住むか通勤・通学する人（過去受講者は除く）c80人（先着）y

無料eはがき（〒810-8620住所不要）かファクス、メール（m bousai01@
city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と応募動機、職業、市外に住む人は所属
する市内の学校・事業所（所属部署）の名称と所在地、防災組織等に所
属する人は組織名、普通救命講習１以上の受講歴がある人は最新の
受講日を書いて、７月１日以降に同課へ。
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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



楽水園　①能と語りの世界②和
わ こ

胡コンサート

　①能楽師・今村嘉太郎と「夢語り千夜 静」が、能の謡と語り芝居で名曲「清経」
を上演。能の話もあり。②和胡奏者の里地帰（さとちき）が出演。d７月①24日㈯
午後１時〜２時20分、３時〜４時20分②27日㈫午後６時半〜７時半l同園（博多区
住吉二丁目）i①同園af262-6665②ニコロa407-1725m info@nicolo.co.jpc

①各10人②30人（いずれも先着）y①3,000円②3,500円e①電話か来所②メー
ルで、７月１日以降に各問い合わせ先へ。②はホームページでも受け付けます。

催 し

アジア美術館　
コレクション展「虫・ムシ・むし アジア美術で虫あつめ」

　カマキリやアリなどのよく知られた昆虫からハエなどの害虫といわれる虫ま
で、アジアの美術作品に描かれる虫に注目した展覧会。d開催中〜９月21日㈫ 
午前９時〜午後６時 ※金・土曜日は８時まで（入室はいずれも30分前まで）x水
曜日（７月21日〜８月18日は開館）li同美術館（博多区下川端町 リバレインセ
ンタービル７階）a263-1100f263-1105y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

催 し

さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）　
障がい者卓球まつり

　①STT（サウンドテーブルテニス）大会②一般卓球大会。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。d９月①５日㈰午前９時〜午後５時②12日㈰午前９
時20分〜午後５時半li同プラザ（南区清水一丁目）a511-1132f552-3447t 

①視覚障がいのある人②障がい児・者c①全盲の部・弱視の部各40人②150人
（いずれも抽選）y①500円②300円e７月１日から同プラザで配布する申込書で
①７月３1日②８月１日までに申し込みを。

催 し

食品衛生月間（８月）関連イベント

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。t①小中学生と保護者のペ
ア②小中学生と保護者③ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」での参加が可能
な小中学生と保護者のペアc①15組②③20組（いずれも抽選）y無料e①電話
かはがき、メール②はがきかファクス、メール③はがきかメールに参加者全員の
応募事項を書いて、７月９日（消印有効）までに下表の各問い合わせ先へ。

催し名 日時 問い合わせ・申込先

①食の安全塾〜目
で見て分かるぺった
ん検査〜お家ででき
る衛生チェック

７／20㈫に検査キッ
トを発送

早良区衛生課
（〒814-0006早良区百道１-18-18）

a851-6609f822-5733
m eisei.SWO@city.fukuoka.lg.jp

②実験 手拭きタオ
ルの汚れを調べてみ
よう

８／２㈪に実験キッ
トを発送

西区衛生課
（〒819-0005西区内浜１-４-７）

a895-7095f891-9894
m eisei.NWO@city.fukuoka.lg.jp

③Zoomで挑戦 手作
りチョコのはじまりど
ころ

８／11㈬
14:00〜15:30

博多区衛生課
（〒812-8514博多区博多駅前２-19-24）

a419-1126f434-0007
m eisei.HAWO@city.fukuoka.lg.jp

催 し

あすみん（ＮＰＯ・ボランティア交流センター）　
①ＮＰＯ入門講座②ＮＰＯなんでも相談③ボランティア講座

　①NPOに関する基礎知識などを説明します。②事業や運営、広報、助成金の受
け方などの相談に応じます。オンラインでの相談も可。③基礎知識のほか、ボラ
ンティア活動を始める際やボランティアを受け入れる際の心構えなどについて
説明します。ボランティア募集情報の紹介もあり。d①７月20日㈫午後７時〜９時
②７月21日㈬、８月18日㈬午後６時、７時、８時から（各50分）③８月21日㈯午後２時
半〜４時liあすみん（中央区今泉一丁目）a724-4801f724-4901t①③不問
②市内で市民公益活動を行う（予定含む）NPO法人、ボランティア団体などc①
③20人②各回１組（いずれも先着）y無料e電話かファクス、メール（m info＠fnv 
c.jp）に応募事項と団体に所属する人は団体名、②は希望日時、相談方法（対面ま
たはオンライン）、相談内容も書いて同施設へ（①③７月１日以降受け付け②受
け付け中）。来所でも受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

催 し

市消費生活センター　
くらしに役立つ消費生活講座（夏休み親子講座）

　①「親子で学ぶお金の話」ゲームを通してお金の大切さなどを学びます。貯金
箱作りもあり。②「親子ＬＥＤ学び教室」ＬＥＤ（発光ダイオード）ランプを使って工作
します。d①７月29日㈭午前10時〜11時半②８月５日㈭午前９時40分〜11時40
分、午後１時半〜３時半li同センター（中央区舞鶴二丁目 あいれふ内）a712-
2929f712-2765t市内に住む①小学３〜６年生と保護者のペア②小学生と保護
者のペアc①15組②各回15組（いずれも抽選）y無料n１歳〜就学前（無料。要
予約）eはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）に応募事項と希望日時、託児希望
者はその旨を書いて、７月１日〜20日（必着）に同センターへ（１通２組まで）。来
所、ホームページでも受け付けます。①②の重複応募不可。当選者のみ通知。

講座・教室

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７月①④13日②③１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
（夜間） ８／20㈮ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 30人

②入門 ８／28㈯ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人

③普通１

８／２㈪ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 30人
８／４㈬ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） 475-0119 25人
８／17㈫ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人
８／20㈮ 南消防署（南区塩原二丁目） 541-0219 25人
８／21㈯ 博多消防署 475-0119 25人

８／26㈭ 市民防災センター（早良区百道浜一
丁目） 821-0245 20人

８／29㈰ 南消防署 541-0219 25人

④上級 ８／３㈫ 消防本部 791-7151 各30人８／19㈭
　※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。

講座・教室

お知らせ
アジア美術館 貸しギャラリー利
用の申し込みを受け付けます

　来年１月〜６月の交流ギャラリーの
利用申請を受け付けます（企画ギャラ
リーの募集はありません）。詳細は問
い合わせを。【申請書の配布】同美術館

（博多区下川端町 リバレインセン
タービル７・８階）、情報プラザ（市役所
１階）で。ホームページにも掲載【申込
期間】７月１日〜31日（必着）i同美術
館運営課a263-1100f263-1105
市道路整備アクションプラン2024
を策定しました

　【閲覧・配布】道路計画課（市役所６
階）、情報公開室（同２階）、情報プラザ

（同１階）、各区役所情報コーナー、入
部・西部出張所で。市ホームページに
も掲載。i同課a711-4462f733-553 
3

医療通訳ボランティアを募集

　県内で外国人を支援する医療通訳
の有償ボランティアを募集します。 
※養成講座への参加必須。詳細は問
い合わせを。【問い合わせ先】ふくお
か国際医療サポートセンター事務局
a734-3035f288-2668【養成講座】d

７月24日㈯午前９時45分〜午後４時55
分l天神チクモクビル（中央区天神
三丁目）c英語・中国語各15人、韓国
語・ベトナム語各10人（いずれも先着）
y3,850円eホームページに掲載する
申込書を７月１日以降に同事務局へ。
土砂災害対策改修・移転等の費用
を助成します

　土砂災害特別警戒区域（レッドゾー
ン）等に指定された区域内にある住宅
などで、土砂災害に対する構造耐力
上の安全性に問題がある住宅に対し
て、改修・移転等の費用の一部を助成
します（事前に建築指導課への相談
が必要）。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a71 
1-4573f733-5584

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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通勤・通学（所）する小学生以上の障
がい児・者e電話かファクス、来所で、
８月３日〜21日に各障がい者フレンド
ホームへ。
「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、見やすくするために文字を
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

しごと

高齢者活躍人材確保育成事業「事
務補助（スマホ）」技能講習

　iPhone（アイフォン）の基礎から情
報受発信を行うためのアプリの操作
について学びます。d７月27日㈫午前
10時〜午後４時l博多バスターミナ
ルビル（博多区博多駅中央街）i県シ
ルバー人材センター連合会a292-18 
57f623-5677t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７月１日〜16日（必着）に同連合会
へ。受講決定者のみ通知。
老人福祉センター長生園　アク
ティブシニア就業支援講座「人生
100年時代」

　これからの働き方や生き方を考え
たい人向けの講座です。d７月31日㈯
午後１時半〜３時半li同園（博多区
千代一丁目）a641-0903f641-0907 
t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@magokorokai.j 
p）、来所で、７月１日以降に同園へ。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。

①政策推進②行政運営③財政運
営の各プランを策定しました

　【閲覧・配布】情報プラザ（市役所１
階）、情報公開室（同２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。i①総務企
画局企画課a711-4093f733-5582②
行政マネジメント課a711-4136f72 
4-2098③財政調整課a711-4166f73 
3-5586
博多区で活動する観光案内ボラ
ンティアガイドを募集

　募集人数は10人程度。詳細は問い
合わせを。i博多区企画振興課a419- 
1012f434-0053e市ホームページに
掲載、または情報プラザ（市役所１
階）、各区役所情報コーナー、入部・西
部出張所で配布する募集要項を確認
の上、７月30日（必着）までに同課へ。
乳がん・子宮頸がん検診の無料
クーポン券を送付しています

　４月20日時点で市に住民登録をし
ている人のうち、次の対象者に検診
が無料になるクーポン券を６月下旬
に送付しています。 ▽ 子宮頸（けい）
がん検診＝満20歳の女性（平成12年４
月２日〜平成13年４月１日生まれ） ▽

乳がん検診＝満40歳の女性（昭和55
年４月２日〜昭和56年４月１日生ま
れ）。受診方法や実施医療機関等につ
いては、同封のチラシや市ホーム
ページで確認を。i健康増進課a711- 
4374f733-5535
市美術館 貸しギャラリー利用の
申し込みを受け付けます

　来年１月４日㈫〜６月26日㈰の利用
申請を受け付けます。【申請書の配
布】７月１日から市美術館（中央区大濠
公園）、情報プラザ（市役所１階）で。
ホームページにも掲載【申込期間】７
月31日までi市美術館a714-6051f 

714-6071
市障がい児・者美術展の作品を募
集

　12月16日㈭〜21日㈫にアジア美術
館（博多区下川端町 リバレインセン
タービル７階）で開催される同展の出
品作品を募集。絵画・書道・陶芸・写
真・手工芸など（１人１作品）。出展料と
して１作品300円が必要。詳細は問い
合わせを。i各障がい者フレンドホー
ム ▽東（東区松島三丁目）a621-8840 
f621-8863 ▽博多（博多区西月隈五
丁目）a586-1360f586-1397 ▽南（南
区清水一丁目）a541-5858f541-585 
6 ▽城南（城南区南片江二丁目）a86 
1-1180f861-1123 ▽ 早良（早良区百
道浜一丁目）a847-2761f847-2763 

▽ 西（西区内浜一丁目）a883-7017 
f883-7037、市手をつなぐ育成会a7 
13-1480f715-3561t市 内に住むか

新しい水洗化区域のお知らせ

　６月24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】高美台四丁目、唐原七丁
目、馬出一丁目、みなと香椎三丁目

【博多区】板付四丁目【城南区】梅林
二丁目【西区】今津、大字金武、大字
元岡、大字吉武。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a711-4428 
f733-5533、貸付制度は下水道管理
課a711-4534f733-5596
市下水道経営計画2024を策定し
ました

　【閲覧・配布】下水道経営企画課（市
役所６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
a711-4613f733-5596
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a711- 
4346f733-5907

「地域の森・花づくり活動支援事
業」助成対象団体を募集

　市内で緑化活動を行う市民団体が
植物や資材を購入する費用を助成し
ます。【助成対象】①樹林地等の保全
管理・再生を行う活動で、認定区域面
積が300平方㍍以上②市街地に植樹
を行うことにより緑の名所をつくる活
動で、校区単位以上の広範囲にわた
る活動規模である③公共用地におい
て花壇作りなどを行う活動で、面積が
10平方㍍以上【申請書】電話で市緑の
まちづくり協会みどり課へ請求を。
ホームページからダウンロードもで
きます【申込期間】７月１日〜30日i同
課a822-5832f822-5848
地域集会施設建設費などを助成
します

　来年度に町内会・自治会が集会施
設を建設（購入）、増改築、修繕する場
合や集会施設・会議室等を借り上げ
る場合に費用の２分の１を助成します

（要件、審査あり）。また、集会施設用
地を購入する際の融資の斡旋（あっせ
ん）も行います。i各区地域支援課、
入部出張所e電話か市ホームページ
で詳細を確認の上、８月31日までに住
所地の問い合わせ先へ。
花と緑のまちかど写真コンテスト
の作品を募集

　市内の「街路樹×まち×人」「花・緑×
まち×人」をテーマにした写真を募
集。【規定】四つ切り（ワイド可）、Ａ４サ
イズ。昨年８月１日以降に市内で撮影
した未発表の作品（３点以内）。【申し
込み】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（南区を除く）など
で配布する申込書と写真を７月31日

（必着）までに市緑のまちづくり協会
みどり課へ。申込書はホームページか
らダウンロードもできます。i同課a 

822-5832f822-5848

市有財産（土地）の一般競争入札
　詳細は問い合わせを。【説明書の配布】７月26日まで財産管理課（市役所10階）
で。市ホームページにも掲載【参加申請】７月16日〜26日に同課へ。 ※説明書の
配布・参加申請の時間は午前10時〜午後５時（正午〜午後１時を除く）【入札保証
金】入札金額の100分の５以上【入札日】８月26日㈭、27日㈮i同課a711-4176f 

711-4833
所在地 地目 実測面積 予定価格

東区千早五丁目1004番 宅地 314.84平方㍍ 9,351万円
東区香椎駅前二丁目1073番 宅地 235.87平方㍍ 8,280万円
東区香椎駅前二丁目1051番 宅地 165.62平方㍍ 6,046万円
東区香椎駅前二丁目1017番 宅地 301.24平方㍍ 11,960万円
東区香椎駅前一丁目1010番 宅地 398.85平方㍍ 13,482万円
東区香椎駅前一丁目1124番 宅地 226.13平方㍍ 9,995万円
東区香椎駅前一丁目1153番 宅地 170.53平方㍍ 6,702万円
東区香椎駅前一丁目1157番 宅地 262.41平方㍍ 8,581万円
東区香椎駅前一丁目1207番 宅地 1,674.05平方㍍ 41,517万円
東区香椎駅前二丁目1148番 宅地 269.24平方㍍ 11,712万円
西区姪の浜三丁目3616番１ 宅地 1,022.98平方㍍ 11,253万円
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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 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



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（今回は内部障
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。d７月21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。d７月17日㈯午前10時
〜午後４時（受け付けは３時半まで）
lアミカス２階（南区高宮三丁目）i

県行政書士会a641-2501f641-2503 
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

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。d７月18
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、７月
１日以降に同相談室へ。

医師による不妊専門相談
　不妊治療の医師・古賀文敏氏が相
談に応じます。d７月28日㈬午後３時
〜５時li不妊専門相談センター（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電話で
７月１日午前10時以降に同センター
へ。
「感染症の専門メンタルケア」相
談

　新型コロナウイルスに感染した人
とその関係者を対象に、臨床心理士
が電話で相談に応じます。匿名で相
談でき、プライバシーに十分配慮しま
す。英語での相談も可。【相談電話】
a737-8829d月・金曜日午後１時〜６
時i精神保健福祉センターa737-
8825f737-8827y無料

司法書士による相続・遺言相談会
　相続登記や遺言書の作成などの
他、不動産の名義変更等の相談に電
話で応じます。【相談電話】a0570-78 
3-544d８月１日㈰午前10時〜午後４
時i県司法書士会事務局a722-4131 
f714-4234y無料

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。d７月15日㈭午前10
時〜午後３時lＪＲ博多シティ会議室

（博多区博多駅中央街）y無料e不要

循環のまち・ふくおか推進プラン 
（第５次 市一般廃棄物処理基本
計画）の原案について

　【案の閲覧・配布】７月１日から環境
局計画課（市役所13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】７月31日（必着）までi同課a711-
4308f733-5907

意見募集

レーター応用」講習③商業簿記３級試
験対策講習―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。d①８月17日㈫〜
30日㈪午前10時〜午後４時（土・日曜
日を除く）②８月22日〜９月12日の日
曜日午前９時半〜午後４時半③８月31
日〜11月５日の火・金曜日午前９時半
〜正午（８月31日〜９月10日は午前10
時から）li同協会（東区千早五丁
目）a671-6831f672-2133t①パソコ
ン初心者②イラストレーターを日常
的に使っている人または同協会のパ
ソコン「イラストレーター講習」修了
者③不問c①②15人③14人（いずれ
も先着）y①３万8,000円②２万6,000
円③２万円e電話か来所で、７月２日
以降に同協会へ。

職業訓練９月生を募集
　①CADものづくりサポート科②住宅
リフォーム技術科③電気設備技術科
④ものづくり溶接科⑤ものづくりCAD
科NCコース⑥ビル管理技術科⑦住宅
リフォームCAD技術科⑧建設機械科

（⑤〜⑧ビジネススキル講習付き）―
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。d①②③９月１日㈬〜
来年２月25日㈮④９月２日㈭〜来年２
月28日㈪⑤〜⑧９月２日㈭〜来年３月
30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）a093-641-6909f093-631- 
6516④〜⑧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）a0948-22-4988f0948-22-4912 
t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c①25人②
20人③21人④15人⑤３人⑥⑦⑧４人

（いずれも選考）y無料（教科書代な
ど別）e来所で①②③７月１日〜８月６
日④〜⑧６月28日〜８月10日に住所地
のハローワークへ。

県製菓衛生師試験
　詳細は各区衛生課で配布中の受験
案内か市ホームページで確認を。【日
時】９月３日㈮午後１時〜３時【会場】県
吉塚合同庁舎（博多区吉塚本町）【受
験申込手数料】9,400円【申込期間】７
月１日〜15日i各区同課

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。d８月４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

相 談

①スクールソーシャルワーカー②
スクールカウンセラーを募集

　市立学校で児童生徒等への①支援
など②カウンセリングなどに従事。随
時受け付け。【資格】①社会福祉士ま
たは精神保健福祉士②臨床心理士ま
たは公認心理師【任用期間】任用開始
日〜来年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書】市ホームページに掲載
i教育相談課a832-7120f832-7125
母子保健訪問職員（産休代替）を
募集

　【資格】保健師または助産師【任用
期間】９月６日〜来年３月31日【募集案
内・申込書の配布】こども発達支援課

（市役所13階）、情報プラザ（同１階）、
各区保健福祉センターで。市ホーム
ページにも掲載【申込期間】７月19日

（必着）までi同課a711-4178f733-5 
534

UIJターン就職支援オンライン合
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。参加企業は50社。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
d７月27日㈫〜30日㈮午後１時〜４時
50分（28日は５時半まで）i県若者就
職 支 援 セ ン タ ーa720-8832f725-
1776tUIJターン就職希望者、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７月15日ま
で受け付けます。
老人福祉センター若久園　シニ
アのための就業支援「人生100年
時代〜仕事と健康〜」

　健康や再就職についての講座で
す。終了後に個別相談会あり。（希望
者のみ）d７月30日㈮午後１時半〜３
時 半li同 園（ 南 区 若 久 六 丁 目 ）
a511-7255f511-7558t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、７月１日
以降に同園へ。
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、電話対応の業務体験など。
d７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）a433-7780f28 
7-9330t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、７
月１日以降に同事務局へ。定員を超え
た場合のみ通知。

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「仕事に必要なワード＆
エクセル」講習②パソコン「イラスト

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

　※②の会場は、にこにこルーム（あい
れふ内）。申し込みは電話か来所で①③
④希望日の７日前まで②７月１日以降に
同センターへ。ホームページでも受け
付けます。
①ヘルシースクール（個別健康相談）
　食事指導、運動指導等を行います。詳
細はホームページで確認するか問い合
わせを。d毎日午前９時〜午後５時t市
内に住む人。他要件ありy無料
②ニコニコペース健康教室（ウォーキン
グ）
d７月17日㈯午後２時〜４時（毎月第３土
曜日開催）t市内に住む人c12人（先
着）y200円
③１日糖尿病教室（食事指導、運動指導）
d８月７日㈯午前10時〜午後３時t市内

y①〜⑥⑧無料⑦300円e電話かファク
ス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、
来所で、７月１日以降に同センターへ。

内容・日時 定員
（先着）

①今日から使える介護１日講
座　８／３㈫10:30〜14:30 ８人

②心地よい排泄（はいせつ）の
ために　
８／７㈯、11㈬10:00〜12:00

各８人

③セルフボディメイクでいつま
でも元気な体づくり　
８／９（月・休）14:00〜16:00

40人

　※①②③⑤は無料（入園料別）。申し
込みは①②③不要④⑤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、子どもの学年も書いて、７
月④24日⑤26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葉っぱのお手紙大作戦 
d７月17日㈯午前10時半〜午後２時半
c50人（先着）
②アサガオ展
d７月20日㈫〜８月29日㈰

　※各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
時間も書いて７月１日〜①16日②23日

（いずれも必着）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。
①ナイフワーク講座
　ナイフを使って箸やバターナイフな
どを作ります。d８月７日㈯午前10時半
〜午後０時半、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
②はじめよう地図とコンパス
　初心者向け。d８月14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）

　※①②のスケジュールなど詳細は
ホームページで確認するか問い合わせ
を。
①サイエンスショー「もえろ 燃焼 実験
ショー」
　火を使った実験＝写真＝で物が燃え
る仕組みを紹介します。d７月１日㈭〜
31日㈯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

④ほしのおはなし〜はじめてのプラネ
タリウム〜
　七夕をテーマに星や星座について紹
介します。d７月７日㈬午前11時45分〜
午後０時25分c220人（先着）y大人510
円、高校生310円、小中学生200円、未就
学児無料eチケットは当日同館で販売。
⑤セミナー・講座「蒸気とギアの力で船
を引きあげるソロバンドック」
　明治時代に蒸気とギア（歯車）の力で
船を陸に引き上げた「ドック」（船の建造・
修理などを行うために構築された設備）
について説明します。d７月24日㈯午後
２時半〜４時c20人（先着）y無料e

ホームページで７月１日以降に受け付け
ます。

②テーブルサイエンス「発電に隠れた
蒸気の力」
　生活に役立つ蒸気の利用について、
体験しながら学びます。d７月１日㈭〜８
月30日㈪c各回５人（先着）y無料（基
本展示室の入場券が必要）e不要
③科学実験プログラム「かんたん蒸気
船実験」
　蒸気船を組み立てて、熱を動力に変
える蒸気の力について学びます。d７月
３日〜18日の土・日曜日午前11時〜、午
後２時半〜（各回40分）c各回５組（先着。
１組３人まで）y無料e各開始時間の30
分前から整理券を配布。

　※各申し込みは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、③は希望日も書いて７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。
①羊毛遊び
　毛糸を作ります。d７月24日㈯午前10
時半〜午後０時半t小学生以上（小学
生のみの参加不可）c10組（抽選。１組２
人まで）y１組1,000円

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。申し込みは①②電話か来所で、
当日午前10時以降に同施設へ。③④電
話かメール（m mamoroom@fch.chuo.fuk
uoka.jp）に応募事項と③は希望時間も
書いて、７月１日午前10時以降に同施設
へ。
①映像シアター「おなかを痛くする悪い
やつのお話」
　映像とクイズで食中毒の原因と予防
について学びます。d７月24日㈯午前11
時半〜正午c30人（先着）
②映像シアター「クロツラヘラサギ福く
んの冒険」
　映像とクイズで絶滅危惧種や生物多
様性について学びます。d７月29日㈭午
前11時半〜正午c30人（先着）

に住む人c12人（先着）y1,000円（食事
付き）
④やせナイト塾（生活習慣改善教室）
d９月２日〜16日の木曜日と３カ月後の
フォロー教室の計４回（連続講座）。午後
７時から各２時間程度t市内に住む18歳
以上で運動に支障のない人c８人（先
着）y1,000円

④もしもに備える遺言　
８／19㈭13:30〜15:30 45人

⑤おむつを知って上手に当て
よう　
８／21㈯、25㈬10:00〜12:00

各８人

⑥知っているようで知らない年
金講座　８／26㈭13:30〜15:30 45人

⑦自助具製作教室（長柄ブラ
シを作ります）　
８／28㈯14:00〜16:00

10人

⑧もしものための話し合い　
８／30㈪14:00〜16:00 45人

③こどもスケッチ大会作品展
d７月20日㈫〜８月29日㈰
④植物ってこんなに面白い 植物の力〜
虫〜
　昆虫を利用する植物の力について学
びます。d８月７日㈯午後１時半〜４時t

小学生c20人（抽選）y500円
⑤親子体験教室〜葉脈標本づくり〜
d８月９日（月・休）午後１時半〜３時半t小
学生と保護者c18組（抽選。１組４人ま
で）

②生キャラメル作り
　牛乳、生クリーム、バターを使って作
ります。d７月26日㈪午前10時〜午後０
時半t６歳以上（小学生以下のみの参
加不可）c８組（抽選。１組２人まで）y１
組1,050円
③子どもの牧場１日体験
　家畜の世話などをします。ソフトク
リーム付き。d７月30日㈮、８月７日㈯午
前９時〜午後１時t小学３〜６年生c各
10人（抽選）y1,000円

③身近な昆虫の標本づくり
　３種類の標本を作ります。d７月31日
㈯午前10時半〜午後０時半、２時〜４時
t小学４〜６年生c各15人（先着）
④生きている化石 カブトガニ教室
　カブトガニに触れながら＝写真、その
生態や産卵場である今津干潟の環境に
ついて学びます。d８月１日㈰午前10時
半〜正午t小学生以上c30人（先着）

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）

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）

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）

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）

７月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。②の会場は博多体育館（博多区山王一丁目）、上履きを
持参。c①②なし③10組（先着）④15人（先着）⑤25組（先着。１組１個）y①②④無
料③200円⑤100円e①②不要③⑤電話かファクス、来所で、７月③２日⑤１日以降
にあいくるへ。④当日正午から整理券を配布。

内容 日時 対象
①グリーンタッチ（花の手入れ） ７／３㈯13:30〜15:30 幼児〜高校生

②あいくるがやってくる（親子あそび） ７／14㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児

③木育おもちゃのひろば ７／14㈬10:00〜12:00 乳幼児

④お手玉あそび ７／17㈯14:00〜15:00 幼児〜高校生

⑤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。

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）

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

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。
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情報BOX 福岡市政だより
令和3（2021）年７月１日 8施設の情報

●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


