情報 BOX

講座

催し 教室 講演

〒 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。
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応 募 事 項

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

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）
● 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

※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。

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。
7/

老人福祉センター舞鶴園 高齢者認知症予防検査
2
「ファイブ・コグ」
（脳の機能の検査）
31
●

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28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。

7/

26

2

土

7/

31

東・博多障がい者フレンドホーム作品展
in アクロス福岡

土
●

▽

▽

障がいのある人による絵画やはがき絵、
書道などの作品を展示しま
月
●
d
東障がい者フレンドホーム分＝
７月26日㈪〜８月
１日㈰ 博多
す。
他
障がい者フレンドホーム分＝８月２日㈪〜８日（日・祝）いずれも午前10時
〜午後６時 ※１日、
８日は４時までlアクロス福岡２階（中央区天神一
丁目）i東障がい者フレンドホームa621-8840f621-8863y無料

7/

29
木
●

7/

30
金
●

3

く

ら

ぶ

マイフ

a＃7119

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）

▼▼

小児科
内科

▼

☎847-1099

土 曜 日

水素ステーション（中央区荒津二丁目）や市科学館（中央区六本松
四丁目）などを巡ります。d午前10時〜午後３時半l集合はまもるー
む福岡
（中央区地行浜二丁目）i環境政策課a733-5381f733-5592t
市内に住む小学生以上の子どもと保護者c40人（抽選。
１組５人まで）
y無料e往復はがき
（〒810-8620住所不要）
かファクス、メール（m k-s
eisaku.EB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項を書いて、
７
月12日〜19日
（必着）
に同課へ。当選者のみ通知。

ココロンキャンパス 日本における外国人・民族的マイ
4
ノリティの子ども〜家族支援の現場から〜
4
●
水

コリアNGOセンター事務局長の金光敏氏と下関市立大学特任教員
の石川朝子氏による対談をYouTube（ユーチューブ）で配信します。コ
コロンセンター（中央区舞鶴二丁目 あいれふ８階）での視聴も可。詳
細はホームページで確認するか問い合わせを。d午後２時50分〜４時
20分iココロンセンターa717-1237f724-5162c会場30人（先着）※
オンラインは定員なしy無料eファクスに応募事項と参加方法、会場
での参加を希望で車いすの貸し出しを希望する人はその旨を書いて、
７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。定員
を超えた場合のみ通知。

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。
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。

●小児救急医療電話相談

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。

日 内科、小児科

「バランストンボ」と「うぐいす笛」を作ります。d午前10時〜11時半
li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665t５歳以上と保護者c10
人（先着）y１作品300円（入園料別）e電話か来所で、
７月15日以降に
同園へ。

8/

陶芸講師と一緒に高取焼の小皿を作ります。d午前10時〜正午、午
後１時半〜３時半l同園陶芸場（早良区百道一丁目）i同園a8047750f804-7751t市内に住む小学４〜６年生c各８人（先着）y500円
e電話か来所
（早良区重留七丁目）
で、
７月15日以降に同園へ。

●救急車を呼ぶべきか
迷ったときは

平

火

夏休み子ども陶芸教室

夜間・休日急患診療

午後７時半〜翌朝６時半

午後５時〜翌朝７時半
午後７時〜翌朝７時半

▼

内科、
小児科、
外科、
産婦人科
午前９時〜翌朝７時半
日・祝休日
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。

●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。

ゆらゆらバランストンボとうぐいす笛教室

再生可能エネルギーについて楽しく学べる
2
夏休み環境ひみつ調査隊
3
●

①
「まわしよみ新聞」
３種類の新聞を引用してオリジナルの新聞を作
ります。②「アサーティブコミュニケーション」自分と相手を尊重した
伝え方を学びます。③「自由懇談タイム」d①午後０時半〜２時半②２
時45分〜４時15分③４時20分〜５時lあすみん（中央区今泉一丁目）
iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081c15人
（先着）y1,000円（希望講座のみの受講可。ただし全て受講したときと
同料金）e電話かファクスに応募事項と希望講座名を書いて、
７月15
日以降に同事務局へ。

3

3 楽水園

8/

Ｒ60倶楽部 m if塾のコミュニケーション講座

老人福祉センター早寿園

d午前10時〜11時半li同園
（中央区長浜一丁目）a771-7677f7160046t市内に住むおおむね60歳以上c10人（先着）y500円e電話か
ファクス、来所で、
７月15日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通
知。

７月22日（木・祝）

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）
電

区

話

東

651-3835

南

541-3299

博多

441-0020

城南

831-7979

西

882-3145

診療科

診療日時

内科・小児科

内科

日・祝休日の
午前９時
〜午後４時半

※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。

●外科当番医（７月後半の日・祝日）

診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。

７月18日㈰
a291-3434
原三信病院（博多区大博町１-８）
a591-8088
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）
a771-6361
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）
（南区曰佐五丁目３-15）a558-0081
福岡脳神経外科病院
a807-8811
昭和病院（西区徳永大町911-１）
a891-2511
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）

貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）
木村病院（博多区千代二丁目13-19）
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）

a632-3333
a641-1966
a831-6031
a821-4731
a861-2780
a881-1331

７月23日（金・祝）
a641-1100
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）
a608-0001
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）
a641-2761
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）
a781- 6381
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）
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
７月25日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40） a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）a721-5252
a565-3531
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）
a831- 6911
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）
a841-0835
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）
a891-2511
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）
※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。

福岡市政だより
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講座

応募等のはがきの料金は 63 円です。

令和3
（2021）
年７月15日

催し 教室

情報 BOX

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

8/

8/

市博物館 みんなのミュージアムサマー
2
「チャレンジ考古学」
4
●
水
他

8/

4

市埋蔵文化財センターとのワークショップ。クイズやパズルなどを
通して、身近な考古学について学びます。d８月４日㈬、
５日㈭午前10
時〜正午、午後１時〜３時
（受け付けは各終了時間の30分前まで）li
同館（早良区百道浜三丁目）a845-5011f845-5019c各日100人（先
着）y無料e不要

2

デ

実物そっくりに作られた料理モデルを使って、バランスの良い食事
について学びます。
管理栄養士のアドバイスを受けることもできま
他
す。d８月４日㈬、20日㈮午前10時、11時、午後１時、
２時から（各40分）
lウエルネスレストラン（中央区舞鶴二丁目 あいれふ２階）i健康づ
くりサポートセンターa751-2806f751-2572t体重増加が気になる小
学生と保護者c各回４組（先着。
１組３人まで）y無料e電話かメール
（m yoyaku@kenkou-support.jp）
に参加者全員の応募事項と希望日時
を書いて、
７月15日以降に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

木
●

3 今宿野外活動センター

コレクティブふくおか＋ オープンセミナー
（入門編）
3
5
●
木

プラス

土
●

8/

7

土
●

マリンスポーツ教室

詳細は問い合わせを。ウインドサーフィン、シーカヤック、パドルサーフィンの
各コース。d８月８日（日・祝）午前９時15分〜、11時〜、午後１時〜（各60分）lマリ
ナタウン海浜公園（西区愛宕浜三丁目）i市海浜公園a822-8141f822-8147t
小学３年生以上（小学生は保護者同伴）c各コース各回10人（先着）y各2,000円
e７月15日以降に情報プラザ（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７月30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。

優しさを伝えるケア技術
「ユマニチュードⓇ」Vol.８
〜会いに行くときは、どこでも、必ずノック〜

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。
会いに行くときは必ずノックをしてください。
「私がこ
れから会いに行きますよ」と音で予告をすることが、良
い時間を共に過ごす幕開けになります。
「あなたの空間
と時間を尊重しています」と伝えるための技術です。障
子でも、ふすまでも同じです。
ノックをしたら、返事を待
ちましょう。
i認知症支援課a711-4891f733-5587

8/

7

土
●

8/

7

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、
７月15日以降に同ゴルフ場へ。

3 もーもーらんど油山牧場

アイスクリーム作り体験

d午前10時半〜11時半li同牧場
（南区柏原）a865-7020f865-7040t
６歳以上（小学生以下のみの参加不
可）c８組
（先着。
１組５人まで）y１人
400円e電話で７月15日以降に同牧
場へ。

3

く

ら

ぶ

Ｒ60倶楽部 ポシェット＆トートバッグ教室

外出に便利なポシェットを作ります。希望者はトートバッグを作るこ
とも可能。d午後１時半〜４時半lアミカス（南区高宮三丁目）iアラ
カンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081c10人（先着）
y１作品3,500円e電話かファクスで、
７月15日以降に同事務局へ。

3

オンライン家族料理教室
サ マ ー
〜あちゃら漬けでごちそうsummer〜

オンラインを利用して、自宅であ
ちゃら漬けなどを作ります。詳細は市
ホームページで確認を。d午前10時
〜午後1時i健康増進課a711-4374
f733-5535t市内に住む小中学生と
保護者等（18歳以上）c30組（抽選）
y無料e市ホームページで7月21日
まで受け付けます。

あちゃら漬け

「コレクティブふくおか＋」
とは、
若者が中心となって
「よりよいふくお
か」
に向けて自分たちができる行動を考えていくプロジェクトです。
クロ
スフィールズの小沼大地氏による講演と、
福岡で活動するNPOの若手実
践者とのグループディスカッションをウェブ会議サービス
「Zoom（ズー
ム）
」
で開催。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午後
７時〜９時i市民公益活動推進課a711-4283f733-5768t市内に住む
か通勤・通学する人c80人
（先着）y無料eホームページで７月15日以
降に受け付けます。
９月から始まる実践編も７月15日以降に受け付け。

講座・教室 海っぴビーチ

7

今宿の自然を撮ろう

講師の指導の下、センター内を散策しながら写真を撮影します。デ
ジタルカメラなどの持参が必要。高校生以下は保護者同伴。d午前10
a806-3114f806時半〜午後０時半li同センター
（西区今宿上ノ原）
3115c20人（先着）y500円e電話で７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。

8/

8/

九州大学の学生と一緒に九州大学伊都キャンパスの生物多様性保
全ゾーン
（西区桑原）
を歩いて、生き物の採集や観察を行います。現地
集合・解散。d午前９時半〜正午iまもるーむ福岡a831-0669f8310670t小学３〜６年生（保護者同伴）c15人（先着）y30円e電話か
メール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、
７月15日午前10時以降
に問い合わせ先へ。

過去の同体験

5

土

ー

夏休み 親子ウエルネスレストラン開放Day
in あいれふ

水
●

8/

九大生×まもるーむ福岡 自然観察会
3
「採るぞ、知るぞ、
学ぶぞ。
この夏のダーウィンは君だ」
7
●

催 し 「キリギリスとアリ」
んまつーポス

スペシャルダンスパフォーマンス

小学生以下は保護者同伴。観覧者（先着80人）と公演に出演する小学生（抽選
10人。午後３時から事前ワークショップあり）を募集。詳細はホームページで確認
するか問い合わせを。d８月15日㈰午後６時半〜７時15分lアジア美術館（博多
区 下 川 端 町 リバレインセンタービ ル７階 ）i市 文 化 芸 術 振 興 財 団a2636265f263-6259y無料（ワークショップは500円）eホームページで７月15日以降
に受け付けます。※公演に出演を希望する小学生は８月８日までに申し込みを。

催 し

今津リフレッシュ農園 ブドウ収穫体験

１口当たり２房のブドウ
（ニューベリーＡ）
＝写真
＝を収穫できます。d８月20日㈮〜22日㈰、27日
㈮〜29日㈰午前９時〜午後４時li同農園（西
区今津）a806-2565f806-2570t市内に住む人
c2,200口（抽選。
１組３口まで）y１口300円e往
復はがき
（〒819-0165西区今津5685）
に応募事項
と希望日
（変更不可）
、希望口数を書いて、
７月15
日〜24日（必着）に同農園へ。来所でも受け付け
ます
（往復はがきを持参してください）
。

情報 BOX
応募事項

講座

催し 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。

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

8/

市埋蔵文化財センター 考古学講座「赤色顔料からわ
3
かる弥生時代・古墳時代の葬送儀礼の一端」
7
●
土

九州国立博物館名誉館員の本田光子氏が話します。d午後１時半
〜３時li同センター（博多区井相田二丁目）a571-2921f571-2825
c50人
（抽選）y無料eメール
（m maibun-c.EPB@city.fukuoka.lg.jp）
で
７月28日までに同センターへ
（１通につき１人）
。来所でも受け付けます。

●氏名
（ふりがな）
●年齢

土

ウェブ会議サービス
「Zoom（ズーム）
」
を利用します。九州大学の先生
らによる海藻の主成分から持ち運べる水を作る実験や顕微鏡で見ら
れるナノの世界の生配信など。必ず保護者と一緒に参加してくださ
い。d午 後１時 半 〜４時15分i市 産 学 連 携 交 流 センタ ー 管 理 室
af806-9877t市内に住む小中学生c20人（抽選）y無料eメール
（m sangaku@bm.nnr.co.jp）に応募事項と学校名、保護者氏名を書い
て７月20日までに問い合わせ先へ。当選者のみ通知。

火

福岡よかトピア国際交流財団
3
日本語ボランティア養成講座
10
●
火
他

月・休
●●

2

プロのダイバーと一緒に地行浜の海の生き物を観察した後、ビー
チの清掃も行います。詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。d午前８時半〜午後０時半lシーサイドももち海浜公園（中央区
地行浜二丁目）iふくおかFUNaf407-6970t小学３〜６年生と保護
者c20人
（先着。1組３人まで）y１人1,000円eメール
（m fukuokafun@
outlook.jp）に参加者全員の応募事項とメールアドレスを書いて、7月
15日以降に問い合わせ先へ。

講座・教室 あいくる

夏休みワクワク体験教室

未就学児は保護者同伴。詳細は問い合わせを。liあいくる（中央区今泉一
丁目）a741-3551f741-3541c①各６人（先着）②各15人（先着）③各10人（先着）
④５人
（抽選）
⑤各５人
（抽選）y無料e①②③当日正午から整理券配布④⑤往復
はがき
（〒810-0021中央区今泉１-19-22）
かメール
（m info@jidoukaikan-aikuru.or.
jp）に応募事項と希望教室（第２希望まで記入可）
、⑤は希望時間も書いて、
７月
20日
（必着）
までにあいくるへ。来所でも受け付けます。⑤は電話でも受け付け。
内容
日時
対象
①エコ万華鏡作り

７／25㈰13:00〜、
14:00〜、
15:00〜
幼児〜高校生
（各50分）

②プラバンで世界の国旗を ７／27㈫13:00〜、
14:30〜
つくろう
（各１時間）

幼児〜高校生

③自分だけのメダルをつく ８／３㈫13:00〜、14:30〜
ろう
（各１時間）

幼児〜高校生

④Web（ウェブ）
デザイナー ８／４㈬、
11㈬、18㈬、25㈬、
26㈭
になろう
14:00〜15:30（連続講座）

小学５年
〜高校生

⑤自分で作る・読む
「点字」 ８／７㈯13:00〜、14:30〜
を学ぼう
（各１時間）

小中高生

講座・教室 市ヨットハーバー

①ジュニアヨット教室
②親子ディンギーヨット体験セーリング

ホームヘルパースキルアップ研修
3
高次脳機能障がいの理解と対応
19
●

d８月①１日㈰午前10時〜午後２時半②７日㈯、
８日（日・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 ）a882-2151f8812344t市内に住む①小学３年〜中学生②小学生と保護者のペアc①10人②各
回10組（いずれも先着）y①1,500円②１組2,000円eホームページで７月15日以
降に受け付けます。

d午前10時〜午後２時半lあいあいセンター７階（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７月15日以降に同センターへ。
定員を超えた場合のみ通知。

講座・教室 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雁の巣ジュニアテニススクール体験会

①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）
。雨天中止。d８月①２日㈪、16日㈪、23日㈪、30日㈪午前９時〜10
時半②15日㈰午後２時〜３時、４時〜５時li同センター（東区奈多）a6063458f607-9057t①小学生以上（小学生は保護者同伴）② 午後２〜３時＝６歳
〜小学３年生 ４時〜５時＝小学４〜６年生（保護者同伴）c①各30人（先着）②各
16人
（抽選）y①無料
（ポールレンタル代300円）
②1,100円e①当日午前８時45分
から同センター球技場管理棟で受け付けます。②往復はがき（〒811-0204東区奈
多1302-53）かファクスに応募事項と希望時間を書いて、
８月８日（必着）までに同
センターへ。来所、
ホームページでも受け付けます。
▽

9

8/

木

海っぴビーチ 親子でシュノーケリング体験

日本語の指導方法や基礎知識等を学びます。一部ウェブ会議サー
ビス「Zoom（ズーム）
」での開催もあり。詳細は７月15日以降にホーム
ページで確認を。d８月10日㈫〜10月14日㈭午後７時〜８時半（全10
回）li同財団
（博多区店屋町 市国際会館）a262-1724f262-2700t
市内に住むか通勤・通学する人で、講座修了後にボランティア活動が
可能な人
（過去受講者、現在日本語教室でボランティアをしている人、
日本語教師有資格者を除く）c25人
（抽選）y無料eファクスかメール
（m nihongo@fcif.or.jp）に応募事項とメールアドレスかファクス番号、
応募動機（100字程度）
、オンライン開催分の受講場所（自宅または会
場）
を書いて、
７月15日〜29日に同財団へ。

▽

8/

障がいのある人が親が亡くなった後に安心して暮らすための法律
や制度について学びます。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〜４時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市
身体障害者福祉協会 市障がい者110番a738-0010f791-7687t市内
に住む障がい者の家族c36人（先着）y無料e７月15日からホーム
ページに掲載する申込書を問い合わせ先へ。

8/

老人福祉センター早寿園
3
シニアのためのリラックスヨガ講座
7
●

d８月７日〜12月18日の第１・３土曜日午後１時〜２時半（連続講座）
li同園
（早良区重留七丁目）a804-7750f804-7751t市内に住むお
おむね60歳以上c12人（先着）y無料e電話か来所で、
７月15日以降
に同園へ。

※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。

法律を通して親なき後を考える
3
〜どう残せば安心して暮らせるか〜
10
●

8/

土
他

●電話番号
●小中高生は学年

12

8/

8/

小中学生向け夏休み体験実験
（オンライン）
3
「ぷよぷよゲルの世界と電子顕微鏡ライブ」
7
●

福岡市政だより

令和３
（2021）
年７月15日

講座・教室 城南障がい者フレンドホーム
④は希望日のみの参加も可。li同ホーム
（城南区南片江二丁目）a861-1180
f861-1123t市内に住む①③⑤⑥小学生や障がい児（③は障がいのある小学
生以上も可）②不問④小学生・障がい児と保護者c①〜③⑤⑥８人④６組（いず
れも先着）y①600円⑤⑥500円②③④無料e電話か来所で、
７月15日以降に同
ホームへ。
内容
①観葉植物のカラーサンドアート

日時
７／27㈫10:30〜12:00

②だれでもぬり絵
（塗り方や色の配分を学びます） ７／27㈫13:00〜15:00
③パラスポーツ体験
（ボッチャなどを体験します）
④親子書道教室
（初心者も可）

７／29㈭10:00〜12:00
８／１㈰、
７㈯10:00〜11:30
（連続講座）

⑤お菓子作り
（韓国のかき氷パッピンスを作ります）８／３㈫13:30〜15:30
⑥夏休み工作
（ステンシルを作ります）

８／６㈮10:00〜12:00

福岡市政だより

11

講座

催し 教室

令和３
（2021）
年７月15日

情報 BOX

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

8/

8/

うつ病家族教室
3
「うつ病について、家族ができる支援とは」
19
●
木

8/

19
木
●

d午後１時半〜３時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i市精神保健福
祉センターa737-8825f737-8827tうつ病を治療している人の家族
c20人（先着）y無料e電話かメール（m phwb-uketuke@city.fukuo
ka.lg.jp）
に応募事項と日中連絡可能な電話番号、
治療を受けている人
との続柄を書いて、
７月15日以降に同センターへ。

2 九州交響楽団 三大交響曲の夕べ
シューベルトの交響曲第７番ロ短調「未完成」などを演奏します。未
就学児は入場不可。d午後７時〜９時l福岡サンパレスホテル＆ホール
（博多区築港本町）i九響チケットサービスa823-0101f822-8833yＳ
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a01208000-29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。

まもるーむ福岡 ふくおか環境連絡交流会
2
「生きもの写真でかたろう」
28
●
土

9/

うきは市のつづら棚田をめぐる森林セラピー体験
2
4
●
土

8/

老人福祉センター若久園
2
認知症カフェ
（若久園カフェ）
20
●
金

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）a511-7255f5117558t市内に住む人c10人（先着）y無料e電話か来所で、
７月27日
以降に同園へ。

8/

あつまれグローバルキッズ FCIF（フクオカ シティー イン
2
ターナショナル ファウンデーション）ファミリー夏祭り
26
●
木

外国人家族との交流や保健師などへの子育て相談、文具や子ども
服の交換会などもあり。詳細はホームページで確認するか問い合わ
せを。d午前10時〜正午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）a262-1744f262-2700t３歳〜小学生と保護者
c20組
（抽選。保護者は１人のみ）y無料eホームページで７月15日〜
８月２日に受け付けます。

講座・教室 まもるーむ福岡
小学生以下は保護者同伴。liまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）
a831-0669f831-0670t①②③不問④小学生c①各30人②③30人④15人（い
ずれも先着）y無料e①④電話かメール
（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）
で、
７月15日午前10時以降に同施設へ。②③電話か来所で、当日午前10時以降に同
施設へ。
内容

日時

①カブトムシ観察会
（実物のカブトムシを観察し、
成長に ８／７㈯、14㈯
ついて学びます）
10:30〜11:00
②映像シアター
「辛子めんたいこって何でできている
の？（
」身近な食品の表示について学びます）

８／７㈯11:30〜12:00

環境活動を行う団体・個人向けの交流会です。動物カメラマンの津
田堅之介氏が写真の撮り方について話します。オンラインでの参加も
可（先着25人）
。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）c30人（先着）y無料e電話かメール
（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、
７月15日午前10時以降に同施
設へ。オンライン参加の場合はホームページで申し込みを。

森林セラピー体験のほか、合所ダム周辺林での森林保全活動、馬
場キャンプサイトでのバーベキューやピザ作り体験など。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせを。d午前８時〜午後５時lうきは
市浮羽町。集合・解散は福岡市役所i福岡都市圏広域行政事業組合
事務局a733-5004f733-5005t福岡都市圏に住む人で傾斜のある林
道の歩行が可能な人（中学生以下は保護者同伴）c30人（抽選）y無
料eはがき（〒810-8620住所不要）かメール（m fukuokatoshiken@nif
ty.com）に参加者全員の応募事項と携帯電話番号、アレルギーなど配
慮の必要がある人はその旨も書いて、
７月15日〜８月13日（消印有効）
に同事務局へ。当選者のみ通知。

9/

来て・見て・聴いてん 市消防音楽隊
2
ふれあいコンサート
19
●
日

エル・カミーノ・レアル、鬼滅の刃メドレーなどを演奏します。d午後
２時〜３時半lなみきホール（東区千早四丁目 なみきスクエア内）i
消防局総務課a725-6511f791-2535c350人（抽選）y無料e往復は
がき
（〒810-8521住所不要）
に応募事項と参加人数
（４人まで）
を書いて
７月12日〜８月６日（消印有効）に同課へ。ホームページでも受け付け
ます。

催 し

舞鶴公園 まいづる朝のラジオ体操

雨天中止。d７月26日㈪〜８月20日㈮の平日午前８時40分〜50分l同公園陸
上競技場東側
（中央区城内）i同公園a781-2153f715-7590y無料e不要

催 し

市科学館

①市動物園×市科学館 企画展「はっけん キリン展」でキリンの「なぜ？」を見
てみよう 市動物園の動物情報館ZooLabo（ズーラボ）と共同で、キリンと同じ目
線が体験できる骨格標本やクイズなどで学びます。
８月８日（日・祝）には解剖学者
の郡司芽久氏の講演もあり。②講演会「トーマス・グラバーと新しい時代の日
本」長崎市のグラバー園名誉館長のブライアン・バークガフニ氏が話します。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22日（木・祝）〜８
月29日㈰午前９時半〜午後６時②８月14日㈯午後１時半〜３時半li同館（中央
区六本松四丁目）a731-2525f731-2530c①なし②250人（先着）y無料e①不
要②ホームページで７月12日正午から受け付けます。

福北連携コーナー
ビースターズ

③映像シアター
「おうちがなくなる？（
」外来生物につい
て学びます）

８／14㈯11:30〜12:00

④超低温の世界を体験しよう
（マイナス196℃の液体窒
素を使って、
物の変化を観察します）

８／21㈯14:00〜15:30

講座・教室 花畑園芸公園

夏休み自由研究応援講座
①植物と昆虫の関係②昆虫を科学する

d①７月25日㈰②８月７日㈯いずれも午前10時半〜正午li同公園（南区柏原
七丁目）a565-5114f565-3754t５歳〜小学生
（保護者同伴）c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、
７月①18日②31日以降に
同公園へ。

BEASTARS展

週刊少年チャンピオンで連載され、動物版
ヒューマンドラマとして注目を集めた同作品
の展覧会。カラーイラストを含む直筆原稿の
ほか、キャラクターの立体ポップなども展示し
ます。d７月10日㈯〜８月29日㈰午前11時〜午
後７時（８月７日〜15日は８時まで。いずれも入
館は閉館30分前まで）x火曜日（８月10日、17
日、24日は開館）li北九州市漫画ミュージア
ム（北九州市小倉北区浅野二丁目 あるある
City５階 ）a093-512-5077f093-512-5130y一
般800円、中高生400円、小学生200円、未就学
児無料

©️ 板垣巴留
（秋田書店）
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マンションなどで貯水槽を設置して
いる場合は、水質維持のために定期
的な点検や清掃が必要です。なお、飲
用水の消毒状態を家庭で確認できる
「水質検査キット」
を各区衛生課、情報
プラザ（市役所１階）で無料配布して
います。i生活衛生課a711-4273f7
33-5588

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

①「心の輪を広げる体験作文」②「障
がい者週間のポスター」
を募集
テーマは①「障がいのある人とな
い人との心のふれあい体験」②「障が
いのある人とない人との相互理解の
促進」※規格など詳細は、市ホーム
ページで確認するか問い合わせを。
【対象】市内に住むか通学する①小学
生以上②小中学生【申し込み】応募事
項と作品名、生年月日、障がいの有無
と程度、ファクス番号、職業または学
校名（学年）を書いた用紙と作品を郵
送（〒810-8620住 所 不 要 ）で９月１日
（必着）までに障がい者支援課へ。i
同課a711-4985f711-4818

令和３年度版の住まいに関する冊
子
（３種）
ができました
「住まいづくりの手引き」
「マンショ
ン管理の手引き」
「賃貸住宅住まいの
手引き」を住宅相談コーナー（市役所
３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
で無料で配布中。※原則１人１冊。分
譲マンション管理組合などで複数部
を必要とする場合は事前に住宅計画
課へ相談を。市ホームページにも掲
載。i同課a711-4808f733-5589

お住まいのマンションの管理規約
を診断します
マンション管理士が、マンション管
理規約の適正性を診断します。d７月
28日㈬、
８月11日㈬、25日㈬、
９月８日
㈬、22日㈬午後１時〜３時l住宅相談
コーナー（市役所３階）i住宅計画課
a711-4598f733-5589t市内の分譲
マンション管理組合の役員（理事長、
理事など）c各日２組（先着。
１組２人
まで）y無料e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

防災レシピコンテストを開催
市民防災センターでは、ポリ袋（食
品用ビニール袋）を使って保存食（常
温で半年以上保存可能なもの）で作
ることのできるレシピを募集していま
す。副賞あり。詳細はホームページで
確認を。
【応募方法】
メール
（m bousai
119@city.fukuoka.lg.jp）に応 募 事 項
と作品名、調理方法を書いて、
８月15
日までに同センターへ。材料一式、調
理中、完成品の写真を１枚ずつ添付し
てください。i同センターa847-5990
f847-5970

雇用調整助成金について
新型コロナウイルス感染症の影響
で、事業活動の縮小を余儀なくされ
た事業主が、労働者の雇用を維持す
るため、労働者に対して一時的に休業
等を行った場合に、休業手当などの
一部を助成します。
【対象】最近１カ月
間の売上高または生産量などが前年
同月比５％以上減少しているなど、国
が定める条件を満たす全ての業種の
事業主【支給額】労働者へ支払う休業
手当等の一部（特例に該当した場合
最大全額。
１人日額上限１万5,000円）
。
詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。i福岡助成金センター
雇用調整助成金分室a402-0537f40
2-0541

休業中に賃金を受けることができな
かった人へ―新型コロナウイルス感
染症対応休業支援金・給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響
により休業を余儀なくされた労働者
のうち、休業中に賃金（休業手当）を
受けることができなかった人に支給し
ます。
【 対象】主に以下の条件に当て
はまる労働者（パート・アルバイトも
可） 令和２年４月１日から令和３年８
月31日（予定。大企業の場合は一部対
象期間が異なる）までに、事業主の指
示により休業した その休業に対す
る賃金（休業手当）を受けることがで
きない【支給額】休業前の１日当たり
の平均賃金の８割を、休業実績に応じ
て支給します。大企業の支給額は令和
２年４〜６月は６割。いずれも日額上限
１万1,000円（令和３年５月以降は9,900
円）
。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。i新型コロナウイ
ルス感染症対応休業支援金・給付金
コールセンターa0120-221-276

市地下鉄・JR九州共通カード
「ワイ
ワイカード」の払い戻しを終了し
ます
払い戻しは来年３月31日㈭まで。市
地下鉄全駅とJR九州の一部の駅で受
け付けています。郵送での手続きも
可。手数料は不要。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。iお
客様サービスセンターa734-7800f
734-7801

ワイワイカード

市民後見人養成研修の受講者を
募集
９〜12月に開催する同研修を受講
するには事前説明の動画視聴が必要
（申し込み不要）
。同研修への申込方
法など詳細はホームページで確認
を。
【 動画配信期間】
７月26日㈪午前
10時〜８月13日㈮午後５時 ※30分程
度【対象】20〜70歳（来年３月31日時
点）
。他要件ありi市社会福祉協議会
あんしん生活支援センターa751-4338
f751-1509

「明るい選挙」
啓発ポスターを募集
「明るい選挙」をテーマにしたポス
ターを募集。
【 規定】四つ切りか八つ
切り。画材は自由【対象】市内の小学
校〜高校に通学する人【申し込み】作
品の裏に応募事項を書いて９月６日
（必着）までに学校がある区の選挙管
理委員会へ持参。学校を通しての応
募も可。i市選挙管理委員会a711-4
682f733-5790、各区選挙管理委員会
（各区役所内）

※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。

【応募期間】
８月２日〜９月10日（消印
有効）i県薬務課a651-1111f643-3
305

ふくおか「働き方改革」推進企業
を認定します
【対象】市内に本店または主たる事
務所を有する企業【要件】年次有給休
暇の取得促進や仕事と子育ての両立
の支援など、市が定める基準を満たし
ていること【申請書の配布】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２階）
、情
報プラザ（市役所１階）などで。市ホー
ムページにも掲載
【申請期間】
８月２日
〜31日
（消印有効）i経営支援課a44
1-1232f441-3211

市立スポーツ施設の指定管理者
を募集

要介護・要支援認定者と事業対象
者に「介護保険負担割合証」を７月下
旬に送付しますので、
８月１日からの
自己負担割合を確認してください。な
お、この証は介護保険のサービスを
受ける際に必要です。介護保険被保
険 者 証と一 緒にケアマネジャーや
サービス事業者に提示してください。
i各区福祉・介護保険課

来年４月から次の施設を管理運営
する事業者を募集します。
【 施設】
体育館＝東（東区香住ケ丘一丁目）
、
博多
（博多区山王一丁目）
、南
（南区塩
原二丁目）
、城南（城南区別府六丁
目）
、早良
（早良区四箇六丁目）
、西
（西
区拾六町一丁目）
、ももち（早良区百
道二丁目） 市民プール＝東（東区名
島二丁目）
、博多（博多区東那珂一丁
目）
、中央
（中央区西公園）
、南
（南区三
宅三丁目）
、城南（城南区片江一丁
目）
、早良
（早良区曙一丁目） 野外活
動施設＝今宿野外活動センター（西
区今宿上ノ原）
【募集案内】
７月15日〜
８月20日に市ホームページに掲載【申
込期間】
８月27日
（必着）
までiスポー
ツ施設課a711-4099f733-5595

博多体育館・西体育館で各種健診
を行います

最低賃金引き上げのための業務
改善助成金のお知らせ

新型コロナウイルス感染症のワク
チン集団接種会場として使用するた
め、さざんぴあ博多・さいとぴあで行
われる予定の各種健診を博多体育館
（博多区山王一丁目）
・西体育館
（西区
拾六町一丁目）に変更します。詳細は
市ホームページで確認するか問い合
わせを。d博多体育館＝来年２月25日
㈮、
西体育館＝９月９日㈭、10月８日㈮、
12月８日㈬、来年２月４日㈮、
３月３日㈭
i健康増進課a711-4374f733-5535
e電 話（a0120-985-902）かファクス
（f0120-931-869）
で、集団検診予約セ
ンターへ。
「けんしんナビ」ホームペー
ジでも受け付けます。

次の①②を実施する、事業所規模
100人以下および事業場内最低賃金
と地域別最低賃金の差額が30円以内
の中小企業事業者に対し、業務改善
助成金を支給します。①事業場内で
最も低い時間給の引き上げ（20円以
上）②労働能率の増進のための設備・
機器の導入、経営コンサルティングの
実施など。
【 支給額】事業場内最低賃
金の引き上げ額および引き上げる労
働 者 数に応じて、上 限 額20〜450万
円。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。i 業務改善に関
して＝福岡働き方改革推進支援セン
ターa0800-888-1699f433-1277 支
援事業に関して（申請先）
＝福岡労働
局企画課a411-4763f411-4895

介護保険負担割合証を送付しま
す

住居確保給付金の再支給の申請
期間が９月末まで延長されました
同給付金は、離職、廃業または休業
等での収入減少により、
経済的に困窮
し住居を失う恐れのある人に対して、
家賃相当分の給付金を支給して住居
の確保と就職に向けた支援を行う制
度です。これまで一度給付金の受給
が終了した人は「雇用主の都合により
新たに解雇された場合」のみ再受給
が可能でしたが、今年２月の改正で、
受給終了後に「雇用主都合による解
雇以外の離職、廃業、休業等により減
収した場合」も再受給が可能となって
います。支給期間は３カ月で、延長は
ありません。また、
９月末までに申請し
た場合は、職業訓練給付金との併給
が可能です（ただし今年５月以前の支
給を除く）
。詳細は市ホームページで
確認を。
【申請期間】
９月30日（消印有
効）までi市生活自立支援センター
a0120-17-3456f732-1190、
同センター
分室a0120-20-0607f791-7353

「薬物乱用防止」啓発ポスターを
募集
規定や応募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。

▽

貯水槽は定期的に点検・清掃を

７月19日㈪に市内全域で、同法の違
反防止等を目的に建築工事現場の一
斉パトロールを行います。i監察指
導課a711-4719f733-5584

●電話番号
●小中高生は学年

▽

海辺の景観を生かして西区小田か
ら西浦までの歩道が整備されました。
休憩スポットもあり。i西部道路課a
733-5510f711-4466

「建築基準法」
市内一斉パトロール

●氏名
（ふりがな）
●年齢

▽

Fukuoka West Coast（フクオカ ウ
エスト コースト）歩道美装化が完
成しました

張所で配布する申込書を同課へ。定
員を超えた場合のみ通知。

▽

お知らせ

●催し名など
（コースも）
●郵便番号・住所

10

▽

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。

▽

応募事項

福岡市政だより

お知
らせ

▽

情報 BOX

コココのダンス参加者を募集
障がい児を対象としたダンスワー
クショップをオンラインで開催。詳細
は問い合わせを。d９月19日㈰午後２
時〜３時iパラカダンス・真崎a0908666-0917f831-8950 t病気や障が
いのある18歳以下とその家族c７組
（先着）y無料e電話かファクス、メー
ル（m info@paracadance.com）
に代表
者の応募事項と参加者全員の氏名・
年齢、続き柄、メールアドレス、当日連
絡が取れる電話番号を書いて、
７月20
日 以 降に問 い 合 わ せ 先 へ。ホーム
ページでも受け付けます。

遠隔手話通訳サービスを導入し
ます
新型コロナウイルス等の感染症や
自然災害の発生時など手話通訳者の
同行派遣が困難な場合に、手話通訳
者が聴覚に障がいのある人とのやり
とりをタブレット型端末等の画面越し
に支援します。詳細は問い合わせを。
i市聴覚障がい者情報センターa71
8-1723f718-1710

9

福岡市政だより

お知
意見
らせ しごと 相談 募集
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情報 BOX

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

地域交流センターの指定管理者
を募集
来年４月から和白地域交流センター
（東区和白丘一丁目）
、博多南地域交
流センター（博多区南本町二丁目）を
管理運営する事業者を募集します。
詳細は７月15日から市ホームページ
に掲載する募集要項で確認を。i公
民館支援課a711-4654f733-5595

映画
「キネマの神様」
×市
「R60倶楽部
（くらぶ）
」タイアップキャンペーン
「アラカン ○○○の神様」
を募集
自慢できる特技や趣味を持つ60歳
前後の人を募集。応募者の中から抽
選で10組（20人）に映画「キネマの神
様」のチケットを進呈。詳細は７月15日
以降にホームページで確認するか問
い合わせを。
【申し込み】メール（m in
fo@r60festa.jp）に 応 募 事 項とエピ
ソードを書いて７月30日までにアラカ
ンフェスタ実行委員会事務局へ。ホー
ムページでも受け付けます。i同事
務局a401-3456f739-6081

しごと
※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。

老人福祉センター舞鶴園
ア就業相談

シニ

キャリアコンサルタントの資格を有
する同園園長が、対面で個別の相談
に応じます。ウェブ会議サービス「Zoo
m（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。d８月７日㈯午後３時〜５時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c４人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で、
７月15日以降に同園
へ。定員を超えた場合のみ通知。

博多区地域保健福祉課 生き活
（ い ）き講 座 健 康 運 動 指 導 士
（産休代替）
を募集
保健福祉センター等で開催する高
齢者を対象とした健康づくり・介護予
防講座の運営・実施などに従事。
【資
格】健康運動指導士【任用期間】
８月
20日〜11月25日（再任用あり）
【 募集
案内・申込書の配付】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】
７
月12日〜19日
（必着）i博多区地域保
健福祉課a419-1100f441-0057

ミドル世代（就職氷河期世代）就
職支援セミナー
①アサーション（相手を尊重しなが
ら自己主張もする）
トレーニング②応
募書類作成③面接対策④ビジネスマ
ナーをウェブ会議サービス
「Zoom
（ズー
ム）
」を利用し、オンラインで開催。希
望回のみの参加可。詳細は市ホーム
ページで確認を。d７月①20日㈫②21
日㈬③27日㈫④28日㈬いずれも午前
10時〜11時 半i市 就 労 相 談 窓 口a
733-0717f711-1682tおおむね35〜
50歳の求職者c各16人（先着）e電
話で問い合わせ先へ。

福岡地区職業訓練協会の講習
①パソコン「パワーポイント２日で
マスター」講習②ガス溶接技能講習
③パソコン「ホームページ作成（HTML

／CSS編）
」講習④パソコン「Excel201
6」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。d①９月４日㈯、
５日
㈰午前９時〜午後５時②９月５日㈰、12
日㈰午前８時半〜午後５時半③９月５
日〜26日の日曜日午前９時半〜午後
４時半④９月５日〜10月３日の日曜日
午前９時半〜午後４時半l①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）②③
④同協会（東区千早五丁目）i同協
会a671-6831f672-2133t① ワ ード
の基本操作ができる人②不問③④日
本語入力、マウス操作ができる人c
①11人②20人③④15人（いずれも先
着）y①１万6,000円②8,000円
（テキス
ト代別）
③２万2,000円④２万3,000円e
電話か来所で、
７月①②16日③④19日
以降に同協会へ。

高齢者のためのマンション管理講
習会
企業の担当者から基本的な知識や
具体的な仕事内容などを聞くことが
できます。d８月26日㈭午後１時〜３
時l県立図書館（東区箱崎一丁目）
i県70歳 現 役 応 援センター 福 岡オ
フィスa432-2577f432-2513tお お
むね60歳以上c20人
（先着）y無料e
電話かファクスで、
７月15日以降に問
い合わせ先へ。

県警察官募集
警察官Ａ
（男性、女性、武道指導）
、
警察官Ｂ
（男性、女性）を募集。
【 募集
案内の配布】県警察本部
（博多区東公
園）
、各警察署・交番で。ホームページ
にも掲載【申込期間】
８月13日〜９月２
日i県警採用センターaf622-0700

相 談
交通事故相談
損害賠償・示談の仕方等の相談に、
電話や面接で応じます。※面接相談
は予約が必要
（各日先着３人）
。d平日
午前９時半〜午後４時（正午〜午後１
時 は 除く）li市 役 所 市 民 相 談 室
a711-4097f733-5580y無 料e面 接
を希望する場合は、電話か来所で、希
望日の前日までに問い合わせ先へ。

人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室
d７月17日㈯午後１時半〜４時lあい
あいセンター７階（中央区長浜一丁
目）i日本オストミー協会福岡市支
部af553-2141y無料e不要

意見募集
国道３号博多バイパス（下臼井〜
空港口）における道路計画につい
て
道路整備の計画・検討を進めるに
当たり、下臼井交差点（東区）〜空港
口交差点
（博多区）
間の課題等の意見
を募集します。詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。
【 募集期
間】
８月６日までi福岡国道事務所計
画課a681-4731f682-7760

総合図書館

アミカス（男女共同参画推進センター）

〒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
x月曜日
（日・祝休日は午後７時まで）
（祝休日のときは翌平日）
、
月末

〒815-0083 南区高宮三丁目３-１

映像ホール・シネラ ８月上映スケジュール
台湾映画特集
４日㈬

あひるを飼う家
（２）

５日㈭

我らの隣人
（11）
、海辺の女た
ち
（２）

６日㈮

路
（11）
、
原郷人
（２）
我らの隣人
（11）
、
あひるを飼
う家
（２）

７日㈯

（11）
、
路
（２）
８日（日・祝） 海辺の女たち
（11）
、光陰的故事
（２）
９日（月・休） 原郷人
12日㈭

天下第一
（２）

老年萬歳
（11）
、
光陰的故事
13日㈮
（２）
14日㈯

冬冬の夏休み
（11）
、
童年往事
（２）

15日㈰

ある女の一生
（11）
、
恋恋風塵
（２）

18日㈬

童年往事
（２）

19日㈭

老年萬歳
（11）
、
冬冬の夏休み
（２）

20日㈮

恋恋風塵
（11）
、村と爆弾
（２）

21日㈯

天下第一
（11）
、推手
（２）

a526-3755 f526-3766

22日㈰

墓あらし／笛吹きの恋
（11）
、
バナナ・パラダイス
（２）

25日㈬

ある女の一生
（２）

26日㈭

上海假期
（11）
、
バナナ・パラ
ダイス
（２）

27日㈮

墓あらし／笛吹きの恋
（11）
、
推手
（２）

28日㈯

村と爆弾
（11）
、
上海假期
（２）

※（11）
＝午前11時、
（２）
＝午後２時。
詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。

健康づくりサポートセンター

内容

対象

費用

①よかドック

40〜74歳

②よかドック30

30〜39歳

女性の人生サポート講座①熟年離婚〜
第２の人生のために〜②子どもがいる
場合の離婚手続き
弁護士から学びます。d①８月21日㈯
②９月18日㈯いずれも午後２時〜４時t
女性c各40人（先着）y無料n６カ月〜
小学３年生（無料。子どもの名前、年齢・
月齢を書いて各10日前までに申し込み
を。先着順）e電話かファクス、メール
（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）に 応 募
事項と希望日
（どちらか１日のみ）
を書い
て、
７月15日以降に同施設へ。来所、
ホー
ムページでも受け付け可。

博多座

〒810-0073 中央区舞鶴二丁目５-１ あいれふ内
o午前９時～午後５時
休日健診
（総合健診）
d①〜⑪８月１日㈰、
８日
、22日㈰、
（日・祝）
29日㈰午前８時半〜10時半⑫８月１日㈰
午前８時半〜10時半⑬８月22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。

o午前９時半～午後９時半（日・祝休
x第２
日は午後５時まで）
・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。

a7５1-２８０６ f７５１-２５７２

③胃透視検査

40歳以上

600円

〒812-8615 博多区下川端町２-１

a２６３-５８５８ f２６３-３６３０

⑨肺がん検診

40〜64歳

500円

④胃内視鏡検査

50歳以上の
1,800円
偶数年齢者

⑩結核・肺がん検
65歳以上
診

無料

⑤胃がんリスク
検査

35歳か40歳 1,000円

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
40歳以上
査

500円

⑥乳がん検診

40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

500円

⑦子宮頸
（けい）
20歳以上
がん検診

400円

500円

⑧大腸がん検診

500円

40歳以上

⑬歯周病検診

18歳以上 1,000円

※女性医師DAY＝８月８日（日・祝）、
22日
㈰、
29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。

９月公演 ミュージカル
「王家の紋章」
同名漫画をミュージカル化。出演は
浦井健治、神田沙也加ほか。時間や料金
など詳細はホームページで確認を。d９
月４日㈯〜26日㈰i博多座電話予約セ
ン タ ーa263-5555hhttps://hakataza.
e-tix.jp/pc/hakataza.htmlt小学生以上
e電話で７月17日午前10時以降に予約
を。ホームペ ージ
でも購入可。博多
座窓口は７月18日
午 前10時 か ら 販
売。

主要キャスト

情報 BOX
応募事項

福岡市政だより

施設の情報

令和3
（2021）
年７月15日

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

※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。

臨海３Rステーション（リサイクルプラザ）

動物園

〒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）

〒810-0037 中央区南公園１-１

a531-1968 f531-1996

まで受け付けます。⑥電話か来所で、
８
月１日以降に同施設へ。⑦往復はがきか
来所で、
８月７日
（必着）
までに同施設へ。
⑧来所で当日午前10時以降に同施設
へ。

④オンライン コンポスト講座
30人
８／11㈬19:00〜20:00
（抽選）

o午前９時～午後５時
（入園は閉園30
分前まで）x月曜日（祝休日のときは
翌平日）

動物画コンクールの作品を募集
４人
園内の動物や風景などを描いた作品
（抽選）
を募集。
【規定】四つ切り画用紙。画材は
内容・日時
定員
クレヨン、水彩絵の具など。t幼児、小学
⑥おもちゃの病院
10人
①親子de子ども布ぞうり作り
６組
８／22㈰10:00〜14:00
（先着） 生e作品の裏に
８／７㈯10:00〜13:00
（抽選）
応 募 事 項（ 幼 児
⑦フリーマーケットの出店
10区画 は所属する施設
５組
②親子でリサイクルせっけん
８／22㈰10:30〜13:00
（抽選） 名・組名も）を書
（日・祝）10:00〜11:30 （抽選）
作り ８／８
いて郵送か持参
⑧堆肥・菜園相談会
で
８ 月31日（ 必
－
③親子de竹マイストロー・マイ
８／22㈰10:30〜13:00
６組
着 ）ま でに 同 園
カップ作り
（抽選）
へ。
⑨はた織り機でオリジナル布
３人
（月・休）10:00〜13:00
８／９
作り ８／25㈬10:00〜13:00 （抽選）
⑤包丁研ぎ講座
８／19㈭10:00〜12:00

前年度の最優秀作品

８月の催し
一部講座は材料を持参。⑦⑧はイー
コトフェスタと同時開催（⑧は雨天中止
の場合あり）
。詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。t市内に住む
か通勤・通学する人 ※①②③は小学生
以上と保護者
（いずれも１組３人、子ども
２人まで ）
。④ はウェブ 会 議 サ ービ ス
「Zoom（ズーム）
」を利用できる人。⑦は
販売業者を除く20歳以上y①子ども１
人につき200円②③子ども１人につき
100円④〜⑧無料（⑥は部品代別）⑨500
円e①②③⑤⑨往復はがきかファクス、
来所で、①７月27日②７月28日③７月30
日⑤８月８日⑨８月14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。④ホームページで８月10日
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西部３Rステーション（リサイクルプラザ）

はかた伝統工芸館

〒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）

〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１ 市博物館内

７・８月の催し
一部講座は材料を持参。①はウェブ
会議サービス「Zoom（ズーム）
」を使い、
海岸や川などからの中継を交えて行う
イベントです。t市内に住むか通勤・通
学する人y①⑥〜⑨無料②1,000円③
800円 ④500円 ⑤300円e① メ ー ル（m
seibuplaza2＠f-kankyo.or.jp）で７月28日
までに同施設へ。②〜⑤はがきかファク
ス、メール、来所で、②③７月20日④７月
23日⑤８月５日（いずれも必着）までに同
施設へ。当選者のみ通知。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。

内容・日時
①WEB（ウェブ）
イベント〜海ご
み研究会〜
７／30㈮10:30〜11:30

a409-5450 f409-5460

定員
－

⑤古布ぞうり作り ８／19㈭、 ８人
26㈭13:00〜16:00（連続講座）（抽選）

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）

絲衣司（いとごろものつかさ）紫物語〜
⑥ハーブ入りリサイクルせっけ 各５人
ん作り 水曜日10:30〜11:30 （先着） 第二章〜
京 都 爪 掻 本 綴（つめがきほんつづ
②パッチワーク教室
れ）
・服部秀司氏と京絞り・寺田豊氏、江
８人
⑦食品トレイでマグネッ
トイン
８／３〜９／28の火曜日13:00〜
戸古法友禅
・高橋孝之氏、博多織・岡部
（抽選） テリア
－
16:00（連続講座）
由紀子氏による、
紫根染めした
「紫色」
の
毎日10:30〜15:30の30分程度
糸＝写真＝で表現した帯や着物・和小物
③衣類のリフォーム教室
の作品を展示・販売。紫根染め体験や着
８人
⑧木の枝フォトスタンド
８／４〜９／22の水曜日13:00〜
－
付けの講習、体
（抽選） 毎日10:30〜15:30の30分程度
16:00（連続講座）
験会もあり。詳
細は問 い 合わ
⑨はぎれ
（布
・
革）
で作るス
ト
④夏着物からポケット付きワン
８人
せ を。d７月27
ラップ
－
ピース作り ８／６㈮、20㈮、27
（抽選） 毎日10:30〜15:30の30分程度
日㈫〜８月１日
㈮13:00〜16:00（連続講座）
㈰y入場無料

ひとり親家庭支援センター

あいくる（中央児童会館）

〒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
x月曜日
（日祝日は午後５時半まで）

〒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）

内容

日時（連続講座）

①介護職員初任者 ８／21〜12／４の土曜
通信＋スクーリング 日9:30〜16:30

②初めてのパソ ９／２〜９の水〜金曜
コン
日9:30〜16:30
③エクセル基
礎

９／３〜10／１の水〜
金曜日18:30〜20:30

④登録販売者 ９／16〜11／11の木
受験対策
曜日9:30〜16:30

９／11〜10／30の土
⑥ワード・エク 曜日9:30〜16:30
セル基礎
９／14〜28の火〜金
曜日9:30〜16:30
⑦エクセル検
定対策

９／26〜11／７の日曜
日9:30〜16:30

⑧パワーポイン 11／６〜27の土曜日
ト
9:30〜16:30

⑨ワード検定対 10／６〜21の水・木曜
策
日9:30〜16:30

⑩介護実務者研修 11／２〜来年２／24の
通信＋スクーリング 火・木曜日9:30〜17:45

７・８月の事業
（一部抜粋）
未就学児は保護者同伴。④の会場は ７月27日＝博多体育館（博多区山王一丁
目） 28日＝西体育館（西区拾六町一丁目） 29日＝早良体育館（早良区四箇六丁
、上履きを持参。c①各回20人②
目） ８月４日＝東体育館（東区香住ケ丘一丁目）
15人③10組④各回140人（いずれも先着）y無料e①②当日正午から整理券を配
布③電話か来所で、
７月25日以降にあいくるへ。④当日各30分前から受け付け。
▽

９／10〜10／13の水・
金曜日9:30〜12:30

▽

⑤調剤事務

▽▽

詳細は問い合わせを。t市内に住む
一人親か寡婦c①12人②〜⑨各10人⑩
８人（いずれも定員を超えた場合は選
考）y無料n３カ月〜小学生
（無料。前日
までに要申し込み）e電話か来所で、
７
月15日〜31日に同センターへ。

内容
①みんなであそぼう
（ドッヂビー）

日時
７／22（木・祝）、
23（金・祝）
13:30〜、14:05〜
（各回25分）

対象
小中高生

②ふれあいひろば

７／24㈯14：00〜15:00

幼児〜高校生

③育ちのひろば

７／27㈫11：00〜12：00

１、
２歳児

④こどものアソビバ〜今年はみ ７／27㈫、
28㈬、
29㈭、
８／４㈬
幼児〜高校生
んなであそびんピック〜
10:30〜、
13:30〜
（各回１時間半）
※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。

介護実習普及センター

美術館

〒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）

〒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・土曜日は午後８時まで開館（入館
x月曜日
は閉館30分前まで）
（祝休日のときは翌平日）

20人

②お互いの負担を軽くするリフ
ト移乗
各８人
９／４㈯、
８㈬10:00〜12:00

40人

④惣菜、
レトルト食品を使った
簡単アレンジ介護食
９／14㈫10:00〜13:00

10人

⑤家族をケアする若者たち、
ヤングケアラー、
若者ケアラー
９／17㈮13:30〜15:30

35人

⑥生活を助ける、
自助具
９／18㈯、22㈬10:00〜12:00

各８人

夏休みこども美術館 これなぁに？謎が 小学５年〜中学生②小中学生c①各５人
いっぱい、古い美術
（抽選）②各５組（抽選。
１組４人まで）y
いろいろな謎がある作品を紹介しま 無料e往復はがきかメール（m worksh
す。d７月20日 ㈫ 〜９月12日 ㈰y一 般 op@fukuoka-art-museum.jp）に代表者の
200円、高大生150円、中学生以下・市内 応募事項と参加者全員の氏名・年齢、希
に住む65歳以上無料
望日を書いて、
７月25日（必着）までに市
夏休みこどもワークショップ ①これ 美術館へ。①は１通２人まで。
なぁに？オンラインでみる謎がいっぱ ウィンド・スカルプチャー（SG）
２ 完成記
い、古い美術②これなぁに？推理してつ 念シンポジウム 新しい美術館像〜コロ
くってみよう
ナ禍のなかで考える〜
詳細はホームページで確認するか問
講師は国立新美術館長・逢坂恵理子
い合わせを。d①７月31日㈯、８月１日 氏ほか。d７月31日㈯午後２時〜４時（受
㈰、17日㈫〜20日㈮午前11時〜11時40 け付けは１時半から）c180人（先着）y
、22日㈰午前10時半 無料e不要
分②８月８日（日・祝）
８月17日、19日＝
〜正午t① ７月31日、
小学１〜４年生 ８月１日、18日、20日＝
▽

①認知症サポーターステップ
アップ講座
（認知症サポーター
対象） ９／２㈭10:00〜12:00

③知っておきたい薬の知識
９／６㈪14:00〜16:00

▽

９月の介護講座
y① ② ③ ⑤ ⑥ 無 料 ④500円e電 話 か
ファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.
or.jp）
、来所で、８月１日以降に同セン
ターへ。
定員
内容・日時
（先着）

