
　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７
月12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
※８月13日㈮は午後７時〜翌朝７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・祝休日と８月13日㈮、14日㈯の急患診療を歯科急患診
療所（県歯科医師会館内☎752-0648）で午前９時〜午後４時
半に行います。

●外科当番医（８月前半の日曜・祝休日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
８月１日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434

秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
８月８日（日・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
８月９日（月・休）
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
８月15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

　※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

今年はオンライン 市水道PR展
「のぞいてみよう じゃ口の向こう側」

　ホームページで水道に関する動画を見てクイズに答えると、抽選で筑後川流
域自治体の特産品やアビスパ福岡の選手のサインなどが当たります。応募方法
など詳細はホームページで確認を。d８月31日㈫までi水道局総務課a483-
3139f482-1376y無料

催 し

雁の巣レクリエーションセンター　
①芝生deヨガ②親子テニス教室

d８月22日㈰①午前７時半〜８時半②午前10時〜正午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②１組1,100円e往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）
かファクス、来所で、８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。①は空きがあれば当日も受け付け可。

講座・教室

8/

5
●木
他

2老人福祉センター舞鶴園　①優しい認知症ケア「ユマニチュー
ドⓇ」ビデオ上映会②リラックス・ヨガ講座 首こり・頭痛改善編

　①は「ユマニチュードってなんだろう 入門編」を上映します。d８月
①５日㈭午後３時〜４時半②16日㈪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60歳以上c①15人②
10人（いずれも先着）y①無料②300円e電話かファクス、来所で、８月
１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

8/

8
●●日・祝

2「博多町家」ふるさと館　開館記念 夏まつり

　演舞台や縁日など。展示棟の無料開放もあり（午前９時〜午後８時。
イベントが中止の場合は６時まで）。d午後４時〜７時半 ※入館は閉
館30分前まで（展示棟も同様）li同館（博多区冷泉町）a281-7761 
f281-7762y入場無料e不要

8/

17
●火

3花畑園芸公園　園芸講座 
秋冬野菜・花の種まきと植え付け

　ダイコンやハクサイなどの野菜と花の種まき、植え付けについて学
びます。d午後１時半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-
5114f565-3754c30人（先着）y無料e電話かファクスで、８月10日以
降に同公園へ。

8/

20
●金

4がんになっても「日々、新しい自分」として輝いて生きる
〜そう思える前向きな心を育む〜

　がん経験者による講演と個別相談を行います。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。d午前11時、午後２時半、６時から（各１
時間半）lあすみん（中央区今泉一丁目）iマザーズドリーム・牧原
a090-5519-7878（午前10時〜午後８時）f413-6334tがん経験者、そ
の家族、がんに携わる医療従事者などc各15人（先着）y無料e電話
かファクス、メール（m info@mothers-dream.org）に応募事項と、がん経
験者・がん経験者の家族・がんに携わる医療従事者のいずれかを書い
て、８月１日以降に問い合わせ先へ。空きがあれば当日も受け付け可。

8/

20
●金

3Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部 m
マイフ

if塾のコミュニケーションサロン

　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「自分のストレス許容範囲を知る」自分のストレスの原因と
ストレスに対する反応を学びます。③「自由懇談」d①午後０時半〜２
時半②２時45分〜４時15分③４時半〜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a401-3456f739-6081 
c20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を書いて、８
月２日以降に同事務局へ。

8/

20
●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）a641-09 
03f641-0907t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、８月１日以降に同園へ。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

福岡市政だより
令和3（2021）年８月１日 情報BOX15 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

〒 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。



平和首長会議 原爆ポスター展

　同会議が作成した「ヒロシマ・ナガサキ被爆の実相等に関するポスター」を展
示します。d８月６日㈮〜15日㈰午前８時45分〜午後６時l市役所１階ロビーi

総務企画局総務課a711-4044f724-2098y無料

催 し

油山市民の森　森の自然かんさつ会

　森を歩きながら観察します。中学生以下は保護者同伴。d９月12日㈰午前10
時半〜午後０時半li油山市民の森（南区桧原）a871-6969f801-1463c15人

（抽選）y200円e往復はがき（〒811-1355南区桧原855-４）に代表者の応募事項
と参加者全員の氏名・年齢を書いて８月１日〜20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。

催 し

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

8/

21
●土

4ココロンセミナー「今こそ問われるハンセン病の教訓
〜コロナ禍で考える差別〜」

　三重テレビ放送・報道制作局長の小川秀幸氏が話します。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.fukuo
ka.lg.jp）、来所（あいれふ８階）で、８月14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。

8/

21
●土

2埋蔵文化財センター　収蔵庫暗闇ツアー

　遺跡の発掘品を保管する収蔵庫や保存処理施設を探検し、歴史ク
イズに挑戦します。小学生向け（小学生以下は保護者同伴）。d午前10
時〜正午、午後１時半〜３時半li同センター（博多区井相田二丁目）
a571-2921f571-2825c各８組（抽選。１組５人まで）y無料eメール

（m maibun-c.EPB@city.fukuoka.lg.jp）に代表者の応募事項と希望時
間、参加者全員の氏名・年齢・学年を書いて８月10日までに同センター
へ。来所でも受け付けます。

8/

21
●土

3西部運動公園　夏の生きもの教室

　ヤゴやシオカラトンボなどを観察します。小学生向け（小学生以下
は保護者同伴。同伴者は１人まで）d午前10時〜正午li同公園（西
区飯盛）a811-5625f811-0549c20人（先着）y無料e電話か来所で、
８月５日以降に同公園へ。

8/

21
●土
他

2かなたけの里公園　ソバづくり体験

　種まきから収穫、そば打ちまでを体験。日程など詳細は問い合わせ
を。d８月21日〜来年１月22日の土曜日または日曜日（全10回）午前９
時半〜正午（初回は午後３時、最終回は４時半まで）li同公園（西区
金武）a811-5118f400-0147c10組（抽選。１組４人まで）y１組4,000
円e往復はがき（〒819-0035 西区金武1367）に代表者の応募事項と参
加者全員の氏名・年齢を書いて８月７日（消印有効）までに同公園へ（１
組１通）。

8/

22
●日

3桧原運動公園　いきものかんさつ会

　公園内を散策後、見つけたセミの抜け殻などを使ってオス・メスの
見分け方などを学びます。d午前９時〜正午li同公園（南区桧原五
丁目）a566-8208f566-8920t３〜12歳（保護者同伴）c10人（先着）
y500円e電話か来所で、８月６日以降に同公園へ。

8/

22
●日

3西障がい者フレンドホーム　革クラフト教室

　革を使って小物入れなどを作ります。d午後２時〜４時li同ホーム
（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037c10人（先着）y1,000円e

電話か来所で、８月１日以降に同ホームへ。

8/

22
●日

2臨海３Ｒステーション　イーコトフェスタ

　ものづくり体験や木工体験、環境子どもサポーター講座などのイ
ベントを実施します。リユース陶器市、フリーマーケットも開催。詳細
はホームページで確認するか問い合わせを。d午前10時〜午後３時
li同ステーション（東区箱崎ふ頭四丁目）a642-4641f642-4598y

入場無料e不要

8/

24
●火

3 NPO法人認定説明会

　福岡市で「認定NPO法人」として認定を受ける際の、申請の要件等に
ついて説明します。d午後２時半〜４時lあすみん（中央区今泉一丁
目）i市民公益活動推進課a711-4927f733-5768t市内にのみ事務
所を有するNPO法人c20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m 
koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と法人名を書いて、８月２日
以降に同課へ。来所（市役所７階）、市ホームページでも受け付けま
す。

8/

24
●火

3シニア世代のライフプランセミナー

　健康で豊かな人生を送るために、これからの人生設計について考え
ます。就業についての話もあり。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、８月２日以降に同事
務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

8/

25
●水

3爽やかフラワーアレンジ風寄せ植え

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）y2,000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８月10日（必着）までに同課へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

8/

25
●水
他

2市介護支援ボランティア登録説明会

　市内に住む65歳以上の人が、介護保険施設等でボランティア活動
を行った場合にポイントが付与され、貯まったポイントを換金または
寄付できる介護支援ボランティアの説明会を行います。 ※希望者は
登録手続きも可。登録には介護保険被保険者証（緑色）が必要d８月
25日㈬、27日㈮午後１時半〜３時半lふくふくプラザ６階（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-
0778c70人（先着）y無料e電話かファクスで、８月３日以降に同セン
ターへ。定員を超えた場合のみ通知。

8/

26
●木

3
老人福祉センター長生園　福岡歴史文化特別講座

「博多の名
めいさつ

刹 聖福寺と仙
せんがい

厓さん」
　日本最初の禅寺・聖福寺と仙厓和尚について、市観光案内ボラン
ティアが話します。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、８月１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。
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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



背振少年自然の家　①星空観察会（スターウオッチング）
②せふりの自然に親しむつどい

　①天文台で惑星や季節の星座を観察します。中学生以下は保護者同伴。②そ
ば打ち体験後、２種類のそばを食べます。d①８月21日㈯、28日㈯午後７時半〜９
時②９月19日㈰、20日（月・祝）午前10時〜午後３時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（②は小学４年〜
中学生と保護者）c①各60人②各８組（いずれも抽選。②は１組５人まで）y①無
料②2,500円、中学生以下1,500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（学年）、希望日を書
いて８月20日（必着）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
博多座「市民半額観劇会」

　ミュージカル「王家の紋章」を半額で観覧できます。d９月４日㈯、７日㈫、11日
㈯、13日㈪、15日㈬、21日㈫午後５時から（21日は正午の回もあり）、５日㈰、８日
㈬、23日（木・祝）正午から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30人（抽選）y

Ａ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８月11日（消印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（８月13日
ごろ発送）。

催 し

8/

26
●木

2九響 サマーコンサート
〜クラシック＆アニメ・コンチェルト〜

　映像付きで、リストの「ハンガリー狂詩曲第２番」などを演奏します。
３歳未満は入場不可。d午後６時半〜８時lなみきホール（東区千早
四丁目）i九響チケットサービスa823-0101f822-8833y一般3,000
円、学生1,000円、３歳〜就学前無料（席を使う場合は有料）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。

8/

26
●木

3老人福祉センター寿楽園　
とくとくトーク「だまされんばい悪質商法」

　市消費生活センターの職員が悪質商法の最新情報や対処方法な
どを紹介します。d午後１時〜３時li同園（城南区南片江二丁目）a 

f861-1123t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、８月１日以降に同園へ。

8/

26
●木

3中小企業のデジタル化支援セミナー 
いろんな業種がデジタルでつながる 身近なDXの実現

　「企業間取引のデジタル化」をテーマとしたセミナーを開催します。
デジタル化による受発注業務の簡素化やインボイス制度（適格請求
書等保存方式）への対応、各種補助金の活用方法などを紹介します。
オンラインによる視聴可。d午後２時半〜４時半l県Ruby（ルビー）・コ
ンテンツ産業振興センター（博多区千代一丁目 県千代合同庁舎８階）
i経営支援課a441-2027f441-3211c40人（先着）y無料e電話か
メール（m keieishien.EPB@city.fukuoka.lg.jp）で、８月１日以降に同課
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。

8/

26
●木
他

3今宿野外活動センター　そば打ち教室

　打ったそばを持ち帰りできます。高校生以下は保護者同伴。d８月
26日㈭、９月30日㈭、10月21日㈭、11月24日㈬午前10時半〜午後１時半

（連続講座）li同センター（西区今宿上ノ原）a806-3114f806-3115 
c20人（先着）y6,000円e電話で８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。

8/

27
●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11階（中央区天神二丁目）i同連合会a752-
1555f752-3699t分譲マンションの管理組合役員および組合員c 

120人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m fukukan@fukukan.
net）で、８月１日以降に同連合会へ。定員を超えた場合のみ通知。

8/

27
●金
他

3こころの病 家族講座 ①統合失調症の症状と治療につ
いて②家族の対応について

　講師は①精神科医②臨床心理士。d①８月27日㈮②９月22日㈬い
ずれも午後１時半〜３時半 ※希望回のみの参加可l博多区保健福祉
センター（博多区博多駅前二丁目 大博センタービル内）i博多区健
康課a419-1092f441-0057c各20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、８月２日以降に同課へ。来所（博多区保
健福祉センター内）でも受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

8/

28
●土

2ふくふくプラザ　バリアフリー映画上映会「風の電話」

　日本語字幕、副音声付き。d午後１時半〜４時l同プラザ（中央区荒
戸三丁目）i市社会福祉協議会総務課a731-2932f731-2934c110人

（先着）y300円e電話かファクスに応募事項と参加人数を書いて、８月
１日以降に同課へ。１通２人まで。ホームページでも受け付けます。

8/

28
●土

2東図書館　ツキイチ読書会 志賀島からのおくりもの
〜紙芝居＆音楽「道切り物語」公演とお話〜

　志賀島の民話を紙芝居とライアー（たて琴）の演奏で上演します。
d午後２時〜３時lなみきスクエア（東区千早四丁目）i東図書館a6 
74-3982f674-3973c30人（先着）y無料e電話か来所（なみきスクエ
ア内）で、８月１日以降に東図書館へ。

8/

28
●土

3アジア美術館　ワークショップ
「マスキングでインドの文様を作ろう」

　液体ゴムやアクリル絵の具を使って、インドの伝統的な文様を描き
ます。d午前10時〜午後２時li同美術館（博多区下川端町 リバレイ
ンセンタービル８階）a263-1100f263-1105t小学生以上と保護者の
ペアc９組（抽選）y無料eメール（m faam@faam.ajibi.jp）にメールア
ドレスと参加者全員の応募事項を書いて８月８日までに同美術館へ。

8/

28
●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。d８月28日㈯、29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、仕事で乳児と接する機会がある人c各
12組（先着）y無料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、８月２日午前９時半以降に同センターへ。

8/

28
●土
他

2中央市民センター　こどもサマーフェスタ
①生の音楽宅配便②映画会「ドクター・ドリトル」

　①福岡で活動する「パレットトリオ」による楽器の生演奏や音楽クイ
ズなど。②吹き替え版を上映します。いずれも未就学児は保護者同
伴。d８月①28日㈯午後２時〜３時半②29日㈰午前10時、午後２時から

（各１時間40分程度）。li同センター（中央区赤坂二丁目）a714-552 
1f714-5502t①０歳〜小学生と保護者②不問c①200人②各200人

（いずれも抽選）y無料e往復はがき（〒810-0042中央区赤坂２-５-８）
に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢、②は希望時間も書い
て、８月12日（必着）までに同センターへ。来所でも受け付けます（返信
用はがきを持参してください）。１通につき１イベントのみ（５人まで）。

9/

1
●水
他

3東平尾公園　中級者向け 緑まちテニス教室

d９月１日〜10月27日の水曜日午後７時〜９時（10月６日を除く。連続講
座）l博多の森テニス競技場（博多区東平尾公園一丁目）i同公園a 

611-1544f624-6161t20歳以上c20人（抽選）y１万円eはがき（〒 
812-0852博多区東平尾公園１-１-１）かファクス、メール（m Tennis.haka
tanomori@midorimachi.jp）に応募事項とテニス歴を書いて、８月21日

（必着）までに同公園へ。来所でも受け付けます。

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８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。



あいくる　８月の事業（一部抜粋）

　未就学児は保護者同伴。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。
liあいくる（中央区今泉一丁目）a741-3551f741-3541c①②なし③④各回
20人（先着。③は幼児10人、小学生以上10人）⑤15人（先着）⑥⑦10組（先着）y①
〜⑥無料⑦１組200円e①不要②〜⑤当日整理券を配布（②④⑤正午③午前10
時から）⑥⑦電話か来所で、８月⑥17日⑦３日以降にあいくるへ。⑦はファクスで
も受け付けます。

内容 日時 対象
①グリーンタッチ（花の手入れなど） ８／７㈯13:30〜15:30 幼児〜高校生

②遊んで学ぶSDGs ８／９（月・休）13:00〜16:00 幼児〜高校生

③夏休みワクワク体験教室（水鉄砲
で遊びます） ※雨天中止

８／12㈭11:00〜、13:30〜、
14:30〜（各回30分程度） 幼児〜高校生

④みんなであそぼう（ドッヂビー） ８／14㈯13:30〜、14:05〜
（各回25分） 小中高生

⑤お手玉あそび ８／17㈫14:00〜15:00 幼児〜高校生

⑥育ちのひろば（親子遊び） ８／18㈬11:00〜12:00 １、２歳児

⑦木育おもちゃのひろば ８／25㈬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。

催 し

老人福祉センター若久園　
①高齢者向け栄養・口

こうくう
腔ケア講座②健康増進講座

d①８月31日㈫午後１時〜２時半②９月２日㈭午後１時半〜２時半li同園（南区
若久六丁目）a511-7255f511-7558t市内に住む60歳以上c①20人（先着）②
20人（抽選）y無料e①電話かファクス、来所で８月１日以降に同園へ。②電話か
来所で８月３日〜15日に同園へ。当選者のみ通知。空きがあれば当日も受け付け可。

講座・教室

猛毒を持つヒョウモンダコにご注意ください
　フグと同じ猛毒のテトロドトキシンを持
つヒョウモンダコが、博多湾内外で発見
されています。見つけても、絶対に触ら
ず、水産振興課にお知らせください。
　かまれると最悪の場合、死に至ること
があります。万一かまれた場合は、毒を口
で吸い出さず、手で絞り出し、速やかに医
療機関で受診してください。
i水産振興課a711-4364f733-5557

刺激を受けると、青いリング
模様が全身に現れる

体長10㌢未満体長10㌢未満体長10センチ未満

刺激を受けると、
青いリング模様が
全身に現れる

もーもーらんど油山牧場　生ウインナー教室

　生ウインナー400gを作ります。小学生以下のみの参加不可。d８月22日㈰午
前10時〜11時、午前11時20分〜午後０時20分li同牧場（南区柏原）a865-7020 
f865-7040c各10組（抽選。１組２人まで）y１組1,500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当日連絡可能な電話番号、希望時
間を書いて８月１日〜７日（必着）に同牧場へ。ホームページでも受け付けます。

講座・教室

9/

1
●水
他

3知的障がいや発達障がいのある人を支援するボランティ
ア入門講座

　知的障がい者・発達障がい者への接し方、支援活動などを学びま
す。d９月１日㈬、15日㈬午前10時〜正午（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a71 
3-0777f713-0778t講座修了後、ボランティアとして活動できるおお
むね50歳以上c20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m vc@
fukuoka-shakyo.or.jp）、来所で、８月10日以降に同センターへ。

9/

4
●土

2みんなで探そう、干潟の生き物 
〜干潟生物調査のお誘い〜

　国内有数の渡り鳥の飛来地として知られる和白干潟（東区）に生息
する生き物を探します。小学生以下は保護者同伴。d午後１時半〜４
時l集合・解散は雁の巣レクリエーションセンター（東区奈多）i環境
調整課a733-5389f733-5592c30人（先着）y無料eファクスかメール

（m k-chosei.EB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項とファクスの場合は
ファクス番号かメールアドレスを書いて、８月２日以降に同課へ。定員
を超えた場合のみ通知。

9/

4
●土

2楽水園　落語

　内浜落語会の粗忽家勘朝（そこつやかんちょう）、粗忽家勘春（かん
しゅん）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）af262-6665c15人（先着）y1,500円e電話か来所
で、８月１日以降に同園へ。

9/

7
●火

2桧原運動公園　テニス大会 H
ヒ バ ル

ibaru C
カップ

up
①ミックスダブルス②女子ダブルス

d午前９時〜正午li同公園（南区桧原五丁目）a566-8208f566-89 
20t今年12月31日時点の年齢が①合計90歳以上のペア②30歳以上
の女性のペア ※平成30年以降に中級レベル以上の大会（団体戦を除
く）で、優勝経験のある人同士のペアは出場不可c①８組②16組（いず
れも先着）y１組4,000円e電話か来所で、８月６日以降に同公園へ。

9/

7
●火
他

3福岡日英協会 英会話教室

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用した英会話教室。いず
れも連続講座。定員など詳細は問い合わせを。d９月７日㈫〜12月13
日㈪①午前 ▽初中級＝火曜日 ▽中級＝木曜日 ▽上級＝金曜日いずれ
も午前10時半〜正午②夜間 ▽初級＝月・火・水曜日 ▽中級＝火・木曜日

▽上級＝金曜日いずれも午後６時半〜８時i同協会a476-2155（平日
のみ）f476-2634y２万円（テキスト代別）e電話かファクスで、８月２
日以降に同協会へ。

9/

9
●木

3舞鶴公園　ドライアジサイのリースづくり

　アジサイのドライフラワーを使って作ります。d午前10時半〜午後
０時半、２時〜４時li同公園（中央区城内）a781-2153f715-7590c

各６人（抽選）y1,500円e往復はがき（〒810-0043中央区城内１-４）か
メール（m maiduru@midorimachi.jp）に応募事項と希望時間を書いて、
８月１日〜16日（消印有効）に同公園へ。

9/

10
●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。d９月10日㈮、14日㈫、22日㈬午前10時〜午
後３時（22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、心身が健
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。９月３日までに要申し込み。抽選）e電話か
ファクス、メール（m f-support@fukuoka-shakyo.or.jp）で、８月１日以降
に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

9/

11
●土

2 ʼ
オファ

Ofa a
アトゥ

tu ミニコンサート
〜音楽・絵本と、トンガのお話〜

　オセアニアの島国・トンガの文化・音楽を絵本とともに紹介するコン
サート。バイオリニストの尾上香織氏、ピアニストの木村光里氏が出
演。d午後３時〜３時45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a263-6265f263-6259c 

80人（先着）y無料eホームページで８月２日以降に受け付けます。
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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



福岡県戦時資料展

　県が収集・保管している戦時資料や、写真・パネル等を展示します。d８月２日
㈪〜６日㈮午前９時〜午後５時（６日は３時半まで）lアクロス福岡円形ホール（中
央区天神一丁目）i県行政経営企画課a643-3027f643-3032y無料

催 し

はかた伝統工芸館　夏休み 親子de伝統工芸体験教室

li同館（早良区百道浜三丁目 市博物館２階）a409-5450f409-5460t小学生
（保護者同伴）c各回５人（抽選）e電話かファクス、メール（m info@hakata-
dentou-kougeikan.jp）に応募事項とメールアドレスを書いて、８月１日〜10日に同
館へ。来所でも受け付けます。当選者のみ通知。空きがあれば当日も受け付け可。

内容 日時 費用
①博多人形「アマビエ」の絵付け体験 ８／17㈫、18日㈬13:30〜15:00 1,500円
②博多張子（はりこ）「魔よけのお面」の
絵付け体験

８／19㈭10:00〜12:00、
14:00〜16:00 1,500円

③博多張子「アマビエ」の絵付け体験 ８／20㈮10:00〜12:00、
14:00〜16:00 1,000円

④博多織のハギレを使ったがま口の制
作体験

８／21㈯、22㈰13:30〜14:30、
15:00〜16:00 1,500円

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（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８月①③④10日②１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） ９／16㈭ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 30人

②普通１

９／７㈫ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人
９／16㈭ 南消防署（南区塩原二丁目） 541-0219 25人
９／22㈬ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） 475-0119 25人
９／27㈪ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人

③普通３ ９／10㈮
消防本部 791-7151 各30人

④上級 ９／21㈫
　※時間は①午後７時〜８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。

講座・教室

9/

11
●土

3
生きものと私たちのくらしトーク・カフェ

「秋の野草とP
プ ラ ン タ ゴ

lantagoな暮らし」
　野草を使ったベーグルなどを提供するカフェ「Plantago」を営むゴト
ウタカコさんとキヨさんが、身近な草花や四季を取り入れた暮らしに
ついて話します（内容は大人向け）。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30人、オンライン30人（いずれも先着）y無料e電話か
メール（m mamoroom＠fch.chuo.fukuoka.jp）で、８月１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。

9/

12
●日

2市民総合スポーツ大会「バウンドテニス大会」

　ダブルス団体戦（１チーム６人）とラリー戦。d午前９時〜午後５時l

博多体育館（博多区山王一丁目）i市バウンドテニス協会事務局・長
（ちょう）a090-8418-3925f682-9131t市内に住むか通勤・通学する
18歳以上のペアc100組（抽選）y１人600円e電話か往復はがき

（〒813-0033東区多々良１-20-30）に応募事項と経験の有無を書いて、８
月１日〜15日（必着）に同協会へ。

9/

12
●日
他

3障がい者サッカー教室

d９月12日、11月28日、12月12日、来年１月16日、２月27日、３月６日の日
曜日午前10時〜正午（連続講座）l西南杜（もり）の湖畔公園（城南区
七隈六丁目）i市障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t13
歳以上の知的障がい者（チームでの申し込みも可）c40人（抽選）y１
人500円e７月26日からホームページに掲載、または情報プラザ（市役
所１階）、同協会（中央区荒戸三丁目 ふくふくプラザ３階）、さん・さん
プラザ（南区清水一丁目）で配布する申込書を７月30日〜８月13日（必
着）に同協会へ。

9/

13
●月
他

3福岡日伊協会 秋季イタリア語教室

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したイタリア語教室。
コースは①初中級②はじめて③中級会話（いずれも連続講座）。d①９
月13日〜12月13日の月曜日午後６時半〜８時②９月14日〜12月７日の
火曜日午後６時半〜８時③９月16日〜12月９日の木曜日午後７時〜８時
半i同協会a476-2153f476-2634c各コース10人（先着）y１万8,000
円（テキスト代別）e電話かファクス、メール（m aigfukuoka２@galaxy.
ocn.ne.jp）で、８月２日以降に同協会へ。

9/

19
●日
他

3福岡おもちゃ美術館　おもちゃ学芸員養成講座

　来年春にオープンする同美術館（博多区）で活動するおもちゃ学芸員
（市民ボランティア）の養成講座。詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d９月19日㈰午前10時半〜午後４時半、20日（月・祝）午前10
時〜午後１時lあすみん（中央区今泉一丁目）i同美術館a090-801 
0-7450m fukuoka@art-play.or.jpt18歳以上（高校生不可）c30人（先
着）y一般4,000円、学生2,000円eホームページで８月１日以降に受け
付けます。

9/

20
●●月・祝

2アクロス・ランチタイムコンサート 
ユーフォニアム＆テューバの知られざる魅力

　モンティの「チャールダーシュ」やブラームスの「ハンガリー舞曲 第
５番」などを演奏します。未就学児は入場不可。d正午〜午後１時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a725-9112f725-9102c340人（先着）y全席指定1,000円
n４カ月〜就学前（無料。託児の申し込みは前日までにテノ.サポート
a0120-8000-29へ。先着順）e電話か来所（アクロス福岡２階）で同セ
ンターへ。ホームページやチケットぴあ、ローソンチケットでも販売。

9/

23
●●木・祝

3もったいない食品ロスをなくそう

　ローリングストック（備蓄した食品を定期的に消費し、食べた分だけ
買い足していく方法）について学びます。調理実習もあり。d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a411-0515f411-0525t小学
生と保護者のペアc８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
ドレスを書いて、８月23日（必着）までに問い合わせ先へ。来所（博多区
博多駅東二丁目）、ホームページでも受け付けます。当選者のみ通
知。

9/

30
●木

2全国健康福祉祭 神奈川・横浜・川崎・相模原大会
（ねんりんピックかながわ）福岡市予選会（ゴルフ競技）

　来年11月12日㈯〜15日㈫に神奈川県で開催される同大会の参加選
手の予選会。詳細はホームページに掲載する申込書で確認するか問
い合わせを。d午前８時からlセブンミリオンカントリークラブ（早良
区小笠木）i早良区老人クラブ連合会事務局af833-4397t市内に
住む60歳以上（昭和38年４月１日以前に生まれた人）c32組（先着。４人
１組）y１人１万1,000円（70歳以上は１万500円）e申込書を８月１日以
降に同事務局へ。

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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優しさを伝えるケア技術「ユマニチュードⓇ」Vol.９
〜いきなり用件を切り出さない〜

　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。
　介護をするときには、いきなり用件を切り
出さないようにしましょう。まずは「あなたを
大切に思っている」ことを伝えて、良い関係を
結びます。そうすることで、用件を受け入れ
てもらいやすくなります。
i認知症支援課a711-4891f733-5587

土問題について関心と理解を深め、
粘り強く返還を求めていきましょう。
i総務企画局総務課a711-4044f72 
4-2098

市民農園利用者を募集
　利用期間は９月５日〜来年７月31日

（１世帯１区画＝15平方㍍）。i農業振
興課a711-4852f714-4033t市内に
住む人y１区画8,000円e往復はがき

（〒810-8620住所不要）に応募事項と
希望農園（１カ所）を書いて、８月１日〜
10日（消印有効）に市民農園組合事務
局（農業振興課内）へ。

農園名 募集区画
（抽選）

博多立花寺
（博多区立花寺二丁目） ４区画

城南神松寺
（城南区神松寺一丁目） １区画

西部萩ケ丘
（西区戸切三丁目） ３区画

児童扶養手当の現況届・特別児童
扶養手当の所得状況届を提出し
てください

　児童扶養手当を受給している人は
８月２日〜31日に、特別児童扶養手当
を受給している人は８月12日〜９月13
日に提出してください。提出がない場
合は、８月分以降の手当の支給ができ
ません。なお、来年６月までに児童扶
養手当の支給要件該当から７年経過
または手当を受給し始めて５年経過
する人と、すでに一部支給停止適用
除外届出書を提出したことがある人
は、現況届と併せて一部支給停止適
用除外届の手続きも必要です。i各
区子育て支援課
ふくおか都市圏まちづくりプラン
（第６次福岡都市圏広域行政計
画）を策定しました

　【閲覧・配布】情報公開室（市役所２
階）、情報プラザ（同１階）、各区役所情
報コーナー、入部・西部出張所で。市
ホームページにも掲載i総務企画局
企画課a711-4085f733-5582
「未来へつなげる環境活動支援事
業補助金」を支給します

　市民団体が取り組む市民参加型の
環境活動に対して補助金を支給しま
す。【対象となる活動】地球温暖化対
策、ごみ減量・３R、自然環境保護、環境
美化、環境教育など。【申請区分】①団
体活動支援コース②環境イベント支
援コース【団体要件】３人以上の団体

（②は15人以上の来場者見込みも必
要）【補助金額】①対象経費の４分の３
以内（年間上限20万円）で３年間②対
象経費の５分の４以内（上限10万円）で
２回まで ※プラスチックごみ減量、地
球温暖化対策、森林資源利活用に関
するイベントは上限12万円【申請書の

配布】環境政策課（市役所13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【申請期間】①
８月２日〜31日②来年１月31日まで（イ
ベント開催日の２カ月前までに申請）
i①環境政策課a733-5381f733-55 
92②各区生活環境課
市営住宅等の緊急工事店を追加
募集

　詳細はホームページで確認を。【対
象】市の競争入札参加資格登録業者
名簿（令和元〜３年度）に登録され、市
内に事業所があり、休日・夜間などで
も常時受け付けができ、修繕業務な
どに着手し完了することができる業
者【募集業種（等級）】建築（B・C・D）、一
般土木（C・D）、電気、管、消防施設、電
気通信（テレビ共同受信設備の修繕
など）、舗装、樹木の保育管理、塗装、
畳、襖（ふすま）、防水、防蟻（ぼうぎ）、
建築物清掃、その他清掃、金属製建
具、フェンス、交通安全施設、体育遊
戯施設、ガラス、機械（ポンプの取り替
え・修理など）【登録期間】10月１日か
ら１年間【募集要項・申請書の配布】８
月16日から住宅供給公社（博多区店
屋町）で。ホームページにも掲載。 ※
申請書の配布は平日の午前10時〜午
後５時（正午〜午後１時を除く）。現在
登録中の工事店は申請不要。【申請
期間】８月23日〜25日i同公社総務
企画課a271-2571f291-7350

敬老祝品を贈呈（カタログギフト）
　100歳の人（来年３月末時点）に、敬
老祝品を掲載したカタログを８月中旬
に郵送します。選択した商品は９月中
旬に配送します。i高齢社会政策課
a711-4595f733-5587

しごと

市社会福祉事業団の職員を募集
　【募集職種】 ▽一般採用枠＝社会福
祉職、保育士 ▽経験者採用枠＝社会
福祉職、事務職【採用予定日】来年４月
１日以降【募集案内・申込書の配布】
市社会福祉事業団事務局（中央区荒
戸三丁目）、情報プラザ（市役所１階）
で。ホームページにも掲載。郵送での
請求は、封筒の表に「受験申込書請
求」と朱書きし、140円切手を貼った返
信用封筒（Ａ４が入るもの）を同封して
同事務局（〒810-0062中央区荒戸３-３
-39）へ【申込期間】７月26日〜８月20日

（消印有効）i同事務局総務課a731-
3711f731-3722

　※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。

たって事前相談が必要です。詳細は
問い合わせを。i障がい福祉課a711-
4249f711-4818

国際交流活動を助成します
　福岡都市圏の民間団体などが実施
する国際交流事業に対して助成しま
す。上限は①一般型20万円、チャレン
ジ応援型10万円②人材育成費２万
円。【申込書】ホームページに掲載【申
込期間】①は原則として事業開催日の
４カ月前まで、②は団体の運営能力向
上のために受ける講座等の開催日の
１カ月前まで。i福岡よかトピア国際
交流財団a262-1744f262-2700

人権尊重に関する作品を募集
　人権尊重週間（12月４日〜10日）に
合わせ、作文、ポスター・絵画、標語、
絵手紙を募集。いずれも１人１点。【作
文】400字詰め原稿用紙５枚以内【ポ
スター・絵画】Ｂ３画用紙。画材は自由。

「人権尊重週間」の文字を使う場合は
期間も記入【標語】400字詰め原稿用
紙【絵手紙】はがきサイズ。iココロ
ンセンターa717-1237f724-5162t

市内に住むか通勤・通学する人e郵送
（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１ あいれ
ふ８階）か持参で、９月８日（必着）まで
に同センターへ。
高額介護サービス費の利用者負
担の上限額が見直されます

　国の制度改正により、今年の８月利
用分から、一定年収以上の高所得者
世帯について利用者負担の上限額が
見直されます。現行の４万4,400円か
ら、課税所得が ▽380万円以上690万
円未満の65歳以上の人がいる世帯は
９万3,000円 ▽690万円以上の65歳以
上の人がいる世帯は14万100円―に
なります。詳細は問い合わせを。i各
区福祉・介護保険課
８月は北方領土返還運動全国強
調月間です

　歯舞（はぼまい）群島、色丹（しこた
ん）島、国後（くなしり）島、択捉（えとろ
ふ）島は日本固有の領土です。北方領

お知らせ
犬猫のマイクロチップ装着にかか
る費用の一部を助成

　飼い主特定に有効なマイクロチッ
プの装着費用の一部を助成します

（上限1,500円）。助成決定前に装着し
た場合は対象になりません。【対象】
次の全ての条件を満たす犬猫（犬は
今年度の狂犬病予防注射を受けてい
る必要あり） ▽飼い主が市内に住む
20歳以上 ▽市内で飼育されている ▽

市内の動物病院でマイクロチップ装
着を行うことが可能【募集数】50匹

（先着）【申し込み】ホームページに掲
載する申請書を８月２日以降にふくお
かどうぶつ相談室へ（書類審査あり）。
i同相談室a891-1231f891-1259
緑のカーテンコンテストの作品を
募集

　今年の３月以降にアサガオやゴー
ヤーなどのつる性植物による緑の
カーテンを設置している個人や団体
の作品を募集。詳細は市ホームペー
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
部出張所などで配布する応募用紙で
確認を。【申込期間】８月２日〜31日

（必着）i環境・エネルギー対策課a 

711-4282f733-5592

中学校卒業程度認定試験
　【願書の受付期間】９月３日まで【試
験日】10月21日㈭。申し込み方法など
詳細は問い合わせを。i県義務教育
課a643-3908f643-3912
重度障がい者等就労支援事業を
開始します

　10月から、民間企業に勤める重度
障がい者等（重度訪問介護、同行援
護、行動援護の支給決定の対象者）の
通勤や職場での食事、トイレ等を支援
する取り組みを開始します。利用に当
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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



市職員（中級・初級・消防吏員Ｂ・保育士・運輸業務従事者・海技）を募集
　【募集案内・申込書の配布】７月29日から人事委員会事務局任用課（市役所５
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【申込期間】 ▽電子申請＝７月29日午前９時〜８月11日午後
５時（受信有効） ▽郵送＝７月29日〜８月13日（消印有効）※重複申し込みは不可。
詳細は募集案内か市ホームページで確認を。i同課a711-4687f733-5866
定期採用（採用予定日：原則、来年４月１日）

募集区分 受験資格
中
級

行政事務 平成９年４月２日〜平成14年４月１日に生まれた人学校事務

初
級

行政事務 平成11年４月２日〜平成16年４月１日に生まれた人（４年制大学
在学者と卒業者は受験できません）学校事務

行
政
技
術

土木
平成８年４月２日〜平成16年４月１日に生まれた人（４年制大学
在学者と卒業者は受験できません）

建築
電気
機械

消防吏員Ｂ 平成９年４月２日〜平成16年４月１日に生まれた人で、日本国籍
を有する人（４年制大学在学者と卒業者は受験できません）

保育士 平成８年４月２日以降に生まれた人で、保育士として登録されて
いる人または令和４年３月31日までに登録見込みの人

運輸業務従事者
（地下鉄職員） 平成４年４月２日〜平成16年４月１日に生まれた人

海技（機関） 昭和61年４月２日〜平成16年４月１日に生まれた人で５級以上
の海技士（機関）の免許を有する人 （取得見込みは不可）

海技（航海）
昭和61年４月２日〜平成16年４月１日に生まれた人で６級以上
の海技士（航海）の免許および１級小型船舶操縦士（特定操縦
免許も必要）の免許を有する人 （取得見込みは不可）

県高齢者能力活用センター　� �
シニア就業希望者セミナー

　働いている高齢者の体験談や、元
時事通信記者で久留米大学比較文化
研究所 特別研究員の柿元薫氏によ
る講演など。d８月６日㈮午後１時半〜
３時半l福岡商工会議所ビル４階（博
多区博多駅前二丁目）i同センター
a451-8621f451-8623tおおむね60
歳以上c100人（先着）y無料e電話
かファクス、来所（福岡商工会議所ビ
ル１階）で同センターへ。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。

市教育振興会嘱託員を募集
　高校生への奨学金貸与・返還に関
する業務に従事。【任用期間】10月１
日〜来年３月31日（再任用あり）【募集
案内】ホームページに掲載【申込期
間】８月16日（必着）までi同会a721-
1709f721-1739

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽第二種電気工事士（学科）直前講
習 ▽ パソコン「Excel VBAマクロ（応
用）」講習 ▽パソコン「AutoCADによる
建築・機械設計」講習 ▽パソコン「経理
で役立つ会計ソフト実務」講習 ▽賃貸
不動産経営管理士受験対策講習―を
開催。日程や会場、料金など詳細は
ホームページで確認するか問い合わ
せを。i同協会a671-6831f672-213 
3

中央区地域保健福祉課保健師（臨
時的任用職員）を募集

　健康教育、家庭訪問などの地域保
健活動に従事。【資格】保健師の有資
格者。他要件あり【任用期間】11月10
日〜来年１月９日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】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】８
月２日〜11日（必着）i中央区地域保
健福祉課a718-1111f734-1690
老人福祉センター寿楽園　シニ
アのための就業合同説明会

d８月28日㈯午後１時〜３時li同園
（城南区南片江二丁目）af861-1123 

t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、８月
１日以降に同園へ。

大人のICTクラブ
　エクセルを使用し、データベースの
基礎やデータ処理の方法などを学ぶ
オンライン連続講座。８月19日㈭午後
７時〜８時半にはオンライン説明会も
あり（無料）。詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。d９月９日
〜11月25日の木曜日午後７時〜９時

（９月23日、10月14日、11月４日、18日を
除く）i市科学館（中央区六本松四丁
目）a731-2525f731-2530t18歳以上

（高校生を除く）c20人（抽選）y４万
円eホームページで８月19日〜９月２
日に受け付けます。

高齢者活躍人材確保育成事業「調
理補助」技能講習

　食材の管理や食中毒の予防などに
ついて学びます。d８月18日㈬、19日
㈭午前10時〜午後４時（連続講座）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a 

292-1857f623-5677t市 内 に 住 み、
勤労意欲のある60歳以上c10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
７月26日〜８月６日（必着）に同連合会
へ。受講決定者のみ通知。
市立こども病院・市民病院�臨床
工学技士・医療ソーシャルワー
カーを募集

　【勤務場所】市立こども病院（東区
香椎照葉五丁目）、市民病院（博多区
吉塚本町）【募集案内の配布】８月２日
から市立病院機構法人運営課（東区
香椎照葉五丁目）、情報プラザ（市役
所１階）、各区役所情報コーナー、入
部・西部出張所などで。ホームページ
にも掲載【申込期間】８月20日（消印有
効）までi同課a692-3422f682-730 
0

60歳からの再就職〜再就職のた
めの準備とその方法・ノウハウ〜

　再就職の現状、求人の探し方、面接
のこつなどを学びます。個別就職相
談もあり（希望者のみ。先着３人ま
で）。d８月31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-
7780f287-9330t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、８月２日以降に同事務局へ。定
員を超えた場合のみ通知。

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。d９月１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（今回は聴覚障
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。d８月18日㈬午前10時〜正午lふ

相 談

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。d８月21日㈯午前10時
〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l早良市民センター３階（早良区百道
二丁目）i県行政書士会a641-250 
1f641-2503y無料e不要
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。d８月15
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、８月
２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。d８月18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、８月４日午前
10時以降に同会へ。
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

d８月21日㈯午後１時半〜４時lあい
あいセンター７階i日本オストミー協
会福岡市支部af553-2141y無料e

不要

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a673-6696f6 
74-3358y無料e不要

日時 会場
８／８（日・祝）
10:00〜12:00

ふくふくプラザ５階
（中央区荒戸三丁目）

８／８（日・祝）
13:00〜15:00

香椎駅駅ビル４階
（東区香椎駅前一丁目）

８／８（日・祝）
13:00〜15:00

大野城まどかぴあ３階
（大野城市曙町二丁目）

８／11㈬
9:30〜12:00

ももちパレス３階
（早良区百道二丁目）

８／14㈯
10:00〜12:00

あごら２階
（糸島市潤一丁目）

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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l①にこにこルーム（あいれふ内）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、①８月１日以降②〜⑤希望日の７日前
までに同センターへ。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）
８／21㈯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） ９／11㈯10:00〜15:00 12人 1,000円

（食事付き）
③気軽に糖尿病教室 ９／24㈮13:30〜15:30 ８人 500円
④禁煙教室 ９／25㈯10:00〜11:30 ９人 1,000円

⑤やせナイト塾
（生活習慣改善教室）

10／７〜21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 1,000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。

介護実習普及センターフェスタ
　①②はオンライン受講も可能（各先着20人）。詳細はホームページで確認するか
問い合わせを。d９月11日㈯y無料e①②⑤電話かファクス、メール（m f_kaig
on@fukuwel.or.jp）、来所で、８月１日以降に同センターへ。③④不要

内容 時間 定員（先着）
①介護講座「がんばるあなたに知ってほしい、マイン
ドフルネスという考え方」 10:00〜11:00 50人

②健康寿命を延ばそう、かんたん体操教室 10:00〜11:00 30人

③福祉用具リサイクル抽選会 10:00〜13:30 ―

④見て学ぶやさしい住まい（パネル展示と相談会） 10:00〜13:30 ―

⑤映画上映会「人生をしまう時間（とき）」 11:20〜13:20 100人

②バランストンボを作ろう
　頭部の１点で体を支える「バランスト
ンボ」＝写真＝を作り、重心について学び
ます。d９月11日㈯午前10時半〜11時
c30人（先着）

③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。d９月11日㈯午前11
時半〜11時50分c30人（先着）

③園芸講座 ハーブ入りピンクッション
d９月14日㈫ 午後１時半〜３時半c20人

（抽選）y700円
④ハーブの効用
　ハーブせっけん（顔用・全身用）を作り
ます＝写真。d９月15日㈬午後１時半〜３
時半c30人（抽選）y1,000円

ギアって何？〜ギアを組み立てて仕組
みを知ろう〜
　ギアを作って、ものを動かす仕組みに
ついて学びます（小学生以上推奨）。d８
月27日㈮〜29日㈰午後２時半〜４時c

各日６人（先着）y無料eホームページ
で８月１日以降に受け付けます。

②夫・パートナーとの関係を考える〜こ
れってDV？〜
d９月11日㈯午後１時半〜３時半t女性
c20人（先着）y無料e電話（a526-378 
8）かメール（m amikas.soudan@city.fuk
uoka.lg.jp）、来所で、８月１日以降に同施
設へ。ホームページでも受け付けます。
③ママのためのお仕事スタートアップ
　就職活動に関する不安について、質
疑応答形式で答えます。d９月17日㈮午
前10時〜正午t再就職を希望する子育
て中の女性c10人（先着）y無料e電話
かファクス、メール（m jyosei.amikas@
city.fukuoka.lg.jp）、来所で、８月１日以降
に同施設へ。ホームページでも受け付
けます。

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。申し込みは①③電話か来所で、
当日午前10時以降に同施設へ。②電話
かメール（m mamoroom@fch.chuo.fukuo
ka.jp）で、８月１日午前10時以降に同施
設へ。
①カブトガニ観察会
　「生きている化石」といわれるカブトガ
ニ＝写真＝を間近で観察します。d９月４
日㈯午後３時〜３時20分c25人（先着）

　※いずれも入園料別。申し込みは①
③④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、①８月22日③８月31日④９月１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。②不要
①植物ってこんなに面白い　植物の力
〜薬〜
　座学やフィールドワークを通して、病
気を治す植物の力について学びます。
d９月５日㈰午後１時半〜４時c20人（抽
選）y500円
②園芸講座 秋のバラの手入れと管理
d９月７日㈫午後１時半〜３時半（受け付
けは１時から）c30人（先着）y無料

特別展「グラバーが運んだみらい展 蒸
気のひみつ」ギャラリートーク
　グラバー園（長崎市）の学芸員が展示
の見どころを案内します。d８月21日㈯
午前11時、午後１時半から（各45分）c各
15人（先着）y無料（特別展のチケットが
必要）e当日各開始時間の10分前から
受け付けます。
ミラクルメガネでソロバンドックの蒸気
エンジンのメカニズムを見てみよう
　偏光メガネを使って、小菅修船場跡の
引き揚げ装置の蒸気エンジンとギアに
ついて学びます（小学６年生以上推奨）。
d８月27日㈮〜29日㈰午前11時〜11時
半c各日20人（先着）y無料eホーム
ページで８月１日以降に受け付けます。

　※②③は託児あり（６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）。
①Music＆Discussion（ミュージック 
アンド ディスカッション） テイラー首席
領事が選ぶ女性アーティスト「キャロ
ル・キング」
　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」
を利用したオンラインセミナー。在福岡
米国領事館首席領事のジョン・C・テイ
ラー氏が日本語で話します。d８月28日
㈯午後２時〜４時t市内に住むか通勤・
通学する人c30人（抽選）y無料eホー
ムページで８月20日まで受け付けます。
当選者のみ通知。

　※いずれも保護者同伴。申し込みは８
月１日以降にホームページで受け付け
ます。
ジュニアマリン体験教室
d８月24日 ㈫、
25日㈬、26日㈭
午 前10時〜午
後４時t市内に
住 む 小 学３年
〜中 学 生c各
日10人（先着）y 

1,500円
親子クルーザー体験セーリング
d８月28日㈯午前10時〜正午、午後１時
半〜３時半t市内に住む小学生以上と
保護者c各25人（先着）y600円

過去の同教室

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

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）

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）

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）

コレクション展（近現代美術） ミニマル
なかたち
　フランク・ステラ、江上計太など、ミニ
マリズム（形や色
などの要素を削
ぎ落としていった
美術傾向）の作家
とその系譜にある
作家の作品を紹
介します。d８月３
日 ㈫ 〜10月17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 日本の美術はいつから
「かわいい」のか?
　日本美術がどのように評論されてき
たのか時代ごとに紹介します。d８月21
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
バリアフリーギャラリーツアー ①視覚
障がい者のためのおしゃべりとてざわ
りのツアー②聴覚障がい者のための目
で聴くツアー
　①触れられる作品や教材を使い、会話
しながら鑑賞します。②手話通訳者を介
して、対話しながら市美術館のコレク
ションを鑑賞します。d①８月28日㈯②９
月４日㈯いずれも午後２時〜３時半t①
不問②聴覚に障がいのある人c各10人

（抽選）y無料e往復はがきかメール（m 
workshop@fukuoka-art-museum.jp）に代
表者の応募事項と参加者全員の氏名・
年 齢、障 が い
の程度も書い
て、８月①17日
②24日（いずれ
も必着）までに
市 美 術 館 へ

（介助者がいる
場合はその旨
も記入）。

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）

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、８月13日、14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。

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。

小菅修船場の引き揚げ装置

前回の①のツアー

江上計太「サイケデリッ
ク・バロキズムNo.７」
1994年、市美術館蔵

情報BOX 福岡市政だより
令和3（2021）年８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


