
福岡城「黒田茶屋」 夏の涼を感じよう

　福岡城の梅園で採れた梅を使った「うめスカッシュ」（数量限定）や、あまおうイ
チゴのソフトクリームなどを期間限定で販売します。軽食やドリンク、福岡城オリ
ジナルグッズも販売。d開催中〜９月５日㈰午前10時〜午後４時x月曜日l福岡
城むかし探訪館横・売店スペース（中央区城内）i福岡城「黒田茶屋」a080-222 
5-4350y入場無料e不要

催 し
介護実習普及センター　ミニ展示「フットケアグッズ」

　手の力が弱い人でも楽に切れる爪切りや、つぼ押しなどを紹介します。d開催
中〜８月31日㈫午前10時〜午後６時 ※17日㈫は休館li同センター（中央区荒
戸三丁目）a731-8100f731-5361y無料

催 し

〒 810-8620 は市役所専用の郵便番号です。市役所の住所を書かなくても郵便物が届きます。

夜間・休日急患診療 急患診療は、急病患者に対して応急処置を行うものですので、後日かかりつけの医療機関などで受診してください。
以下の内容は市ホームページ（「福岡市 救急医療・消防」で検索）にも掲載しています。

●救急車を呼ぶべきか
　迷ったときは
　県救急医療情報センターが、看護師による相談や現在受
診できる最寄りの医療機関の案内等を、年中無休で24時間
行います。a471-0099でも受け付けます。
　また、現在診療中の医療機関をホームページ（「ふくおか
医療情報ネット」で検索）で確認できます。

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
☎847-1099

平 日 内科、小児科 ▼  午後７時半〜翌朝６時半
※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月後半の日曜日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
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
８月22日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
８月29日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
　※外科当番医は変更の可能性があります。最新の情報は
各医療機関へお問い合わせください。
　※夜間・休日急患診療は、曜日・時間帯によって、加算（休
日・時間外・深夜）があります。さらに外科当番医は、紹介状
がない場合に必要な選定療養費や、保険が利かない費用が
かかる場合があるため、各医療機関に問い合わせを。

a＃7119

　催し等は、感染防止対策を徹底して行います。３密の回避、マ
スクの着用などにご協力をお願いします。本紙掲載の情報は７
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。

8/

19
●木
他

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。d８月19
日㈭午後４時〜４時50分、28日㈯午後１時〜１時50分l同館（博多区冷
泉町）i博多伝統芸能振興会a441-1118f441-1149c各15人（先着）
y3,000円e電話かファクス、メール（m fkkdentou@fukunet.or.jp）に
代表者の応募事項とメールアドレス、希望日時、参加人数を書いて同
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。

8/

21
●土
他

3市ヨットハーバー　初心者ヨット教室

d８月21日㈯、22日㈰、９月11日㈯午前10時〜午後４時 ※内容は同じ
li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）a882-2151f881-2344t市
内に住む16歳以上c各10人（先着）y3,000円eホームページで８月15
日以降に受け付けます。

8/

22
●日

2下水道フェア福岡「課外授業 in キャナル」

　微生物観察や下水道管内検査カメラの操作など、体験しながら学
べます。その他「下水道大喜利クイズ」や「下水道体験動画」をホーム
ページで配信 （９月15日まで）。d午前11時〜午後５時lキャナルシ
ティ博多（博多区住吉一丁目）i下水道経営企画課a711-4613f733-
5596y無料e不要

8/

25
●水

3鴻
こうろかん

臚館体験講座 藍の生
な ま ば

葉染め

d午前10時〜正午l鴻臚館跡展示館（中央区城内）i史跡整備活用
課a711-4784f733-5537t小中学生（保護者同伴）c20人（抽選）y

無料eメール（m shiseki.EPB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応
募事項を書いて８月20日までに同課へ。

8/

26
●木
他

3老人福祉センター東香園　①「エンディングノートを
作成しよう」セミナー＆相談会②衛生管理講座

　①行政書士からエンディングノートの書き方などについて学びま
す。終了後、個別相談会もあり（希望者のみ。先着２人）。②管理栄養士
が食中毒や高齢者の栄養バランスについて話します。d①８月26日
㈭、９月30日㈭午後１時〜２時（連続講座）②８月28日㈯午後０時半〜１
時半li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に
住む60歳以上（②は家族の参加も可）c各20人（先着）y無料e電話
かファクス、来所で、８月15日以降に同園へ。

8/

28
●土

2高齢者能力活用センター設立25周年記念式典

　佛子園理事長の雄谷良成氏による講演「ごちゃまぜ〜看取（みと）り
合う共生社会〜」など。小学生以下は保護者同伴。d午後１時〜５時

（受け付けは正午から）lJR九州ホール（博多区博多駅中央街）i県
高齢者能力活用センター内25th記念事業室a451-8610f451-8612c300
人（先着）y無料eホームページに掲載、または同事業室（博多区博多
駅前二丁目 商工会議所ビル１階）で配布する申込書で申し込みを。

8/

29
●日

3花畑園芸公園　折り紙ヒコーキ教室

d午前10時〜正午li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-37 
54t５歳〜小学生（保護者同伴）c20組（先着。１組５人まで）y１人200
円e電話かファクスで、８月22日以降に同公園へ。

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール　h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日
※カレンダーの日付は、イベント開催日（複数日ある場合はその初日）を記載しています。

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

情報BOX ※ご記入いただいた個人情報は適切に管理し、目的外には使用しません。
※講座・催しなどで、特に記載がないものは誰でも参加（申し込み）可。

応 募 事 項
電話以外で申し込む場合は次の	応募事項	を書いてください。
　●	催し名など（コースも）	 　●	郵便番号・住所
　●	氏名（ふりがな）	 	 　●	年齢
　●	電話番号	 	 	 　●	小中高生は学年

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

情報BOX 福岡市政だより
令和３（2021）年８月15日 14催し 講座

教室



博多座「市民半額観劇会」

　ブロードウェイ・ミュージカル「エニシング・ゴーズ」を半額で観劇できます。d

９月30日㈭、10月２日㈯、４日㈪午後５時から（４日は正午からの回もあり）、10月１
日㈮午後１時から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）yＡ席
7,000円（事務手数料・振込手数料別）eはがき（〒810-8799福岡中央郵便局留「市
民半額会」）に代表者の応募事項と希望日時（１公演のみ）、参加人数（２人まで）
を書いて８月23日（消印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（８月25日ごろ
発送）。

催 し

今津運動公園　今津カップ（テニス大会）
①ミックスダブルス②女子ダブルス

　詳細は問い合わせを。d９月21日㈫午前９時〜正午li同公園（西区今津）a 

807-6625f807-6627t①合計年齢90歳以上の男女のペア②各30歳以上の女性
のペア ※いずれも今年の12月31日時点。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20日以降に同公園へ。

催 し

市美術館　コレクション展（古美術） 秋の名品展

　松永コレクションの茶道具を中心に、書画、工芸作品を展示。d８月31日㈫〜
11月14日㈰午前９時半〜午後５時半（８〜10月の金・土曜日は午後８時まで） ※入
館はいずれも閉館30分前までx月曜日li市美術館（中央区大濠公園）a714-
6051f714-6071y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

雁の巣レクリエーションセンター　
ノルディック・ウォーキング教室

　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）＝写真。雨天中止。d月曜日午前９時〜10
時半（祝休日を除く）li同センター（東区
奈多）a606-3458f607-9057t小学生以上

（小学生は保護者同伴）c各30人（先着）y

無料（ポールレンタル代300円）e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。

講座・教室

応募等のはがきの料金は 63 円です。

8/

29
●日
他

3老人福祉センター舞鶴園　①アラ環世代のセカンドライフ・キャ
リアセミナー②行政出前講座「知って防ごうネットトラブル」

　①人生を振り返り、これからの人生について考えます。キャリアコン
サルタントによる講演や自分を見つめ直すワークショップなどもあり。
②市消費生活センターの講師が解説します。d①８月29日㈰午後１時
〜３時②９月６日㈪午後１時〜２時li同園（中央区長浜一丁目）a77 
1-7677f716-0046t市内に住む①60歳前後②60歳以上c各10人（先
着）y無料e電話かファクス、来所で、８月15日以降に同園へ。定員を
超えた場合のみ通知。

9/

1
●水

2松風園　開園感謝デー

　来園者に季節の野菜を進呈（先着30人）。d午前９時〜午後４時li

同園（中央区平尾三丁目）af524-8264y無料（入園料別）e不要

9/

2
●木

3老人福祉センター寿楽園　交通安全教室

　警察署員が高齢者の交通安全について話します。d午後２時〜３時半
li同園（城南区南片江二丁目）af861-1123t市内に住むおおむね
60歳以上c12人（抽選）y無料e電話か来所で、８月28日までに同園へ。

9/

4
●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、８月15日以降に同ゴルフ場へ。

9/

5
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園　
市民向け 秋冬野菜栽培講習

　家庭菜園の初心者向けに講習や相談会を行います。d午前10時〜
正午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883c15人

（先着）y300円e電話かファクスで、８月15日午前10時以降に同農園へ。

9/

5
●日
他

3もーもーらんど油山牧場
①ハーバリウム教室②羊毛遊び

　①ガラス瓶にドライフラワーを入れて作ります。②羊の毛で牛のマ
スコットを作ります。d９月①５日㈰午前10時半〜11時半②11日㈯午
前10時半〜午後０時半li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040 
t①不問②６歳以上（いずれも小学生以下のみの参加不可）c各24人

（抽選）y各1,000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が可能な電話番号を書いて８月①22日
②27日（いずれも必着）までに同牧場へ。ホームページでも受け付け
ます。

9/

7
●火

2九州大学×科学コミュニケーションシンポジウム「伝える喜
び、伝わる喜び〜双方向コミュニケーションの場を造る〜」

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用して、活動紹介などを行
うオンラインシンポジウムを開催します。d午後３時〜６時i同大学社
会連携推進室科学コミュニケーションシンポジウム担当a802-2301f 

802-2302c500人（先着）y無料eホームページで８月15日以降に受け
付けます。

9/

10
●金

4九州大学病院 小児がんのこどもの教育を考える講演会
（オンライン）

　「病気療養中の小中高生の教育の充実を求めて〜学校と病院で連
携してできる支援のあり方〜」をテーマに、神戸松蔭女子学院大学教
授・谷川弘治氏の講演と医療現場の実状や経験者の声を動画でライ
ブ配信します。詳細はホームページで確認を。d午後５時〜７時i同
病院小児がん拠点病院事務局a642-5093f642-5100y無料eメール

（m childccenter@jimu.kyushu-u.ac.jp）に応募事項とメールアドレスを
書いて９月６日までに同事務局へ。ホームページでも受け付けます。

9/

11
●土

3市埋蔵文化財センター　考古学講座
「土器のかけらから解き明かすいにしえの食と調理」

　奈良文化財研究所の庄田慎矢氏が、最新の分子生物学による食文
化復元の成果について話します。d午後１時半〜３時li同センター

（博多区井相田二丁目）a571-2921f571-2825c50人（抽選）y無料
eメール（m maibun-c.EPB@city.fukuoka.lg.jp）で８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。

9/

11
●土

2背振少年自然の家　
せふり親子天文教室〜月ってどんな星？〜

　星空について学び、実験やクラフト作り、天体観察をします。d午後
７時〜９時li背振少年自然の家（早良区板屋）a804-6771f804-67 
72t小学４年〜中学生と保護者c15組（抽選。１組４人まで）y大人
1,000円、小中学生500円eホームページに掲載する申込書を８月12日
〜９月４日に問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

9/

12
●日

4難病市民公開講演会「病をかかえて元気に生きる」

　慶応義塾大学名誉教授・加藤眞三氏が「患者自身が主体的に病気
と向き合う力」について話します。d午後１時半〜４時lふくふくプラザ

（中央区荒戸三丁目）i市難病相談支援センターa643-8292f643-
1389c100人（先着）y無料e電話かファクスで同センターへ。ホーム
ページでも受け付けます。

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

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



市地下鉄40周年記念「僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE
ワールドヒーローズミッション」クイズラリー

　地下鉄全駅に設置するクイズラリー台紙を入手し、三つの地下鉄駅に設置さ
れたクイズに正解すると「地下鉄×映画ヒロアカ」特製カード（非売品）がもらえ
ます。さらに、抽選で６人に映画「ヒロアカ」オリジナルグッズ（非売品）等が当たり
ます。詳細はホームページで確認を。d開催中〜８月31日㈫iお客様サービス
センターa734-7800f734-7801

催 し

市美術館　①車いす利用者のためのゆったり車いすツアー
②車いすを利用しない人の車いすで美術館ツアー

　車いすを使用し、対話をしながら作品を鑑賞します。d９月11日㈯①午前10時
〜正午②午後２時〜３時半li市美術館（中央区大濠公園）a714-6051f714-60 
71t①普段車いすを使っている人②普段車いすを使っていない人c各５人程度

（抽選）y無料e往復はがき（〒810-0051中央区大濠公園１-６）かメール（m works
hop@fukuoka-art-museum.jp）に応募事項と希望時間、①は障がいの程度と付き
添いの有無を書いて、８月31日（必着）までに市美術館へ。

催 し

あいくる　夏休みワクワク教室

　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10人②各８人③④各回15人（いずれも先着）
y無料e当日正午から整理券を配布（④の午前10時半開催分は９時から配布）。

内容 日時 対象
①スタンプdeじゃばらうちわをつく
ろう

８／19㈭13:00〜、14:00〜、
15:00〜（各50分） 小中高生

②科学あそび（実験を通して科学
のおもしろさを体験します）

８／20㈮13:00〜、
14:30〜（各１時間） 小学生

③世界のスポーツやあそびを体験
しよう

８／24㈫14:00〜、14:40〜、
15:20〜（各30分） 小中高生

④あいくるランドをつくろう（紙や
段ボールに絵を描いてみんなでオ
リジナルの世界を作ります）

８／26㈭10:30〜、13:30〜、
15:00〜（各１時間） １歳〜高校生

催 し

今宿野外活動センター　
①パパとママのためのキャンプ教室②あおぞらピザ教室

　①火おこしなど、キャンプに必要な技術を学びます。②石窯を使ってピザを作
ります。いずれも高校生以下は保護者同伴。d９月①12日㈰午前10時〜午後１時
②20日（月・祝）午前10時〜正午、午後１時半〜３時半li同センター（西区今宿上
ノ原）a806-3114f806-3115c①６組（先着）②各６組（抽選） ※いずれも１組５人
までy①１組3,000円②小学生以上1,000円、未就学児500円n①小学生以下（無
料。申込時に予約を。先着順）②なしe①電話で８月28日以降に同センターへ。
②往復はがき（〒819-0163西区今宿上ノ原217-２）に参加者全員の応募事項と希
望時間、食物アレルギーの有無を書いて、８月15日〜９月７日（必着）に同セン
ターへ。いずれもホームページでも受け付けます。 ※②はホームページで申し
込む場合は当選者のみ通知。

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。

9/

13
●月
他

2ジュニア層指導者養成事業「コーチングクリニック」

　詳細はホームページで確認を。d９月13日㈪、27日㈪午後７時〜９時 
※各回のみの参加も可l市総合体育館（東区香椎照葉六丁目）i市
スポーツ協会a407-8381f407-8185tジュニア世代（小・中・高）の指
導者や保護者などc各30人（抽選）y１回500円eホームページで８月
15日〜31日に受け付けます。

9/

14
●火
他

3初心者弓道教室

d９月14日〜10月19日の火・金曜日午前10時〜正午（９月21日を除く。
連続講座）l博多体育館（博多区山王一丁目）i市弓道連盟博多支
部・宮本a090-6774-9918f576-9811t市内に住むか通勤する18歳以
上c15人（抽選）y6,000円e電話かはがき（〒812-0888博多区板付４-
９-11-102）、ファクス、メール（m miyamoto-kyudo@ric.hi-ho.ne.jp）で、９
月７日（必着）までに問い合わせ先へ。来所の場合は、博多体育館へ。

9/

15
●水
他

3花あふれる街づくりのお手伝い　
園芸ボランティア養成講座（シニア対象）

d９月15日㈬、29日㈬午後１時半〜３時半（連続講座）l中央市民セン
ター（中央区赤坂二丁目）i中央区生涯学習推進課a718-1069f714-
2141t市内に住むか通勤する60歳以上で講座終了後、ボランティア
活動に参加できる人c15人（抽選）y無料eはがき（〒810-8622住所
不要）かメール（m csgkouza@city.fukuoka.lg.jp）で、８月31日（必着）ま
でに同課へ。

9/

17
●金
他

3早良障がい者フレンドホーム　
はじめてのパソコン教室（エクセル応用）

d９月17日〜10月22日の金曜日午前10時〜正午（10月８日を除く。連
続講座）li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763 
t市内に住む肢体・内部障がいのある18歳以上c６人（抽選）y1,300
円程度e電話かファクス、メール（m sawara-friend@nonohana.or.jp）、
来所で、８月15日〜25日に同ホームへ。

9/

18
●土

3市総合体育館　聴覚障がい者のための健康体操教室

　家庭でできる簡単なストレッチや筋力トレーニングを学ぶほか、マ
シン体験を行います。d午前10時〜11時半li同体育館（東区香椎
照葉六丁目）a410-0314f410-0318t聴覚に障がいのある18歳以上
の人で運動制限のない人c20人（先着）y無料e電話かファクス、
メール（m info@fukuoka-city-arena.jp）、来所で同体育館へ。定員を超
えた場合のみ通知。

9/

18
●土

2市民会館　バックステージツアー
（劇場の謎＆クリアザミッション）

　小ホールで劇場について学び、舞台の裏方の仕事の体験をします。
詳細は問い合わせを。d午後０時半〜４時li同会館（中央区天神五
丁目）a761-6567f761-5866t小中学生（保護者同伴）c20人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m uketsuke@fukuoka-civichall.jp）
で、８月23日以降に同会館へ。ホームページでも受け付けます。

9/

18
●土

4市民向け講演会「活用しよう 在宅療養のサポーター 
〜在宅であなたらしく生きる〜」

　在宅医療・介護の連携やサービスの活用法などについて学びます。
d午後１時半〜３時40分lアクロス福岡イベントホール（中央区天神
一丁目）i市医師会在宅医療課a852-1512f852-1510c200人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m zaitaku@city.fukuoka.med.or.jp）
で同課へ。

9/

18
●土
他

3視覚障がい者外出サポートボランティア入門講座

d９月18日㈯、25日㈯、10月２日㈯午後１時〜４時（連続講座）lふくふ
くプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会ボランティアセン
ターa713-0777f713-0778t講座修了後、ボランティア活動ができる
人c20人（先着）y1,000円e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸３-
３-39）、ファクスで、８月17日以降に同センターへ。

9/

19
●日

3西障がい者フレンドホーム　アロマ教室

　ルームスプレーとせっけんを作ります。保護者または介助者の同伴
可。d午前10時〜正午li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f 

883-7037c10人（抽選）y500円e電話か来所で、８月15日〜31日に同
ホームへ。

9/

20
●●月・祝

2西南杜
もり

の湖畔公園　
テニス①オレンジボール大会②グリーンボール大会

d午前９時〜午後５時li同公園（城南区七隈六丁目）af863-7929 
tテニス経験がありセルフジャッジができる①小学１・２年生②小学３・
４年生c①６人②男女各６人（いずれも先着）y3,000円e電話か来所
で、８月20日以降に同公園へ。
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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



今津運動公園　今津カフェ オープン

　飲食物の販売のほか、今津、北崎の情報発信スペースも併設。詳細は問い合
わせを。d土・日曜日・祝休日の正午〜午後５時l同公園体育館棟ラウンジ（西区
今津）i同公園管理事務所a807-6625f807-6627y入場無料

催 し

福北連携コーナー
北九州市立いのちのたび博物館　
夏の特別展「THEモンスター展２〜攻撃と防御〜」

　「生きていくための攻撃と防御」をテーマに、さまざまな生物群の標本から
生物が生き残るために、どのように適応し進化してきたのかを学びます。d開
催中〜９月26日㈰午前９時〜午後５時（入館は４時半まで）li同博物館（北九
州市八幡東区東田二丁目）a093-681-1011f093-661-7503y一般800円、高大
生500円、小中学生400円、未就学児無料e入場にはホームページで事前予約
が必要。希望日の１カ月前から受け付けます。

筑後川・川の駅スタンプラリー

　筑後川流域と水源地域に点在する「川の駅」を巡り、スタンプを集めて応募す
ると抽選で筑後川にちなんだ特産品が当たります。詳細はホームページで確認
を。d10月31日㈰までi福岡都市圏広域行政事業組合a733-5004f733-5005t

福岡都市圏17市町に住む人y無料eホームページに掲載、または情報プラザ
（市役所１階）で配布するスタンプラリー用紙を10月31日（消印有効）までに同組
合へ。当選者のみ通知。

催 し

優しさを伝えるケア技術「ユマニチュードⓇ」Vol.10
〜「見る」「話す」「触れる」が伝えるメッセージを一致させる〜

　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。
　介護をするときには、私たちの言動に矛盾がないよ
うにしなければなりません。「あなたのことを大切に
思っている」と伝わるように、瞳を見ながら、話しなが
ら、触れましょう。

i認知症支援課a711-4891f733-5587

西区歴史よかとこ案内人と巡る「秋晴の歴史探訪ウォーキング」

i西区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128m nishikuyokatoko@gmail.c 
omy各300円eはがき（〒819-0013西区愛宕浜１-16-６）かメールに応募事項と希
望日を書いて、希望日の７日前（必着）までに同事務局へ。

日時 行き先 集合・解散場所

９／18㈯
9:30〜12:00

（半日コース）
地下鉄姪浜駅南口〜姪浜住
吉神社（約３㎞）

集合＝地下鉄姪浜駅
解散＝姪浜住吉神社（西区姪浜三丁
目）

９／22㈬
9:20〜15:00

今津元寇（げんこう）防塁〜
今津半島周回など（約７㎞）

集合＝JR九大学研都市駅
解散＝昭和バス今津バス停

９／25㈯
9:30〜15:00

夫婦塚古墳〜吉武熊山古墳
群〜飯盛文殊堂〜飯盛神社
〜やよいの風公園（約８㎞）

集合＝地下鉄姪浜駅
解散＝地下鉄橋本駅

催 し

アミカス　男女共同参画推進サポーター養成講座

　男女共同参画の研修講師としての知識と技術を学びます。連続講座。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。d10月24日㈰、11月７日㈰、
来年３月６日㈰ ※その他オンライン講座、研修見学もあり。liアミカス（南区
高宮三丁目）a526-3755f526-3766t18歳以上c20人（選考）y無料n６カ月〜
小学３年生（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書いて各開催日の10日前までに申
し込みを。先着順）eホームページで８月15日〜９月30日に受け付けます。

講座・教室

9/

23
●●木・祝

2博多の森テニス競技場　テニスの日関連イベント

　①プレイ＆ステイ②テニスエクスプレス③カラーボール大会。①③
は保護者同伴。詳細は問い合わせを。d午後１時〜５時l同競技場

（博多区東平尾公園一丁目）i県テニス協会a722-1605f722-1607t 

①③小学１〜４年生②①の参加者の保護者c①50人②③20人（いず
れも抽選）y500円e往復はがき（〒810-0022中央区薬院２-14-26 東洋
薬院ビル５階）に応募事項と希望コースを書いて、８月15日〜９月６日

（必着）に同協会へ。

9/

24
●金

2老人福祉センター若久園　
認知症カフェ（若久園カフェ）

　認知症への不安や心配事、認知症の人の介護について相談できま
す。d午後２時〜４時li同園（南区若久六丁目）a511-7255f511-75 
58t市内に住む人c20人（先着）y無料e電話か来所で、８月24日以
降に同園へ。

9/

25
●土

4市若年性認知症講演会「自分らしく、地域で暮らす」

　医師が若年性認知症に関する正しい知識などについて話します。
当事者の話もあり。d午後２時〜４時lふくふくプラザ（中央区荒戸三
丁目）i認知症支援課a711-4891f733-5587c100人（先着）y無料
e電話かファクス、メール（m ninchi-shien.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）に
応募事項とファクス番号またはメールアドレス、講師への質問を書い
て、８月16日以降に同課へ。市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。

9/

25
●土
他

3不登校の保護者支援サポーター養成講座

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d９月25日〜来年
２月26日の第４土曜日午後１時半〜４時（12月は第３土曜日。連続講座）
l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）i教育相談課a832-7120f 

832-7125c30人（選考）y3,000円e電話かファクス、メール（m koga.
k17@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と応募動機を書いて、９月15日ま
でに同課へ。参加決定者のみ通知。

9/

25
●土
他

3市小学生ハンドボールスポーツ教室

　詳細は問い合わせを。d９月25日〜12月18日の土曜日午後５時〜７時
（全10回）l福岡大学（城南区七隈八丁目）iとびうめキッズ・東原

a090-6447-1871m tobiume_kids@yahoo.co.jpt小学生c20人（先着）
y1,000円e電話かメールに応募事項と性別、学校名、保護者氏名、
メールアドレスを書いて、８月15日以降に問い合わせ先へ。定員を超
えた場合のみ通知。

10/

6
●水
他

3「福岡いのちの電話」ボランティア養成講座

　連続講座。日程など詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。d10月６日㈬〜来年８月10日㈬l九州キリスト教会館（中央区舞鶴
二丁目）i福岡いのちの電話事務局a713-4343f721-4343t23〜68
歳c30人（選考）y２万円（その他実費負担あり）e同事務局へ詳細を
問い合わせの上、必要書類を８月31日（必着）までに郵送してください。

10/

10
●日

3海の中道青少年海の家　親子投げ釣り教室

　初心者も可。d午前10時〜午後３時li海の中道青少年海の家（東
区西戸崎）a603-2700f603-2782t小中学生のいる家族（未就学児の
参加不可）c20人（抽選）y大人1,500円、高校生1,320円、小中学生
1,000円eホームページで９月10日まで受け付けます。

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
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どの税目を登録すると、納期限等の
お知らせが事前に届きます。詳細は
問い合わせを。i税制課a711-4202 
f733-5598

市施設の緊急工事店を追加募集
　詳細は８月15日以降にホームペー
ジで確認を。【募集業種（等級）】一般
土木・建築（C・D）、電気・管（B・C）、機械、
塗装、防水、金属製建具、木製建具、黒
板、フェンス、厨房用機械器具、消防
施設、電気通信、体育遊戯施設、内装
インテリア、畳。応募は１業種のみ（一
般土木は希望順位１位のみ）【指定期
間】10月１日から１年間【募集要項・申
請書】ホームページに掲載【申請期
間】９月13日、14日i市施設整備公社
a738-7220f738-7230
「IN HER TWENTIES＆FORTIES（イン  
ハー トゥエンティーズ アンド 
フォーティーズ）」出演者を募集

　来年２月に福岡で上演する、「一人
の20代女性・40代女性が過ごす20代、
40代の10年間を、20代・40代の女優各
10人で描く」という作品の出演者オー
ディションを実施。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。d９月
８日㈬〜10日㈮午前10時半〜午後10
時のうち２時間程度lパピオビー
ルーム（博多区千代一丁目）iアート
マネージメントセンター福岡・仁田野
a090-1349-9041m inher.fuk2021@
gmail.comt来年２月の公演期間中に
20代、40代で、１月中旬から２月まで稽
古・本番への参加ができる人y無料
eメールに応募事項と生年月日、公
演時の年齢、劇団や事務所に所属す
る人は所属名、志望動機、活動履歴、
オーディションの参加希望日時（第２
希望まで）を書いて８月25日までに問
い合わせ先へ。上半身、全身の写真を
添付してください。

出前講座を受け付けています
　市職員が地域に出向き、市の取り
組みや暮らしに役立つ情報を分かり
やすく説明します。全193講座を掲載
した「出前講座テーマ集」を情報プラザ

（市役所１階）や各区役所情報コー
ナー、入部・西部出張所などで配布し
ています。市ホームページにも掲載。
i広聴課a711-4067f733-5580t市
内に住むか通勤・通学する人で構成
された、おおむね10人以上のグルー
プy無料（会場は各自市内に準備を）
e市ホームページに掲載またはテー
マ集にある申込書を希望日の14日前
までに各担当課へ。

しごと

ミドル世代（就職氷河期世代）就
職支援セミナー

　①適職／自分を知る②ストレスコン
トロール③適職／仕事を知る―を
テーマにウェブ会議サービス「Zoom

（ズーム）」を利用し、オンラインで実
施。希望回のみの参加可。詳細は市
ホームページで確認を。d８月①20日
㈮ 午前10時〜11時半②24日㈫午後１
時半〜３時③26日㈭午前10時〜11時
半i市就労相談窓口a733-0717f71 
1-1682t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。市ホームページでも受け付け
ます。

市保育士就職支援研修会
　最新の保育事情を伝えるほか、保
育実践講座や求人紹介、就職相談会
などを実施。d９月13日㈪午前９時半
〜正午lふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）i指導監査課a711-4262f7 
33-5718t保育士の資格を有するか
取得見込みで保育所に就職を希望す
る人（来年３月に卒業見込みの学生も
可）c25人（先着）n６カ月〜小学３年
生（無料。子どもの名前、年齢・月齢を
書いて８月30日までに申し込みを。先
着順）y無料e電話かはがき（〒810-
8620住所不要）、ファクス、メール（m 
hoiku-kyujin-kyushoku@city.fukuoka.
lg.jp）、来所（市役所13階）で、８月16日
以降に市保育士・保育所就職支援セ
ンター（同課内）へ。市ホームページ
でも受け付けます。

早良区精神保健福祉職員を募集
　自立支援医療、精神保健福祉に関
する相談業務などに従事。【資格】精
神保健福祉士または保健師の資格を
有するか、社会福祉士・看護師・臨床
心理士の資格を有し精神保健福祉に
関する業務に３年以上従事した経験
を有する人【任用期間】11月１日〜来
年３月31日（再任用あり）【募集案内・
申込書の配布】８月10日から各区健康
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16日〜31日（必着）i早良区健康課
a851-6015f822-5733

福岡市民病院有期職員を募集
　言語聴覚士、医療ソーシャルワー
カーを募集。随時受け付け。詳細は
ホームページで確認を。【任用期間】
採用日〜来年３月31日（再任用あり）i

同病院総務課a632-1403f632-0900

　※募集する職員等の資格や勤務条
件など、詳細は募集案内で確認する
か問い合わせを。

市高齢者美術展の作品を募集

　10月12日㈫〜17日㈰に市美術館
（中央区大濠公園）で開催される同展
の出品作品を募集（各部門につき１人
１点、自作で未発表のもの）。詳細は問
い合わせを。【部門・サイズ】 ▽ 洋画、
日本画＝10〜50号 ▽書＝全紙（縦）以内

（掛け軸の長さは不問） ▽写真＝四つ
切り〜全紙 ▽ 工芸＝展示区画は１平
方㍍以内。 ※ガラス・アクリル板の額
装不可（油彩を除く洋画、水墨画・書
はアクリル板使用可）i市老人クラブ
連合会事務局a713-1340f713-0157 
t市内に住む60歳以上のアマチュア
e往復はがき（〒810-0062中央区荒戸
３-３-39）に応募事項と生年月日、出品
部門名、作品の題名（ふりがな）、作品
サイズ、老人クラブに所属する人は所
属クラブ名を書いて８月15日〜９月14
日（必着）に同事務局へ。作品は後日、
自身で搬入。 ※昨年度特別賞を受賞
した人は特別出品となります。
市国民健康保険運営協議会を開
催

　市国民健康保険事業の運営を審議
する同協議会を傍聴できます。d８月
20日㈮午後５時〜６時半（受け付けは
４時45分〜４時55分）l福岡ガーデン
パレス大会議場（中央区天神四丁目）
i保険年金課a711-4242f733-5441 
c10人（抽選）y無料e不要
市文化賞・市民文化活動功労賞の
受賞候補者を募集

　文学、美術、音楽、伝統芸能などの
文化芸術の分野で募集（自薦不可）。

【募集要項の配布】文化振興課（市役
所14階）、情報プラザ（同１階）、市文化
芸術振興財団（博多区下川端町 リバ
レインセンタービル８階）、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】
９月30日（消印有効）までi同課a71 
1-4665f733-5537
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】①10月25日㈪②11月５
日㈮まで。期間中は、市に意見書を提
出できます【縦覧場所】政策調整課

（市役所14階）、県中小企業振興課（県
庁７階）i政策調整課a711-4326f7 
33-5593

名称（所在地） 内容 届出日
①サニー月隈店

（博多区月隈二丁目）
変更

６月３日

②フォレオ博多（博多
区東那珂一丁目） ６月24日

LINE（ライン）で市税の納期限を
お知らせします

　福岡市LINE公式アカウントの受信
情報で「税金」を選択して市県民税な

お知らせ
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、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
戦没者遺児による慰霊友好親善
事業への参加者を募集

　巡礼地域は中国、トラック諸島、パ
ラオ諸島、ミャンマー・タイ、フィリピ
ン、ソロモン諸島、マリアナ諸島、マー
シャル諸島、台湾・バシー海峡、東部
ニューギニア、西部ニューギニア。費
用や申し込み方法等詳細は問い合わ
せを。i県遺族連合会a761-0012f78 
1-2056t上記地域での戦没者の遺児
博多座「市民檜（ひのき）舞台の
月」利用者を募集

　申込期間など詳細は市ホームペー
ジで確認を。来年12月に演劇、日本舞
踊、バレエ、ミュージカルなどの発表
の場として利用できます（選考会あ
り）。【場所】博多座（博多区下川端町）

【対象】舞台芸術活動をしている団
体、個人など【費用】１日当たり、平日
30万円、土日祝日35万円（付属設備使
用料など別）【募集案内・申込書の配
布】博多座、文化施設課（市役所14階）
で。市ホームページにも掲載i「市民
檜舞台の月」公演事務局a263-5861 
f263-3632
九州・大学発ベンチャー・ビジネス
プランコンテスト エントリー起業
プランを募集

　グランプリ受賞者等は全国大会に
出場。９月２日㈭にはエントリーに向け
た「ビジネスプラン作成講座」も開
催。詳細はホームページで確認を。

【対象】起業を目指すか、既に起業し
ている九州内の大学、大学院、高専、
短大、専門学校の学生など（留学生を
含む）【応募期間】９月24日までi同コ
ンテスト実行委員会事務局（九州
ニュービジネス協議会内）a833-3097 
m daigaku-vbpc@qshu-nbc.or.jp

情報BOX 福岡市政だより
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電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。
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いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項
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高齢者活躍人材確保育成事業「刈
払機」技能講習

　刈払機を安全に取り扱うための知
識と操作方法を学び、「刈払機取扱作
業者安全衛生教育修了証」の取得を
目指します。d９月14日㈫午前10時〜
午後４時、15日㈬午前10時〜午後３時

（連続講座）lももちパレス（早良区
百道二丁目）i県シルバー人材セン
ター連合会a292-1857f623-5677t

市内に住み、勤労意欲のある60歳以
上c15人（選考）y無料e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８月16日
〜９月３日（必着）に同連合会へ。受講
決定者のみ通知。

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽はじめてのTOEIC講座 ▽（医薬品）
登録販売者受験対策講習 ▽パソコン

「Excel中級データベースと実務関数」
講習 ▽ガス溶接技能講習 ▽パソコン

「Access2016」講習―を実施。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a671-6831f672-2133
福商リカレントプログラム「withコ
ロナ時代に活躍できる働き方セ
ミナー」

　教育研修・就職採用支援の専門家
から、人生100年時代における多様な
働き方や企業から求められる能力・ス
キルなどを学びます。d８月24日㈫午
後２時〜４時半l福岡商工会議所（博
多区博多駅前二丁目）i同会議所検
定・企業研修グループa441-2189f4 
14-6206t就職のために学び直したい
30歳以上c50人（先着）y無料eファ

する同園園長が、対面で個別相談に
応じます。ウェブ会議サービス「Zoom

（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。d９月４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、８月15日以降に同園
へ。定員を超えた場合のみ通知。
シニア活躍応援セミナー 初心者
のための「販売のお仕事」

　コンビニエンスストア店内の仕事
内容について学びます。実技もあり。
d９月13日㈪午後２時〜４時lふくふ
くプラザ（中央区荒戸三丁目）i同セ
ミナー事務局（パーソルテンプスタッ
フ 内 ）a433-7780f287-9330t市 内
に住むおおむね60歳以上c30人（先
着）y無料e電話かファクスで、８月
16日以降に同事務局へ。定員を超え
た場合のみ通知。

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

相 談

クスかメール（m fkkentei@fukunet.o 
r.jp）で問い合わせ先へ。ホームペー
ジでも受け付けます。
市こども総合相談センター 児童
指導員を募集

　同センター内の一時保護所におい
て深夜の子どもの生活指導等に従
事。資格要件あり。【任用期間】10月１
日〜来年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】８月16日から同
センター（中央区地行浜二丁目）、情
報プラザ（市役所１階）、各区役所情報
コーナー、入部・西部出張所で。市
ホームページにも掲載【申込期間】８
月27日（必着）までiこども支援第２
課a832-7100f832-7830
城南区地域保健福祉課 産休代替
保健師を募集

　【資格】保健師の有資格者。他要件
あり【任用期間】10月12日〜来年２月
１日（再任用あり）【募集案内・申込書
の配布】８月16日から各区地域保健福
祉課、情報プラザ（市役所１階）など
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】８月27日（必着）までi城南区地域
保健福祉課a833-4113f822-2133
老人福祉センター東香園　シニ
アを積極的に雇用している企業
の合同企業説明会と相談会

d８月21日㈯午後１時半〜３時半li

同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-22 
13f671-2214t市内に住む60歳以上
c15人（先着）y無料e電話かファク
ス、来所で、８月15日以降に同園へ。
老人福祉センター舞鶴園　シニ
ア就業相談

　キャリアコンサルタントの資格を有

毎月第１金曜日（閉庁日の場合は直前
の開庁日）の午前９時から市民相談室

（市役所２階）で電話か来所で受け付
け。チケットを受け取り後、予約を。

精神保健福祉センター 専門相談
　いずれも無料。【専門電話相談】 ▽

依存症・引きこもり＝火・木曜日 ▽ 発
達障がい・性同一性障がい＝第１・３水
曜日（いずれも祝休日を除く）午前10
時〜午後１時a737-8829【専門医師に
よる面接相談】アルコール・薬物・ギャ
ンブル等への依存症、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やその家族
y電話相談は無料。面接相談は２回
目以降有料。

子どもの人権110番強化週間
　いじめや体罰などの相談に電話で
応じます。【相談電話】a0120-007-11 
0（ＩＰ電話は739-4175へ）d８月27日
㈮、30日㈪、31日㈫、９月１日㈬、２日㈭
午前８時半〜午後７時、８月28日㈯、29
日㈰午前10時〜午後５時li福岡法
務局人権擁護部a739-4151f722-61 
83y無料e不要

映像ホール・シネラ　９月上映スケジュール
日本映画名作選
１日㈬ ほろよひ人生（２）

２日㈭ あの旗を撃て（11）、素浪人
罷通る（２）

３日㈮ 本日休診（11）、また逢う日ま
で（２）

４日㈯ 新・三等重役（11）、わが命の
唄　艶歌（２）

５日㈰ にっぽん三銃士（11）、田園
に死す（２）

８日㈬ 玄海つれづれ節（２）
９日㈭ 風音（11）、幼獣マメシバ（２）

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。申し込みは電話か来所で、当日
午前10時以降に同施設へ。
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。d

９月25日㈯午前10
時半〜10時50分c 

25人（先着）
映像シアター「野鳥の森へピクニック」
　福岡の野鳥について映像とクイズで
学びます。d９月25日㈯午前11時半〜11
時50分c30人（先着）

10日㈮ ほろよひ人生（11）、あの旗
を撃て（２）

11日㈯ 素浪人罷通る（11）、本日休診
（２）

12日㈰ 新・三等重役（11）、また逢う
日まで（２）

15日㈬ わが命の唄　艶歌（２）

16日㈭ にっぽん三銃士（11）、田園
に死す（２）

17日㈮ 幼獣マメシバ（11）、玄海つ
れづれ節（２）

18日㈯ 田園に死す（11）、風音（２）

19日㈰ あの旗を撃て（11）、ほろよ
ひ人生（２）

20日（月・祝）素浪人罷通る（11）、本日休診
（２）

23日（木・祝）わが命の唄　艶歌（11）、ま
た逢う日まで（２）

24日㈮ 新・三等重役（２）

25日㈯ にっぽん三銃士（11）、玄海
つれづれ節（2）

26日㈰ 風音（11）、幼獣マメシバ（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。

総合図書館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目７-１　a852-0600 f852-0609
o午前10時〜午後８時（日・祝休日は午後７時まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）、月末

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪９月４日㈯、５日㈰、12日㈰、14
日㈫、19日㈰、26日㈰午前８時半〜10時半

（14日は午後６時〜７時） ※③④は14日
を除く⑫９月５日㈰午前８時半〜10時
半、14日㈫午後６時〜７時⑬９月26日㈰
午前10時〜正午t市内に住む人。①は
市国民健康保険加入者。⑪は⑨か⑩の
受診者で喫煙など一定の条件の該当者
c先着順y一部減免ありn３カ月〜小
学３年生（500円。希望日の４日前までに
要予約）e電話か来所、ホームページで
予約を。

内容 対象 費用
①よかドック 40〜74歳 500円
②よかドック30 30〜39歳 500円
③胃透視検査 40歳以上 600円

④胃内視鏡検査 50歳以上の
偶数年齢者 1,800円

⑤胃がんリスク
検査 35歳か40歳 1,000円

⑥乳がん検診
40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑦子宮頸（けい）
がん検診 20歳以上 400円

⑧大腸がん検診 40歳以上 500円
⑨肺がん検診 40〜64歳 500円
⑩結核・肺がん検
診 65歳以上 無料

⑪喀痰（かくた
ん）細胞診検査 50歳以上 700円

⑫骨粗しょう症検
査 40歳以上 500円

⑬歯周病検診 18歳以上 1,000円
　※９月４日㈯、５日㈰、14日㈫、19日㈰、
26日㈰は、⑦の検診を女性医師が行い
ます。①②⑥の健（検）診は全日程女性
医師および女性技師です。

健康づくりサポートセンター
〒810-0073 中央区舞鶴二丁目５-１ あいれふ内　a7５1-２８０６ f７５１-２５７２
o午前９時〜午後５時

ひとり親家庭支援センター
〒810-0074 中央区大手門二丁目５-15
a715-8805 f725-7720
o午前９時〜午後９時（日祝日は午後
５時半まで）x月曜日

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）

t市内に住む一人親 ※③は配偶者と
死別した一人親c各12人（先着）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、８月15日以
降に同センターへ。

内容 日時
①子育て講座（仕事と子
育ての両立などについ
て）

９／５㈰
13:30〜15:30

②養育費・面会交流セミ
ナー

10／20㈬
13:30〜15:30

③グリーフケア（死別の
悲しみに寄り添う支援）
おしゃべり会

10／31㈰
13:30〜15:30

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15日 情報BOX9 しごと 相談 施設の情報

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



西部３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒819-0162 西区今宿青木1043-２　a8８２-３１９０ f8８２-４５80
o午前10時〜午後５時 x月曜日（祝休日のときは翌平日）

内容・日時 定員

①オンライン講座 コンポス
トで始める循環生活　
８／21㈯13:00〜14:00

―

②着物から簡単作務衣（さむ
え）作り（上下・裏付き）
９／２〜30の木曜日13:00〜
16:00（９／23を除く。連続講
座）

８人
（抽選）

③着物からスタンドカラー
の単衣（ひとえ）コート作り　
９／３〜24の金曜日13:00〜
16:00（連続講座）

８人
（抽選）

④残り布でマスクカバー作
り　９／５㈰13:00〜16:00

８人
（抽選）

⑤帯でボストンバッグ作り　
９／11㈯、18㈯13:00〜16:00

（連続講座）
８人

（抽選）

⑥海辺の宝探しとマイクロ
プラスチックを使ったリサイ
クル工作　
９／12㈰10:00〜13:00

５組
（抽選。
１組３人
まで）

⑦ハーブ入りリサイクルせっ
けん作り　
水曜日10:30〜11:30

各５人
（先着）

８・９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、
段ボールコンポストの作り方を学びま
す。⑥の会場はまもるーむ福岡（中央区
地行浜二丁目）。t市内に住むか通勤・
通学する人（⑥は小学生と保護者）y①
④⑥⑦無料②③⑤500円e①メール（m 
seibuplaza２＠f-kankyo.or.jp）で８月19日
午後３時までに同施設へ。②〜⑥はがき
かファクス、メール、来所で、８月②③20
日④24日⑤⑥31日（いずれも必着）まで
に同施設へ。当選者のみ通知。⑦電話か
ファクス、来所で、希望日の３日前までに
同施設へ。

10・11月宝塚歌劇 月組公演
　出演は月城かなと＝写真左、海乃美月
＝写真右＝ほか。時間や料金など詳細は
ホームページで確認を。d10月11日㈪
〜11月３日（水・祝）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８月21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８月22日午前10時から販売。

　※入館はいずれも閉館30分前まで。
博多人形妖怪展
　カッパや猫又など、
妖怪をテーマにした
作品を展示・販売。d

８月17日㈫〜22日㈰
午前９時半〜午後５
時 半 ※20日〜22日
は午後８時までy入
場無料
博多人形与一賞展
　若手博多人形師の登竜門である同賞
の受賞作品等を展示。d８月24日㈫〜９
月５日㈰午前９時半〜午後５時半y無料

９・10月の催し
　一部講座は材料を持参。①の会場は
まちスポ福岡東（東区下原四丁目）。買
い物を体験し、調理実習を行います。詳
細はホームページで確認するか問い合
わせを。t市内に住むか通勤・通学する
人 ※①は小学生（保護者の送迎が必
要）y①④⑧500円②③⑤⑦⑨⑩無料

（⑤⑨⑩は部品代別）⑥200円e①〜④
⑥⑦⑧往復はがきかファクスで、①８月
23日②③④⑥⑦⑧各開催日の10日前

（いずれも必着）までに同施設へ。来所、
ホームページでも受け付けます。⑤⑨
⑩電話か来所で、９月１日以降に同施設
へ。

　※申し込みは、往復はがきに代表者
の応募事項と参加者全員の氏名・年齢、
②は希望時間も書いて、８月15日〜①②
８月27日③９月３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油山きのこ倶楽部（くらぶ）
　キノコの案内人「きのこちゃん」＝写真
＝との観察会です。d９月17日㈮午前10
時半〜正午
t18歳以上
c10人（抽選）
y500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テーブルサイエンス「サイエンスキャ
ストタイム」
　同館のサイエンスキャストが科学の
いろいろなテーマについて話します＝
写真。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

　※いずれも入園料別。
「すてない暮らし」はじめよう 生ごみと
雑草の堆肥づくり講座
　講師は循環生活研究所理事の木村真
知子氏他。d８月27日㈮午前10時〜11時
半（受け付けは９時半から）c20人（先
着）y700円e不要
植物観察会 秋の野草
d９月11日㈯午後１時半〜３時半（受け
付けは１時から）c50人（先着）y無料e

不要
園芸講座 ①寄せ植え講座②押し花教
室
d①９月29日㈬午後１時半〜３時半②10
月５日、11月９日、12月14日、来年１月18
日、２月８日、３月８日いずれも火曜日午
前10時〜正午（連続講座）c①30人②

②木を磨いて楽しむ講座
　木片を磨いてペンダントなどを作り
ます。d９月18日㈯午前10時半〜午後０
時半、午後２時〜４時t小学生以上（中
学生以下は保護者同伴）c各５人（抽選）
y１作品500円
③バードウオッチング
　双眼鏡の無料貸し出しあり（数量限
定）。中学生以下は保護者同伴。d９月
26日㈰午前９
時半〜正午
c20人（抽選）
y200円

②サイエンスショー「冷たい世界」
　氷より冷たい液体窒素を使って実験
します。d開催中〜８月26日㈭、28日㈯、
29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
③ものづくりプログラム「スライムをつ
くろう」
　洗濯のりなどを使って作ります。d開
催中〜８月26日㈭、28日㈯、29日㈰午後
０時半〜、午後３時半〜（各回30分）c各
回６組（先着。８月15日、22日は各回４組。
いずれも１組３人まで）y無料e各開始
時刻の30分前から整理券を配布。

20人（いずれも抽選）y①2,000円②2,500
円程度e往復はがきかファクスに応募
事項とファクスの場合はファクス番号も
書いて、９月①15日②21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。
植物ってこんなに面白い 植物の力〜色
〜
　座学やフィールドワークを通して、植
物の色の力について学びます。d10月３
日㈰午後１時半〜４時t小学生c20人

（抽選）y500円e往復はがきかファクス
に代表者の応募事項と小学生の参加人
数・学年、ファクスの場合はファクス番号
も書いて、９月19日（必着）までに同園
へ。ホームページでも受け付けます。

内容・日時 定員
①お買い物とクッキングでSDG
ｓを学ぼう　
９／４㈯10:00〜14:00

10人
（抽選）

②堆肥・菜園づくり講座　
９／９㈭13:30〜15:30

10人
（抽選）

③プランター菜園講座　
９／11㈯13:30〜15:30

10人
（抽選）

④らくらくリフォームソーイン
グ　９／14〜10／26の火曜日
10:00〜13:00（９／21、10／12を
除く。連続講座）

10人
（抽選）

⑤傘の修理　
９／15㈬、19㈰10:00〜13:00

各６人
（先着）

⑥簡単パンツ作り　９／15㈬、
22㈬10:00〜13:00（連続講座）

８人
（抽選）

⑦包丁研ぎ講座　
９／16㈭10:00〜12:00

４人
（抽選）

⑧ダンボールコンポスト講座　
９／17㈮10:30〜12:00

10人
（抽選）

⑨木製のまな板削り　
９／23（木・祝）、25㈯10:00〜16:00

各11人
（先着）

⑩おもちゃ病院　
９／26㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒812-0051 東区箱崎ふ頭四丁目13-42　a６４２-４６４１ f６４２-４５９８
o午前10時〜午後５時 x月曜日（祝休日のときは翌平日）

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）

８・９月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。⑤の会場は東体育館（東区香住ケ丘一丁目）、上履きと
床に敷くタオルを持参。c①20人②10組③15人④各回20人（いずれも先着）⑤なし
y無料e①③④当日正午から整理券を配布②電話か来所で、８月17日以降にあい
くるへ。⑤不要

内容 日時 対象
①お手玉あそび ８／17㈫14:00〜16:00 １歳〜高校生

②育ちのひろば（親子遊び） ８／18㈬11:00〜12:00 １、２歳児

③ふれあいひろば（折り紙遊び） ８／28㈯14:00〜15:00 １歳〜高校生

④みんなであそぼう（ドッヂビー） ８／29㈰13:30〜、14:05〜
（各25分） 小中高生

⑤あかちゃんといっしょ（親子遊び）９／１㈬10:30〜11:30 まだ一人で歩
けない乳幼児

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。

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）

博多座
〒812-8615 博多区下川端町２-１
a２６３-５８５８ f２６３-３６３０

はかた伝統工芸館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１ 市博物館内
a409-5450 f409-5460
o午前９時半〜午後５時半（入館は閉
館30分前まで）x月曜日（祝休日のと
きは翌平日）

過去のバードウオッチング

梶原 正二 作
「百鬼夜行」
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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

施設の情報

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


