
! 緊急事態措置が実施されています
　緊急事態措置終了（９月12日予定）まで、市の主催イベント
等は原則として中止または延期、公共施設は閉館となりま
す。不要不急の外出は控えてください。
　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８月18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☎752-0648）で午前９時〜午後４時半に行います。

●外科当番医（９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。
９月５日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）	 a891-2511
９月12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

　※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

生ごみ堆肥を使った菜園講座

　①コンポストの基本講座（段ボール、木枠、設置型）と冬野菜の種まき、植え付
け②コンポストの使い方講座（段ボール、木枠）とベビーリーフなどの種まき、サ
ツマイモ収穫、収穫野菜を使った調理―なども行います。d９月①15日㈬ 午前
10時〜正午②10月２日㈯午前10時〜午後１時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（②は小学生以下と保護者）c①10人②20人（いずれも抽選）y①無料②１人
300円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。

講座・教室

こころの病で悩んでいる家族のための講座 
統合失調症の理解

　内容は、①症状と治療について②家族への支援を通して③当事者の体験談
（希望回のみの参加可）。d①10月13日㈬②11月２日㈫③12月１日㈬午後１時半〜
３時（いずれも受け付けは30分前から）l東区保健福祉センター（東区箱崎二丁
目）i東区健康課a645-1079f651-3844t統合失調症の人の家族などc各25人

（先着）y無料e電話か来所（同センター２階）で、９月１日以降に同課へ。定員を
超えた場合のみ通知。

講座・教室

「福岡市政だよりW
ウェブ
EB版」のご案内

　市政だよりの記事を、市ホームページ（「福岡市政だよりWEB
版」で検索）で公開しています。ホームページのデザインが一新
され、より見やすくなりました。「発行号別」「掲載面別」「カテゴリ
別」に見出し一覧を表示できるほか、キーワードでの記事検索も
可能です。スマートフォンにも対応していますので、ぜひご利用
ください。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから
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17
●金
他

3老人福祉センター早寿園　①シニアのための「スマホでL
ライン

INEを楽しも
う」講座②「動こう・笑おう・続けよう 家庭でもできる筋力維持運動」

d①９月17日㈮午後１時半〜３時②９月21日〜12月７日の毎月第１・３火
曜日午後１時半〜３時（連続講座）li同園（早良区重留七丁目）a80 
4-7750f804-7751t市内に住むおおむね60歳以上c①10人②15人

（いずれも先着）y無料e電話か来所で、９月１日以降に同園へ。

9/

17
●金
他

2Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部　万葉集の歌を学び「秋の志賀島」を訪ねる
文学・歴史プチ旅 

　万葉集に収録された志賀島の歌について学びます。最終回は歌碑
がある10カ所をマイクロバスで巡ります。d９月17日、10月１日、15日、
29日、11月12日または26日のいずれも金曜日午前10時〜正午（連続講
座。11月はいずれか１日で午後４時まで）l中央市民センター（中央区
赤坂二丁目）他iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-3456f 

739-6081c20人（先着）y5,000円e電話かファクスで、９月１日以降に
同事務局へ。

9/

17
●金
他

2老人福祉センター長生園　
①長生園オレンジカフェ②福岡歴史文化特別講座

　①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。②福岡城下の防衛ラインと紺屋町周辺について学びま
す。d９月①17日㈮午後２時〜３時半②30日㈭午前10時〜正午li同
園（博多区千代一丁目）a641-0903f641-0907t①おおむね50歳以上
②市内に住むおおむね60歳以上c各20人（先着）y無料e電話かファ
クス、来所で、９月１日以降に同園へ。②はメール（m cho-seien@magok
orokai.jp）でも受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。
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18
●土

3松風園　初心者向け 手ぶらで盆栽教室

　作った盆栽は持ち帰りできます。抹茶またはアイスコーヒーのサー
ビス付き。d午前10時〜11時li同園（中央区平尾三丁目）af524-
8264t20歳以上c５人（先着）y3,000円（入園料別）e電話か来所で、
９月１日以降に同園へ。

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

福岡市政だより
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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。



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

優しさを伝えるケア技術「ユマニチュードⓇ」Vol.11
〜楽しい時間を過ごした記憶を残す〜

　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。
　ケアが終わった後は、そ
れがとても心地良かったこ
とを相手の記憶に残しま
す。細かい内容は覚えてい
なくても「楽しかった」とい
う感情が残れば、次のケア
をより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

市美術館

l①②市美術館（中央区大濠公園）③市植物園（中央区小笹五丁目）i市美術館
a714-6051f714-6071t①②不問③小学３年生以上y①一般200円、高大生150
円、中学生以下・市内に住む65歳以上無料②③無料（③は植物園入園料が必要）
e①②不要③往復はがき（〒810-0051中央区大濠公園１-６）かメール（m worksh
op@fukuoka-art-museum.jp）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢を書
いて、９月20日（必着）までに市美術館へ。１通４人まで。

内容 日時 定員

①コレクション展（古美術）「遊びと
笑いの日本美術」

９／14㈫〜11／14㈰9:30〜17:30
（９・10月の金・土曜日は20:00まで。
いずれも入館は30分前まで）

―

②つきなみ講座「和田三造の制作
プロセス」（画業と代表作の制作
背景を紹介）

９／18㈯15:00〜16:00（受け付けは
14:30から）

54人
（先着）

③植物園で「想いの種」を作ろう
（種のアート作品を作ります） 10／２㈯10:00〜16:00 20人

（抽選）

催 し

古代官道を歩く

　鴻臚館（こうろかん）と大宰府を結ぶ古代官道をボランティアガイドと一緒に
歩きます。小学生以下は保護者同伴。d10月３日㈰午前10時〜正午（集合は９時
半）l西鉄高宮駅集合、南区大橋解散i福岡城市民の会a716-8238f716-
8254c20人（先着）y700円、小学生以下無料eはがき（〒810-0042中央区赤坂１- 
12-15 読売福岡ビル７階）かファクス、メール（m staff@fukuokajokorokan.info）で
同会へ。定員を超えた場合のみ通知。

催 し

はかた伝統工芸館　「博多人形福の神」七変化作品展

　絵付けや装飾をした「博多人形福の神」78体を展
示します＝写真。d９月20日（月・祝）までx月曜日（祝
休日のときは翌平日）li同館（早良区百道浜三丁
目 市博物館内）a409-5450f409-5460y無料

催 し
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18
●土

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をオンラインで実施。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。d①午前10時半②午後２時③７時から

（各１時間半）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①②10人③15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、９月１日以降
に問い合わせ先へ。

9/

18
●土
他

2ひきこもり啓発パネル展

d９月18日㈯〜10月４日㈪午前９時〜午後５時（最終日は３時まで）l

あいれふ１階（中央区舞鶴二丁目）i市精神保健福祉センターa737-
8825f737-8827y無料

9/

18
●土
他

2和白干潟のエコチャレンジ　アオサのお掃除大作戦

　海藻のアオサを集めて干潟を掃除します。干潟やそこにすむ生き
物、アオサの利用方法についても学びます。軍手、長靴または汚れて
もよい靴を持参。雨天中止。d９月18日㈯、10月24日㈰、11月20日㈯午
後２時〜４時l集合は和白干潟海の広場（東区和白四丁目）i和白干
潟を守る会・山之内a090-8412-2663f944-1543c各50人（先着）y無
料e電話かファクス、メール（m yamanouchi-y@mub.biglobe.ne.jp）に応
募事項と希望日（複数日申し込み可）を書いて、９月１日以降に同会へ。
定員を超えた場合のみ通知。

9/

19
●日

2「G
ゴ エ ン

OEN〜トルコと日本の131年の縁〜」展関連企画 
トルコ・オスマン古典音楽上映会＆トークイベント

　９月16日㈭〜21日㈫に開催する同展に関連して、トルコの古典楽器
（ネイ、カヌーン）の現地での特別演奏を上映します。トークイベントも
あり。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。d午後２時〜２時50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８階）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-
6259y無料e不要

9/

21
●火

3 NPO法人解散セミナー

　NPO法人の解散について、法に基づいた適正な手続きを事例を交え
て学びます。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市内で活動するNPO法人
の職員など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、９月１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。

9/

21
●火

2外国人学生が語る「ふるさとの街と福岡」

　イスラエル出身のアーノン・ニルさんが、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）a262-1744f262-2700c33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@fc 
if.or.jp）で、９月１日以降に同財団へ。定員を超えた場合のみ通知。

9/

23
●●木・祝

4市成年後見推進センター 開設記念シンポジウム

　ライブ配信します。詳細はホームページで確認を。 ※９月28日㈫〜
12月27日㈪に動画配信もありd午後１時半〜４時i市社会福祉協議
会a751-4338f734-2010t市内に住むか通勤する人cライブ配信150
人（先着）y無料eファクスかメール（m kouken-c@fukuoka-shakyo.
or.jp）に応募事項とメールアドレスを書いて、９月１日以降に同協議会
へ。
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

※講座・催しなどで、特に記載がな
いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項

催し 講座
教室 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



Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

l①あすみん（中央区今泉一丁目）②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a401-3456f739-6081c①15人②10人（いずれも先着）
e電話かファクスに応募事項と①は希望する部も書いて、９月１日以降に同事務
局へ。

内容 日時 費用

①mif（マイフ）塾のコミュニケーションサロン　

▽１部＝まわしよみ新聞（３種類の新聞を使っ
てオリジナルの新聞を作ります） ▽２部＝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部＝自由懇談タイム

９／30㈭
▷１部＝12:00
〜14:00
▷２部＝14:15
〜15:45
▷３部＝16:00
〜16:30

1,000円（希望の部
のみの受講可。た
だし、全て受講した
ときと同料金）

②経験者向け洋裁教室 あったかベスト作り
（ミシンを使います）

９／30㈭
13:30〜16:30 4,000円

講座・教室

市科学館

　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。li同館（中央
区六本松四丁目）a731-2525f731-2530y無料

（①②は基本展示室の入場券が必要）e①②不
要③④各開始時刻の30分前から整理券を配
布。

内容 日時 定員（先着）

①サイエンスショー「いろんな影で
遊びまショー」 ９／13㈪〜10／31㈰ 各回45人

②テーブルサイエンス「ゆれのふし
ぎを考えよう」 ９／13㈪〜10／31㈰ 各回５人

③科学実験「顕微鏡をつかってみよ
う」（小学生以上推奨）

９／18㈯〜26㈰の土日祝日
11:00〜、14:30〜（各回40分）

各回５組（１組
３人まで）

④ものづくりプログラム「ブーメラ
ンをつくろう」（小学生以上推奨）

９／18㈯〜26㈰の土日祝日
12:30〜、15:30〜（各回30分）

各回５組（１組
３人まで）

サ
イ
エ
ン
ス
シ
ョ
ー

「
い
ろ
ん
な
影
で

遊
び
ま
シ
ョ
ー
」

催 し

9/

24
●金

2志賀海神社・カヌーで洋上参拝

　テーマは志賀島、海の中道、立花山、古事記。カヌーに乗って海上か
ら志賀海神社を参拝し、島の周辺を巡ります。d午前９時〜午後０時
半、午後２時〜４時半l集合は志賀海神社駐車場（東区志賀島）i志
賀島航路とJRうみなか線DENCHA満員計画クラブa090-2512-4299m 
tahi_qz@ybb.ne.jpt中学生以上c各10人（先着）y7,000円e電話か
メールで、９月１日以降に問い合わせ先へ。

9/

24
●金

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、９月１日以降に同事
務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

9/

24
●金

3エコゼリーで楽しむ福岡産の花

　水替え不要のカラーゼリーでフラワーアレンジメントを作ります。
d午後２時〜４時lコミセンわじろ（東区和白丘一丁目）i市緑のまち
づくり協会みどり課a822-5832f822-5848c12人（抽選）y1,500円e

はがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクス、メール（m koz 
a@midorimachi.jp）で、９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。

9/

25
●土

4ココロンセミナー「コロナ禍における障がい児・者」
〜いま私たちができること〜

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、９月18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。

9/

25
●土
他

3楽
がくどうじゅく

動塾

　体を楽しく動かしながら運動神経を高めます。d９月25日、10月９
日、23日のいずれも土曜日午前10時〜11時半l西日本短期大学（中
央区福浜一丁目）i同短期大学健康スポーツコミュニケーション学科 
星子研究室・小川研究室a721-1152f721-1536t幼稚園・保育園の年
長〜小学４年生（保護者同伴）c各30人（先着）y無料e電話かファク
ス、メール（m kenspo@nishitan.jp）に、応募事項と通っている幼稚園・
保育園・小学校の名前、保護者氏名、メールアドレス、希望日を書いて、
９月６日以降に同研究室へ。ホームページでも受け付けます。

9/

26
●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。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使用します。d午
後１時15分〜４時i市精神保健福祉センターa737-1275f737-8827 
y無料eホームページで９月１日〜24日に受け付けます。

9/

29
●水
他

3高齢運転者講習会〜認知症予防講座と実技講習〜

　加齢に伴う認知機能や身体能力の低下を予防するための知識を身
に付けます。実際に運転する体験型の講習もあり。受講者は自家用車
で集合。d９月29日㈬、10月７日㈭午前10時〜午後０時半lボートレー
ス福岡（中央区那の津一丁目）i防犯・交通安全課a711-4061f711-
4059t65歳以上の運転者と家族（運転者のみも可）c各10組（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m bouhankotsu.CAB@city.fukuoka.
lg.jp）に応募事項と希望日を書いて、９月１日以降に同課へ。

10/

3
●日

2思春期ひきこもり支援フォーラム
「えっ！ ひきこもったことないの？」

d午後２時〜４時lえがお館（中央区地行浜二丁目）iこども支援第２
課a832-7103f832-7830c50人（先着）y無料e電話かファクス、メー
ル（m k-shien2.CB@city.fukuoka.lg.jp）で、９月１日以降に同課へ。定員
を超えた場合のみ通知。

! 緊急事態措置が実施されています
　緊急事態措置終了（９月12日予定）まで、市の主催イベント
等は原則として中止または延期、公共施設は閉館となりま
す。不要不急の外出は控えてください。
　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８月18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。

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。



西区歴史よかとこ案内人と巡る
「秋真っただ中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.
comc①20人（先着）②③なしy①400円（フェリー代別途460円）②③300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
10／９㈯
9:30〜15:00

①白髭（しらひげ）神社〜檀一雄文
学碑〜展望台〜能古博物館 集合・解散＝能古島の渡船場

10／23㈯
9:30〜15:00

②羽根戸古墳群〜飯盛神社下宮・
中宮〜やよいの風公園 集合・解散＝地下鉄橋本駅

10／24㈰
9:30〜15:00

③千里とび石〜飯氏二塚（いいじふ
たつか）古墳〜丸隈山古墳

集合＝JR周船寺駅
解散＝JR九大学研都市駅

催 し

西障がい者フレンドホーム　
スマートフォン教室①a

アンドロイド
ndroid②i

アイフォーン
Phone

　いずれも連続講座。d10月①３日㈰、10日㈰、17日㈰午前10時〜正午②３日㈰、
10日㈰午後１時半〜３時半li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-70 
37c各５人（先着）y無料e電話か来所で、９月１日以降に同ホームへ。

講座・教室

老人福祉センター舞鶴園

li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-0046t市内に住むおおむね60
歳y無料e電話かファクス、来所で、９月１日以降に同園へ。定員を超えた場合の
み通知。

内容 日時 定員（先着）
優しい認知症ケア「ユマニチュードⓇ」ビ
デオ上映会

（「ユマニチュードって何だろう 入門編」
を上映します）

９／16㈭15:00〜16:30 15人

オンライン海外旅行の楽しみ方講座
（体験談を踏まえて解説します）

９／18㈯10:00〜11:30、
13:00〜14:30 ※内容は
同じ

各５人

初心者向け動画制作講座 
「目指すはシニア・ユーチューバー」

10／２、16、30、11／20の
いず れも土 曜日10:00
〜11:30ま た は13:00〜
14:30（連続講座）

各５人

催 し

10/

3
●日
他

2背振少年自然の家　きて、みて、さわって せふりの秋 
〜親子で感じるせふりの自然〜

　ドングリや木の実を採ったり、葉っぱを使ってビンゴゲームをしたり
します。d10月３日、10日、17日のいずれも日曜日午前９時半〜午後０
時半 ※各回同じ内容li背振少年自然の家（早良区板屋）a804-6771 
f804-6772t小学生以下と保護者c各日６組（抽選。１組５人まで）y１
人500円eホームページで９月12日まで受け付けます。

10/

5
●火

3建物の維持保全セミナー
「給排水衛生設備における感染症対策について」

d午後２時〜４時l市場会館２階（中央区長浜三丁目）i市施設整備
公社総務課a738-7221f738-7230t市内に住むか通勤・通学する18
歳以上c50人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m seibicop@
circus.ocn.ne.jp）に応募事項と参加人数を書いて、９月１日以降に同課
へ。定員を超えた場合のみ通知。

10/

5
●火
他

3 KBC点字教室

　点字の読み書きを学びます。初心者向け。d10月５日〜12月21日の
火曜日午前10時〜正午（11月23日分は翌日に振り替え。連続講座）
lKBC会館（中央区長浜一丁目）iKBC開発a751-4070f715-1148c20
人（先着）y無料e電話かファクスで、９月１日以降に問い合わせ先へ。

10/

6
●水

3舞鶴公園　コケ山作り

　同公園のコケを使って作ります。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）
y2,000円e往復はがき（〒810-0043中央区城内１-４）かメール（m maid
uru@midorimachi.jp）に応募事項と希望時間を書いて、９月１日〜15日

（消印有効）に同公園へ。

10/

8
●金
他

3チラシ作成ボランティア養成講座 
〜パソコンで地域活動をサポートしよう〜

d10月８日〜29日の金曜日午後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a718-1069 
f714-2141t市内に住むか通勤する60歳以上で講座修了後、ボランティ
ア活動に参加できる、ワード初級終了レベルの人 ※ワードの入ったパ
ソコンを持参できる人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）に応募事項とパソコ
ンのOSとワードのバージョンを書いて、９月21日（必着）までに同課へ。

10/

9
●土

3元気 長生き いきいき健康セミナー「体組成を改善して生
活習慣病予防〜高齢糖尿病患者から若年健常者まで〜」

　市健康づくりサポートセンターの医師が話します。d午後２時〜３
時lあいれふホール（中央区舞鶴二丁目）i同センターa751-7778 
f751-2572c130人（ 先 着 ）y無 料e電 話かファクス、メー ル（m 
soum@kenkou-support.jp）に応募事項と講師への質問を書いて、９月１
日以降に同センターへ。来所（あいれふ４階）でも受け付けます。定員
を超えた場合のみ通知。

10/

14
●木

2九州交響楽団 定期演奏会
チャイコフスキーの秘蔵曲「第２番」

　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-
8833y全席指定Ｓ席5,300円、A席4,400円、B席・車いす席3,300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a0120-8000-29またはa263-3580へ。先着順）e電話か
ファクスに応募事項、席の種類と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。

10/

19
●火

4市難病講演会「日常生活で役立つ感染症予防のポイン
ト 〜難病患者のために〜」

　講師は新古賀病院 膠原（こうげん）病・リウマチ科医師の末松栄一
氏。d午後２時〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i各区健康課
t市内に住む難病の患者や家族などc100人（抽選）y無料e往復は
がき（〒819-0005西区内浜１-４-７）に応募事項と質問があれば質問も書
いて９月１日〜21日（消印有効）に西区健康課へ。１通２人まで。

10/

23
●土
他

2海の中道青少年海の家　それいけ 海の冒険団

　マリンワールド海の中道のバックヤードを見学した後、オリジナル
の水槽を作ります。d10月23日㈯午前11時〜24日㈰午後２時半（１泊２
日）li海の中道青少年海の家（東区西戸崎）a603-2700f603-
2782t小学４年〜中学生c30人（抽選）y5,000円eホームページで９
月23日まで受け付けます。

11/

20
●土
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（博多区那珂六丁目）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。d11月20日㈯午前10時半〜午後４時半、21
日㈰午前10時〜午後１時（連続講座）lあすみん（中央区今泉一丁目）
i同美術館a090-8010-7450m 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９月１日以降に受け付けます。
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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。

※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



視覚・動作・認識等で困っている人へ 市ホームページ
が見やすくなります（アンケート実施）

　市ホームページにページの見え方を最適化するサービス「FA
CIL'iti（ファシリティ）」を導入しました。白内障やパーキンソン病
など、視覚・動作・認識の症状に合わせた表示設定が可能です。
見やすさ・使いやすさの調整に関するホームページ上でのアン
ケートも実施しています。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから

雁の巣レクリエーションセンター

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年生と保護者のペア③18歳以上y①高校生以上1,000
円、小中学生500円、未就学児無料②無料③6,600円e往復はがき（〒811-0204東
区奈多1302-53）かファクス、来所で、９月①②16日③28日（いずれも必着）までに
同センターへ。ホームページでも受け付けます。①②は空きがあれば当日も受
け付け可。

内容 日時 定員（抽選）
①芝生deヨガ ９／23（木・祝）7:30〜8:30 30人
②親子でフープエクササイズ
体験会（フラフープを使って運
動します）

９／23（木・祝）10:30〜11:00 10組

③テニス教室 10／５〜12／14の火曜日10:00〜
12:00（11／23を除く。連続講座） 14人

催 し

老人福祉センター東香園

li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t①②③不問④市内に
住む60歳以上とその家族y無料e①②③不要④電話かファクス、来所で、９月１
日以降に同園へ。

内容 日時 定員
①クラシックギターコンサート ９／４㈯12:30〜13:30 20人（先着）
②教室合同作品発表会（シニア教室や
講座の参加者の作品を展示）

９／16㈭9:00〜16:00
17㈮9:00〜15:00 ―

③敬老の日イベント「日向ひょっとこ踊
り」 ９／20（月・祝）11:00〜11:40 20人（先着）

④東香園カフェ（認知症予防に関する話
と相談会） ９／22㈬13:00〜14:00 20人（先着）

催 し
もーもーらんど油山牧場　
①牧場満喫ツアー②大人の牧場１日体験

　①牛の乳搾りやバター作りをします。ホットドッグとソフトクリーム付き。②家
畜の世話やバター作りをします。d①９月25日㈯午前10時〜午後０時45分②10月
２日㈯ 午 前９時10分〜午 後３時li同 牧 場（ 南 区 柏 原 ）a865-7020f865-
7040t①４歳以上（小学生以下のみの参加不可）②20歳以上c①10組（抽選。１組
５人まで）②６人（抽選）y①１人1,600円②1,500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を書いて、９月
１日〜①８日②11日（いずれも必着）に同牧場へ。ホームページでも受け付け。

催 し

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

　①NPOに関する基礎知識などを学びます。②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学びます。
ボランティア募集情報の紹介もあり。d①９月18日㈯午後２時半〜４時半②10月
19日㈫午後７時〜８時半liあすみん（中央区今泉一丁目）a724-4801f72４-49
01c各20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m info＠fnvc.jp）、来所で、
９月１日以降に同施設へ。定員を超えた場合のみ通知。

講座・教室西部運動公園　テニススクールキャンペーン

　11月30日までに入会した人は入会金、初月レッスン料（４回分）が無料。詳細は
問い合わせを。d平日午前９時〜午後１時の間でクラス別に開講（週１回の連続
講座） ※受講日時は入会後に調整li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549 
t18歳以上c10人（先着）yレッスン料（２カ月８回分）＝１万500円e電話か来所
で、９月１日以降に同公園へ。

講座・教室

アミカス

　①ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）の特徴や影響を学びます。②ノーベル平和
賞を受賞したコンゴ人婦人科医師のドキュメンタリー。③ウェブ会議サービス

「Zoom（ズーム）」を使った講演会。講師は国学院大学経済学部教授の水無田気
流氏。lアミカス（南区高宮三丁目）i①アミカス相談室a526-3788②アミカス
a526-3755③女性活躍推進課a406-8111 ※いずれもf526-3766c①12人（先
着）②50人（抽選）③オンライン400人、会場での視聴30人（いずれも先着）y無料
n①②６カ月〜小学３年生（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書いて①各開催日
の10日前までに②申し込みと同時に申し込みを）。③なしe①電話（a526-3788）
かファクス、メール（m amikas.soudan@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、９月１日以降
にアミカス相談室へ。ホームページでも受け付け可。②ホームページで９月22日
まで受け付けます。当選者のみ通知。③ホームページで９月10日以降に受け付
けます。定員を超えた場合のみ通知。

内容 日時 対象
①夫・パートナーとの関係を考えたい人の
ためのグループワーク「木もれ陽（び）の
会」

９／29〜12／８の
隔週水曜日10:30〜
12:30（連続講座）

女性

②国際ガールズデー映画上映会 
「女を修理する男」

10／２㈯
14:00〜16:00 13歳以上

③企業向け講演会「多様な社会はなぜ難し
いか〜日本のダイバーシティ進化論〜」

10／19㈫
14:00〜15:30

市内に住むか
通勤する人

講座・教室

市総合図書館　Enjoy Asia More!（楽しもう、もっとアジア
を！）

　「司書おススメのアジア本（推し本）」のほか、アジア言語の雑誌や絵本を展示
します。国際資料コーナーや姉妹都市コーナー（韓国 釜山市、中国 広州市、ミャ
ンマー ヤンゴン市、マレーシア イポー市）も関連展示を行います。d９月14日㈫
〜29日㈬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）li同図書館（早良区百道浜三丁目）a852-0600f852-0609y無
料

催 し

アジア美術館　コレクション展①虫・ムシ・むし アジア美術で虫あ
つめ②バングラデシュ独立50周年記念「わが黄金のベンガルよ」

　①さまざまな虫が登場するアジアの美術作品を展示します。②1971年12月16
日にバングラデシュは独立を果たしました。豊かな自然に囲まれ、古来から多様
な文化を生み出してきた、この国の美術の50年をたどります。d①９月21日㈫ま
で②９月23日（木・祝）〜12月25日㈯いずれも午前９時〜午後６時 ※金・土曜日は
８時まで（入室は閉室の30分前まで）x水曜日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

! 緊急事態措置が実施されています
　緊急事態措置終了（９月12日予定）まで、市の主催イベント
等は原則として中止または延期、公共施設は閉館となりま
す。不要不急の外出は控えてください。
　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８月18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。

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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令和3（2021）年9月１日 情報BOX11 催し 講座

教室



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
九州の自然を守ろう小学生SDGs
作文コンテスト

　受賞作品にはギフト券３万円分等
を進呈。詳細はホームページで確認
するか問い合わせを。【対象】小学生

【申し込み】作品を郵送（〒812-8511住
所不要）で９月28日（必着）までに朝日
新聞社へ。i同コンテスト実行委員
会事務局a474-2040f411-5734

県営住宅入居者を募集
　募集団地や戸数など詳細は８月30
日㈪から情報プラザ（市役所１階）、各
区役所情報コーナー、入部・西部出張
所などで配布する募集案内で確認
を。【申込期間】９月６日〜14日i県住
宅供給公社管理課a781-8029f722- 
1181

農業委員を募集
　欠員補充のため、公募（推薦・応募）
を行います。詳細は市ホームページ
で確認するか問い合わせを。【業務内
容】市農業委員会の総会への出席、
現場活動の協力等【任期】来年１月

（予定）〜令和５年６月22日【募集期
間】９月１日〜30日（必着）i農林水産
局政策企画課a711-4841f733-5583
「第11回特別弔慰金」の請求はお
済みですか

　戦没者の死亡当時の遺族で、要件
を満たす人に特別弔慰金が支給され
ます。【支給対象者】戦没者等の死亡
当時の①子②父母③孫④祖父母⑤兄
弟姉妹⑥戦没者等の死亡時まで引き
続き１年以上の生計関係があったお
い、めいなどのうち、先順位の遺族１
人に支給されます（令和２年４月１日時
点で「恩給法による公務扶助料」や

「戦傷病者戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金」等を受ける人がいない
場合に限ります）。【支給内容】額面25
万円（５年償還の記名国債）【請求期
限】令和５年３月31日までi各区福祉・
介護保険課
福岡タワーの誕生日特典がリ
ニューアルしました

　展望料無料やバースデーカード進
呈などに加え、各テナントでの飲食・
購入代金の割引などの特典を受けら
れます（免許証など誕生日を証明でき
るものが必要）。詳細はホームページ

で確認するか問い合わせを。i福岡
タワーa823-0234f822-4656
アミカス ９月13日の閉館時間に
ついて

　アミカス（南区高宮三丁目）は全館
消毒のため、９月13日㈪は午後５時に
閉館します。iアミカスa526-3755f 

526-3766

しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽アーク溶接特別教育講習 ▽パソ
コン「ホームページ作成（JavaScript
編）」講習 ▽パソコン「Excel中級デー
タベースと実務関数」講習 ▽パソコン

「仕事に必要なワード＆エクセル」講
習 ▽ファイナンシャル・プランナー２
級学科短期集中講習―を実施。日程
や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a6 
71-6831f672-2133

市職員（公衆衛生医師）を募集
　各区保健福祉センターなどで公衆
衛生に関する業務に従事。【資格】採
用日現在65歳未満の医師免許保有
者。ただし、平成16年４月以降に医師
免許を取得した場合は、医師法に定め
られた臨床研修を修了しているか来
年３月31日までに修了見込みである
こと【採用予定日】来年４月１日【募集
案内・申込書】市ホームページに掲載

【申込期間】９月30日（必着）まで ※随
時募集もありi地域医療課a711-42 
64f733-5535
市教職員互助会の事務嘱託員を
募集

　詳細は市ホームページで確認を。
【任用期間】来年４月１日〜令和５年３
月31日（再任用あり）【募集案内】市
ホームページに掲載【申込期間】９月１
日〜10日（必着）i同会a751-7885f 

751-8128
ミドル世代（40〜49歳）の就労支
援情報

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

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

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

成します。手術は10月１日㈮〜11月30
日㈫に市獣医師会の病院で実施。【対
象】市内で飼育されている生後６カ月
以上の猫【募集数】50匹（抽選。１人１
匹）【助成額】7,500円【申し込み】はが
き（〒819-0005西 区 内 浜１-４-22）か
メー ル（m dobutsukanri.PHWB@city.
fukuoka.lg.jp）に飼い主の応募事項と
猫の種類・性別・年齢（月齢）、マイクロ
チップ装着の有無（有りの場合はマイ
クロチップ番号も）を書いて、９月１日
〜20日（消印有効）にふくおかどうぶ
つ相談室へ。i同相談室a891-1231 
f891-1259
国民健康保険および後期高齢者医
療に関する事務について「特定個
人情報保護評価書」を策定しました

　【閲覧・配布】９月１日から保険年金課
（市役所12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a73 
3-5444f733-5441

児童手当現況届　未提出の人へ
　未提出者には現況届の提出を再度
案内しています。未提出の場合、６月
分以降の手当を受け取ることができ
ませんので早めに手続きを。i市児
童手当コールセンターa711-5484（平
日午前９時半〜午後５時半。月曜日の
み午後８時まで）f733-2504
「献血ルーム 天神西通り」がオー
プンします

　９月６日㈪にジュンク堂書店福岡店
地下１階（中央区大名一丁目）にオー
プンします（６日は予約受け付けの
み）。また、「献血ルーム　ハッピーク
ロスイムズ」は８月31日で閉所します。
i献血ルーム 天神西通りa726-1188 
f726-1178
市科学館　運営サポーター（ボラ
ンティア）を募集

　同館の活動を支援する人を募集し
ます。 ※募集説明会への参加必須。
詳細はホームページで確認を。【募集
説明会】９月20日（月・祝）午後３時〜４時、
24日㈮午後５時〜６時 ※内容は同じ
i同館a731-2525f731-2530

運営サポーター

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

お知らせ
市重度心身障がい者福祉手当の
申請について

　【対象】９月１日現在市内に住み、住
民基本台帳に登録されているか、本
市の措置または介護給付費等支給決
定により、障がい児・者の福祉施設な
どに入所している場合で、次のいずれ
かに該当する人。 ▽身体障害者手帳１
級 ▽ 知的障がい者で療育手帳A１・A
２、または障がいの程度がA１・A２と同
程度と判定された―上記の要件は９
月１日〜11月30日の期間、継続するこ
とが必要【金額】 ▽在宅者＝２万円 ▽

施設入居者＝１万5,000円【支給時期】
12月【申請】対象者へ９月１日から郵送
する申請書と必要書類などを９月１日
〜10月31日（消印有効）に住所地の各
区福祉・介護保険課へ。市ホームペー
ジでも申請できます。i各区同課
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】11月15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a711-4326f733-5593

名称（所在地） 内容 届出日
マックスバリュエクス
プレス福岡空港店

（博多区大井二丁目）
変更 6月30日

新しい水洗化区域のお知らせ
　８月26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】香椎駅東四丁目、多々良
一丁目、和白東三丁目【中央区】平尾
二丁目【早良区】野芥六丁目【西区】
今津、大字太郎丸、野方七丁目、福重
一丁目、大字元岡、横浜一丁目。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a711-4428f733-5533、貸付制
度は下水道管理課a711-4534f733- 
5596

猫のマイクロチップ装着と不妊・
去勢手術にかかる費用の一部を
助成

　迷い猫の飼い主特定に有効なマイ
クロチップ装着と不妊・去勢手術を同
時に実施するときの費用の一部を助
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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



市オンライン合同会社説明会

　約40社が出展。中途就職希望者、
就職が決まらないまま学校を卒業し
た人向け。詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。d９月３日㈮、
４日㈯午前10時〜午後５時i同説明
会運営事務局（カウテレビジョン内）
a401-6055f600-7074t求職中の人
y無料eホームページで受け付けま
す。
市立こども病院・市民病院 事務
職を募集

　【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】９月１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】９月22日（消印有
効）までi同課a692-3422f682-7300
老人福祉センター若久園　シニ
アのための就業支援「60歳からの
再就職」

　仕事の探し方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）。d９月29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、９月
１日以降に同園へ。
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「60歳
から再就職」

d９月25日㈯午後１時半〜３時半li

同園（博多区千代一丁目）a641-0903 
f641-0907t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@mago
korokai.jp）、来所で、９月１日以降に同
園へ。定員を超えた場合のみ通知。
市職員（障がいのある人を対象と
する採用選考） 行政事務・学校事
務を募集

　点字での受験も可能。【資格】平成
４年４月２日〜平成16年４月１日に生ま
れた人で、身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳のいず
れかを有する人【採用予定日】原則来
年４月１日【募集案内・申込書の配布】
８月26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、福岡市東京事務所、県民情報セン
ター（県庁１階）で。郵送での請求は、
封筒の表に「障がいのある人を対象
とする採用選考請求」と朱書きし、140
円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイ
ズが入るもの）を同封して同課（〒 
810-8620住所不要）へ。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】 ▽電子申請＝
８月26日午前９時〜９月８日午後５時

（受信有効） ▽郵送＝８月26日〜９月10
日（消印有効） ※原則、電子申請。重
複申し込みは不可i同課a711-4687 
f733-5866
「ふくおかで自分らしく働く」キャ
リア応援イベント

　主に子育て世代を対象に就職支援
セミナーを、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。①個別相談②セミ
ナー③個別相談（①②で使ったワーク
シートを活用した個別相談）。詳細は
市ホームページで確認を。d①８月25
日㈬〜９月29日㈬午前９時〜午後５時
②９月30日㈭午後１時半〜４時③10月

１日㈮以降随時開催i市就労相談窓
口a733-0717f711-1682t市内で就
職したい人y無料e電話で８月25日
〜９月28日に問い合わせ先へ。市ホー
ムページでも受け付けます。
女性のためのWEB（ウェブ）合同会
社説明会

　チャットでの質問も可。d11月10日
㈬、11日㈭、12日㈮午前10時〜午後３
時iマンパワーグループa741-9531 
f751-1069t女性c300人（先着）y

無料eホームページで受け付けます。
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。
d９月28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、９
月１日以降に同事務局へ。定員を超え
た場合のみ通知。
難病患者等ホームヘルパー養成
研修

d基礎課程①11月15日㈪午前９時50
分〜午後３時、基礎課程②12月６日㈪
午後０時50分〜３時10分、14日㈫午前
９時10分〜午後２時（連続講座）lあ
いあいセンター（中央区長浜一丁目）
i市障がい者基幹相談支援センター
a406-2580f738-3382t市内に住む
か通勤・通学する人で、①介護職員初
任者研修の修了者または履修中の
人、２級課程研修の修了者、介護福祉
士②介護福祉士養成のための実務者
研修の修了者または履修中の人、介
護職員基礎研修または１級課程研修
の修了者、介護福祉士c各50人（先
着）y無料e９月１日から市ホーム
ページに掲載する申込書を問い合わ
せ先へ。定員を超えた場合のみ通知。
市保育士・保育所支援センター出
張相談会

　保育所等への就労に関する相談に
応じます。同センターへの登録と求人
票の閲覧、保育所等の見学申し込み
なども可能（登録には保育士証また
は子育て支援員研修修了証の登録番
号、登録年月日が必要）。詳細は市
ホームページで確認するか問い合わ
せを。d９月16日㈭午前10時〜午後３
時lハローワーク福岡中央２階（中央
区赤坂一丁目）i同センターa711-
6808f733-5718y無料e不要

職業訓練11月生を募集
　①金属加工技術科②建築システム
CAD科③導入講習付き訓練科④住環
境コーディネーター科―で募集（いず
れも連続講座）。託児あり。日程や料
金など詳細はホームページで確認す
るか問い合わせを。i①②③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）a093-641-690 
9f093-631-6516④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）a0948-22-4988f09 
48-22-4912
県高齢者能力活用センター　①
就業希望の高齢者②求人企業を
募集

　①同センターに登録（対象はおお
むね60歳以上、無料）した人に対し、求
人情報の提供や紹介などを行いま
す。②求人企業に対して、同センター
に登録している幅広い分野で即戦力
となる高齢者の派遣などを行いま

す。詳細は問い合わせを。li同セン
ター（博多区博多駅前二丁目 福岡商
工会議所内）a451-8621f451-8623
老人福祉センター早寿園　「60歳
からのお仕事探し」セミナー

d９月16日㈭午後１時半〜３時li同
園（早良区重留七丁目）a804-7750f 

804-7751t市内に住むおおむね60歳
以上c15人（先着）y無料e電話か
来所で、９月１日以降に同園へ。
老人福祉センター東香園　アク
ティブシニア就業支援講座

　人生100年時代のシニアの過ごし
方、働き方について学びます。希望者
には個別相談会もあり。d９月18日㈯
午前11時〜正午li同園（東区香住
ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214 
t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、９月
１日以降に同園へ。

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」
などに動物愛護ボランティアの相談
員が応じます。d９月19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、９月１日以降に同
相談室へ。

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。d10月６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）
af738-0073t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。

職場のハラスメント集中相談会
　電話と面談で相談に応じます。d９
月14日㈫、15日㈬午前９時〜午後８時

（14日は相談内容に応じて弁護士相
談もあり）。 ※受け付けはいずれも終
了30分前までli福岡労働者支援事
務所（中央区赤坂一丁目 福岡西総合
庁舎５階）a735-6149f712-0497t労
働者および使用者y無料e不要

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は発達障
がいのある人の家族）が相談に応じ
ます。 ※変更の可能性あり。当日問
い合わせを。d９月15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

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

相 談

は問い合わせを。li同センター（中
央区舞鶴二丁目）a737-8825f737-8 
827

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。
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。面接相談は初回
のみ無料。

医師による不妊専門相談
　不妊治療の医師・蔵本武志氏が相
談に応じます。d９月17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
９月１日午後１時以降に同センター
へ。
高齢者・障がい者のための無料相
談会

　成年後見制度や相続・遺言などの
相談に応じます。i高齢者・障害者安
心サポートネットa737-2345f737-
0500y無料e電話かファクスで、希望
日の前日までに問い合わせ先へ。

日時 会場

９／22㈬ 早良市民センター３階
（早良区百道二丁目）

９／29㈬ 西市民センター３階
（西区内浜一丁目）

　※時間は午前10時〜午後３時。

市民相談室 法律相談
　市役所と各区役所の市民相談室
で、弁護士による法律相談を実施して
います。t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

各６人（先着）y無料e電話か来所で、
希望日の１週間前（祝休日の場合は翌
開庁日）以降の午前９時〜午後５時に
各問い合わせ先へ。

場所・問い合わせ先 実施日
市役所
a711-4019f733-5580 月〜水曜日
東区役所
a645-1011f651-5097 木曜日
博多区役所
a419-1013f452-6735 水曜日
中央区役所
a718-1014f714-2141 金曜日
南区役所
a559-5010f562-3824 火曜日
城南区役所
a833-4010f844-1204 金曜日
早良区役所
a833-4308f846-2864 月曜日
西区役所
a895-7008f885-0467 木曜日
　※時間は午後１時〜４時。１人25分。

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大濠公園（中央区）②③④同センターt市内に住む人（④は18歳以上で運動に
支障のない人）e電話か来所で、①９月１日以降（②〜④開催日の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）

９／18㈯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）10／16㈯10:00〜15:00 12人 1,000円

（食事付き）
③あいれふ糖尿病料
理教室 10／28㈭10:30〜13:00 ８人 1,000円

（食事付き）
④やせナイト塾

（生活習慣改善教室）
11／６㈯と３カ月後のフォロー教室の計
２回（連続講座）。13:00から４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。

家族介護者のつどい
　「アロマの香りでリラックス」をテーマ
にした体験講座と、介護者同士で意見
交換や懇親会を行います。相談員によ
る個別相談会もあり。d９月30日㈭午前
10時〜正午t市内に住み、要支援か要
介護の認定を受けた人を在宅で介護し
ている人c20人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.
or.jp）、来所で、９月１日以降に同セン
ターへ。
介護講座
　②③はオンライン受講も可能。y①
②③⑤〜⑨無料④250円e電話かファク
ス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、
来所で、９月１日以降に同センターへ。

内容・日時 定員
（先着）

①立ち上がりを楽にしよう　
10／２㈯11:00〜13:00
14㈭10:00〜12:00

各８人

②人には聞けないおしっこトラ
ブル　10／６㈬14:00〜16:00 25人

③栄養の力で免疫を整える　
10／７㈭14:00〜16:00 40人

④自助具製作教室（足先に手
が届きにくい人が爪を整えや
すくする、長柄爪やすりを作り
ます）　10／９㈯14:00〜16:00

10人

⑤人には聞けないうんちトラ
ブル　10／13㈬14:00〜16:00 25人

⑥歩行を助ける用具と靴選び　
10／16㈯11:00〜13:00、
28㈭10:00〜12:00

各８人

⑦知っておきたいおむつ選び　
10／20㈬14:00〜16:00 25人

⑧知っておきたいおむつの当
て方　10／27㈬14:00〜16:00 25人

⑨今日から使える介護１日講
座　10／30㈯10:30〜15:00 ８人

　※⑧の受講には⑦の受講が必要。

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＝写真＝などを学びま
す。d９月25日㈯、26日㈰午後２時〜３時
t１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
ファクスに応
募事項と希望
日を書いて、９
月１日午前９時
半以降に同セ
ンターへ。

　※以下の申し込みはホームページで
９月１日以降に受け付けます。
初心者クルーザー教室
d９月26日㈰午前10時〜午後４時t16
歳以上c10人（先着）y4,000円
ジュニアヨット教室
d９月26日㈰午前10時〜午後２時半t

小学３年〜中学生c10人（先着）y1,500
円

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アルソミトラグライダーを作ろう
　インドネシアに生息する植物・アルソ
ミトラの種の模型を作って飛ばし、種が
遠くに飛ぶ仕組みを学びます。d10月９
日㈯午前10時半〜11時c30人（先着）
③映像シアター「おうちがなくなる？」
　映像とクイズで、外来生物について学
びます。d10月９日㈯午前11時半〜11時
50分c30人（先着）
④カブトガニ観察会
　「生きている化石」といわれるカブトガ
ニを間近で観察します。d10月９日㈯午
後３時〜３時20分c25人（先着）

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。申し込みは①②電話かメール

（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、
９月１日午前10時以降に同施設へ。③④
電話か来所で、当日午前10時以降に同
施設へ。
①線虫ガン検査の話
　線虫を使ってがんを発見する最新の
検査技術について、HIROTSUバイオサイ
エンス代表取締役の広津崇亮氏が話し
ます。d10月２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）

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）

９月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①の会場は西体育館（西区拾六町一丁目）、上履きを持
参。c①なし②10組（先着）③25組（先着。１組１個）y①無料②200円③100円e①
不要②③電話かファクス、来所で、９月②２日③１日以降にあいくるへ。

内容 日時 対象
①あいくるがやってくる（親子遊び） ９／15㈬10:00〜12:00 ２歳以上の幼児
②木育おもちゃのひろば ９／15㈬10:00〜12:00 乳幼児
③おもちゃ病院 ９／19㈰10:00〜14:00 １歳〜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。

　※いずれも申し込みはホームページ
でも受け付けます。空きがあれば当日
も受け付け可。
森にねころぶコンサート
　アコースティックギターのコンサー
ト。②は親子向け。d10月２日㈯①午前
11時〜午後０時半②午後２時〜３時半
t①18歳以上②小学生以上（中学生以
下は保護者同伴）c各20人（抽選）y 

2,000円、小学生500円e往復はがきに
参加者全員の応募事項と代表者の氏
名、希望時間、マットのレンタル希望の
有無も書いて９月１日〜10日（必着）に同
施設へ。
森でノルディックウォーキング体験
　２本のポールを使った、運動効果の高
い歩き方を学びます。d10月６日㈬、12

日㈫、19日㈫、26日㈫午前10時半〜午後
０時半（連続講座）t18歳以上c５人（抽
選）y500円（ポールレンタル代別途500
円）e往復はがきに応募事項とポール
貸し出し希望の有無、希望する場合は身
長も書いて９月１日〜17日（必着）に同施
設へ。
はじめよう地図とコンパス
　野外を歩きながら学びます。初心者
向 け。d10月９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）e往復はが
きに応募事項と参加者全員の氏名・年
齢、コンパスレンタルの有無も書いて９
月１日〜17日（必着）に同施設へ。

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

市民防災センター
〒814-0001 早良区百道浜一丁目３-３
a８４７-５９９０ f８４７-５９７０
o午前９時半〜午後５時（入館は閉館
30分前まで）x月曜日、最終火曜日

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）

今宿の四季を楽しむ〜きのこ編〜
　散策をしながらキノコ＝写真＝を観察
します。高校生以下は保護者同伴。d10
月５日㈫午前10時半〜午後１時半c20人

（抽選）y500円e往復はがきで９月１日
〜24日（必着）に同センターへ。ホーム
ページでも受け付けます。 ※ホーム
ページで申し込
む場合は当選
者のみ通知。

今宿野外活動センター
〒819-0163 西区今宿上ノ原217-２
a806-3114 f806-3115
o午前９時〜午後６時半（４月〜９月）
x月曜日（祝休日のときは翌平日）

過
去
の
同
教
室

! 緊急事態措置が実施されています
　緊急事態措置終了（９月12日予定）まで、市の主催イベント
等は原則として中止または延期、公共施設は閉館となりま
す。不要不急の外出は控えてください。
　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８月18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。

情報BOX 福岡市政だより
令和3（2021）年9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


