
! 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９月１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。

日本庭園３施設で花の苗をプレゼント

　来園者に花の苗を進呈します。d９月23日（木・祝）午前９時〜午後４時li ▽楽
水園（博多区住吉二丁目）af262-6665 ▽松風園（中央区平尾三丁目）af524-
8264 ▽友泉亭公園（城南区友泉亭）af711-0415c各30人（先着）y無料（入園
料別）e不要

催 し

精神保健福祉センター

　いずれも連続講座。事前面談あり。詳細は問い合わせを。lあいれふ（中央区
舞鶴二丁目）i同センターa737-8825f737-8827c①③④10人（先着）②15人

（選考）y無料e電話（a737-8829 ※火・木曜日午前10時〜午後１時）かファクス
で同センターへ（②は10月14日締め切り）。

内容 日時 対象
①アルコールの問題を抱える
家族のための教室

11月〜来年３月の原則第１
水曜日14:00〜16:00 飲酒問題に悩む家族

②ひきこもりの問題を抱える
家族のための教室

11月〜来年３月の原則第２
水曜日14:00〜16:00 引きこもり者の家族

③薬物の問題を抱える家族
のための教室

11月〜来年３月の原則第３
水曜日14:00〜16:00

薬物依存問題に悩む
家族

④薬物依存症回復支援プロ
グラム 〜薬物使用をやめた
い人・やめ続けたい人へのプ
ログラム〜

毎月第２・４金曜日（時間な
ど詳細は問い合わせを）

薬物使用をやめたい
（やめ続けたい）人

講座・教室

〒 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

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。

●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。

●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。

●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。

●外科当番医（９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。
９月19日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911

吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
９月20日（月・祝）
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
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
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）	 a891-2511
９月23日（木・祝）
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
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
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
９月26日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
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

　※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
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24
●金
他

2市立小・中・高等学校ボランティア活動展示会

　各学校のボランティア活動を紹介します。d９月24日㈮〜26日㈰午
前９時〜午後５時l市役所１階多目的スペースi中学校教育課a711-
4639f733-5780y無料
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25
●土
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。d９月25
日㈯、10月２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、参加人数、希望日を書いて同会へ（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。
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25
●土
他

3中高生向け S
スタート

tart U
アップ

p チャレンジ

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したオンライン講座。自
分で考えたビジネスやサービスのアイデアなどを、ワークショップを
通じて磨きをかけ、プログラミング講座で実際に形にします。詳細は
ホームページで確認を。d９月25日〜10月30日の土曜日午前10時〜
午後５時（連続講座）i創業支援課a711-4455f733-5748t市内に住
むか通学する中高生c20人（選考）y無料eホームページで９月20日
まで受け付けます。
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26
●日

3アンスティチュ・フランセ九州　フランス語入門デー

　10月２日㈯から開講の秋期フランス語講座の体験レッスン。ウェブ
会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したオンライン授業も実施。詳
細はホームページで確認するか問い合わせを。d【対面】 ▽入門・中級
コース＝午前10時半〜 ▽入門・初級＝午後２時〜 ▽コミュニケーション
初級・ニュース中上級＝３時〜 ▽入門・フランス旬の音楽＝４時〜【オン
ライン】 ▽入門＝午前10時半〜 ▽発音初級＝午後１時〜 ▽ニュース中
上級＝２時半〜 ※いずれも約１時間liアンスティチュ・フランセ九州

（中央区大名二丁目）a712-0904m kyushu@institutfrancais.jpc対
面各10人（先着） ※オンラインは定員なしy無料e電話かメールで、９
月15日以降に問い合わせ先へ。

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール　h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日
※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9月15日 14催し 講座

教室



中央市民センター　文化祭

　詳細はホームページで確認を。d10月24日㈰li同センター（中央区赤坂二
丁目）a714-5521f714-5502e電話かファクスに応募事項と①は希望時間、②は
希望講座名を書いて、①９月20日②10月１日以降に同センターへ。来所でも受け
付けます。定員を超えた場合のみ通知。

内容 時間 定員（先着） 費用
①動物愛護映画「ひまわりと子犬の７日
間」上映会と絵画展

10:30〜13:00、
14:30〜17:00 各150人 無料

②
講
座・セ
ミ
ナ
ー

生ごみで野菜を育ててみよう 10:00〜11:30 15人 無料
詩歌講座「短歌・五行歌」 10:30〜12:00 15人 無料
博多人形絵付け「あまびえ」 14:00〜15:30 20人 1,000円
プリザーブドフラワー「秋のリース」 15:00〜16:00 10人 1,000円

催 し 福岡城 舞遊の館「秋の和装撮影会」

　①②は保護者同伴。衣装は①七五三着物②袴（はかま）③花嫁は白無垢（むく）
と色打ち掛け、花婿は黒紋付き④女性は特選訪問着、男性は黒紋付き。いずれ
もプロのカメラマンが約50カット撮影します。写真データは後日CD-Rで渡しま
す。詳細は問い合わせを。d９月18日㈯〜12月26日㈰の土日祝日午前９時〜午後
２時li同館（中央区城内 三の丸スクエア内）a707-3191f707-3193e電話か
メール（m info@myyounoyakata.com）で、９月15日以降に同館へ。ホームページで
も受け付けます。

内容 対象 料金
①七五三撮影 ３〜７歳 １人２万9,800円
②卒業袴記念撮影 来春卒業する高校生以下の学生 １人１万円
③着物ウエディング撮影 20歳以上 １組３万5,000円
④夫婦の記念日撮影 20歳以上 １組１万9,800円

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

応募等のはがきの料金は 63 円です。
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27
●月
他

3初心者・中級者向けパソコン講座

　パソコン入門、ワードやエクセルの入門・中級、インターネット講座
など各コースあり。詳細は問い合わせを。d９月27日㈪〜10月29日㈮ 
※各コース週１回の講座を計５回受講（１回２時間）li市シルバー人
材センター西出張所（西区姪の浜四丁目）af881-7266t20歳以上
のパソコン初心者・中級者c各５人（先着）y各7,500円（テキスト代別）
e電話かファクス、メール（m sjcitgroup55@gmail.com）、来所で、９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。
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30
●木

3シニア向け講座「知ろう、介護施設とボランティア」

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したオンライン講座。複
数の介護施設の様子を映像で見た後、施設でのボランティア活動に
ついて学びます。d午後１時半〜３時半i市社会福祉協議会ボラン
ティアセンターa713-0777f713-0778t市内に住む65歳以上c50人

（先着）y無料eメール（m vc@fukuoka-shakyo.or.jp）に応募事項と
メールアドレスを書いて９月15日以降に同センターへ。

9/

30
●木

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

d午前10時〜11時半li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-
0046t市内に住む60歳以上c10人（先着）y500円e電話かファクス、
来所で、９月15日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

9/

30
●木
他

2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認知症カフェ（若久園カフェ）

　②は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。d①９月30日㈭午後１時〜２時半②10月22日㈮午後２時〜４時
li同園（南区若久六丁目）a511-7255f511-7558t市内に住む人 
※①は60歳以上c各20人（先着）y無料e電話か来所で、９月①15日
②28日以降に同園へ。①はファクスでも受け付けます。
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2
●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、９月15日以降に同ゴルフ場へ。

10/

2
●土

3楽水園　苔
コケ

玉教室

　コケ植物を使って、インテリアにもなる苔玉を作ります。初心者向
け。d午前10時〜正午li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c 

10人（先着）y1,500円（入園料別）e電話か来所で、９月15日以降に同
園へ。
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3
●日

3自転車の乗り方教室〜補助輪なしにチャレンジ〜

　プロサイクルロードレースチームの選手が、自転車の正しい乗り方
や基本的な交通ルール・マナーを指導する体験型教室。自転車用ヘル
メットを持参してください。自転車の持ち込み可。d午前10時半〜正
午、午後１時〜２時半l桧原運動公園（南区桧原五丁目）i防犯・交通
安全課a711-4061f711-4059t小学生（保護者同伴）c各10人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m bouhankotsu.CAB@city.fukuoka.
lg.jp）に応募事項と希望時間、自転車・ヘルメットの持ち込みの有無を
書いて、９月15日以降に同課へ。 ※過去回参加者は申し込み不可。

10/

3
●日

2アミカス×スタカフェ 女性起業交流会

　先輩女性起業家の事例紹介のほか、参加者同士で情報交換を行い
ます。悩みを共有したり、事業のアイデアを話したりすることで、多様
な起業のあり方を学びます。子どもの同伴可。d午後１時〜３時l市
スタートアップカフェ（中央区大名二丁目）i女性活躍推進課a406-81 
11f526-3766t起業を考えている女性c15人（先着）y無料eホーム
ページで９月15日以降に受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。
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7
●木

4国連講演会 中国共産党100年 中国と国際社会

　講師は外務省アジア大洋州局中国・モンゴル第一課地域調整官の
斎藤憲二氏。あいれふ（中央区舞鶴二丁目）でのオンライン視聴（先着
30人）のほか、ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用した自宅等
での視聴も可能です（先着100人）。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〜３時半i日本国際連合協会福岡県本部
a713-8115f761-6762y無 料e電 話かファクス、メー ル（m unaj-
fukuoka@nifty.com）に応募事項とメールアドレス、団体に属する人は
団体名、あいれふでの視聴を希望する人はその旨も書いて、９月15日
以降に同本部へ。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。

10/

9
●土

3友泉亭公園　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（城南区友泉亭）af711-
0415t20歳以上c５人（先着）y3,000円（入園料別）e電話か来所で、
９月15日以降に同公園へ。

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

福岡市政だより
令和3（2021）年9月15日 情報BOX13 催し 講座

教室 講演



雁の巣レクリエーションセンター

　①サツマイモを収穫し、持ち帰りま
す。②２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

（３㎞程度歩きます）＝写真。③補助輪
なし自転車の乗り方のこつを学びま
す。いずれも雨天中止。li同セン
ター（東区奈多）a606-3458f607-905 
7t①不問（中学生以下は保護者同
伴）②小学生以上（小学生は保護者同
伴）③４歳〜小学生と保護者のペア
y①③１組500円②無料（ポールレン
タル代300円）e①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日時（午前・午後・時間指定
なしのいずれかを記入）を書いて、10月７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。②当日午前９時45分から同センター球技場管
理棟で受け付けます。③当日午後３時半から管理事務所で受け付けます。

内容 日時 定員

①みんなでいもほり 10／17㈰、23㈯、24㈰
9:00〜12:00または13:00〜16:00

各日50組
（抽選。１組

５人まで）

②ノルディック・ウォーキング教室 月曜日（祝休日を除く）
10:00〜11:30

各30人
（先着）

③ガンレクじてんしゃ教室 月曜日（祝休日を除く）
16:00〜17:00

各５組
（先着）

催 し

市生活ガイドを配布しています

　日常生活に関わる手続きや相談窓口、防災・防犯に
関する情報など、暮らしの便利情報をまとめた冊子「ふ
くおか市生活ガイド」＝写真＝を、情報プラザ（市役所1
階）、各区役所、入部・西部出張所などで希望者に配布
しています。市ホームページでも閲覧できます。i広報
課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

はかた伝統工芸館　
①博多人形師 西山陽一個展「日進月歩」②博多伝統職の会展

　②は博多張子（はりこ）、博多曲物（まげもの）、マルティグラス、今宿人形、博多
おきあげの作品を展示・販売します。d①９月22日㈬〜26日㈰②９月28日㈫〜10
月３日㈰午前９時半〜午後５時半（入館は閉館30分前まで）li同館（早良区百
道浜三丁目 市博物館２階）a409-5450f409-5460y入場無料

催 し

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。

10/

9
●土

3背振少年自然の家　せふり親子天文教室
〜太陽を望遠鏡で観察してみよう〜

　天文台の主鏡を使って観察します。d午前10時〜正午li背振少
年自然の家（早良区板屋）a804-6771f804-6772t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ホームページで10月２日まで受け付けます。

10/

9
●土
他

2今津リフレッシュ農園　サツマイモ収穫体験

　１口10株程度収穫し、持ち帰ります。d10月９日㈯、10日㈰、16日㈯、
17日㈰午前９時〜午後４時li同農園（西区今津）a806-2565f806-2
570t市内に住む人c100組（抽選。
１組１口。１組５人まで）y１口1,000
円e往復はがき（〒819-0165西区
今津5685）に代表者の応募事項と
希望日（変更不可）を書いて９月15
日〜24日（必着）に同農園へ（１組１
通）。来所でも受け付けます（往復
はがきを持参してください）。

10/

9
●土
他

3傾聴スキルアップ講座

　基本から応用まで学びます。時間や料金など詳細は問い合わせを。
d10月９日〜23日の土曜日午後１時〜４時（連続講座）lふくふくプラ
ザ（中央区荒戸三丁目）iFFAフォロワーシップ協会・福嶋a090-5924-
3292f586-0648c20人（先着）y7,500円e電話かファクス、メール（m 
kenji_230527_ohmuta@yahoo.co.jp）で、９月15日以降に同協会へ。

10/

11
●月

2ウエルネスレストラン開放D
デ ー

ay in あいれふ
〜あなたの食事をチェックしませんか〜

　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
す。d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a751-2806f751-2572c各回８人（先着）y無料e電話かメール

（m yoyaku@kenkou-support.jp）に応募事項と希望時間を書いて、９
月15日以降に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

10/

11
●月
他

3ヘルスメイト（食生活改善推進員）養成教室

　健康・栄養についての講義、調理実習、運動実技などの連続講座。
日程など詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを。d10月
11日〜来年２月14日の月曜日または木曜日（全９回）lふくふくプラザ

（中央区荒戸三丁目）i健康増進課a711-4374f733-5535t市内に住
み、教室修了後に校区で健康づくりのボランティア活動に参加できる
人c30人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m kenko.PHWB@
city.fukuoka.lg.jp）で、９月15日以降に同課へ。

過去の収穫体験

10/

13
●水

4市民福祉講演会「今を生きる子どもたちへ伝えたい〜親
として、大人として、地域として〜」

　講師は幼児教育専門家の熊丸みつ子氏。d午後１時半〜３時半l

ふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会総務課
a731-2946f731-2947c110人（抽選）y無料n６カ月〜就学前（無料。
電話で要申し込み。抽選）e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３
-39）、ファクス、来所（ふくふくプラザ内）で、９月15日〜30日（消印有効）
に同課へ。ホームページでも受け付けます。空きがあれば当日も受け
付け可。当選者のみ通知。

10/

14
●木
他

2アミカス　託児で安心 アミカスBOOKタイム

　託児付きで読書やDVD鑑賞ができます。d10月14日㈭〜16日㈯午
前10時〜11時50分lアミカス（南区高宮三丁目）iアミカス図書室
a534-7593f534-7595t６カ月〜小学３年生の子どもの保護者c各
15人（抽選）y無料eメール（m amitosho@city.fukuoka.lg.jp）に応募
事項と子どもの名前、年齢・月齢、希望日（第２希望まで可）を書いて、９
月25日までに同図書室へ。来所、ホームページでも受け付けます。当
選者のみ通知。

10/

17
●日

3海っぴ凧
たこ

づくり教室

　竹ひごと紙で和凧を作り、絵を描いたり色を塗ったりしてオリジナ
ルの凧に仕上げます。詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。d午前10時〜11時半l愛宕浜小学校（西区愛宕浜四丁目）i市海
浜公園管理事務所a822-8141f822-8147t４歳以上（小学３年生以下
は保護者同伴）c60人（先着）y500円eホームページで９月15日以降
に受け付けます。

情報BOX 福岡市政だより
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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



福北連携コーナー
北九州市立美術館　三沢厚彦 A

ア ニ マ ル ズ
NIMALS I

イン
N K

キ タ キ ュ ウ シ ュ ウ
ITAKYUSHU

　彫刻家・三沢厚彦氏による動物の木彫刻シリーズ「ANIMALS」を中心に、初期
の作品や絵画作品などを展示します。d９月18日㈯〜11月７日㈰午前９時半〜
午後５時半（入館は５時まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）li同美術館

（北九州市戸畑区西鞘ケ谷町）a093-882-7777f093-861-0959y一般1,200円、
高大生800円、小中学生600円、未就学児無料

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

　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

総合西市民プール　FINA世界水泳2022 FUKUOKA OC
オフィシャルプロジェクト アクアスポーツ体験祭

d10月24日㈰l同プール（西区西の丘一丁目）i市スポーツ協会事業課a407-
8381f407-8185c①②各回20人③④30人（いずれも抽選）y①SUPヨガ１人1,000
円、アクアエクササイズ500円②無料③④500円eホームページで９月15日〜10
月７日に受け付けます。

内容 時間 対象

①アクアプログラム
体験教室

SUPヨガ 9:30〜10:30 小学生と保護者
11:30〜12:30 18歳以上

アクアエクササイズ 16:00〜17:00 18歳以上
②タイムトライアル

（競技用機材でタイムを測定します）
13:00〜、13:40〜、
14:20〜 ―

③スイムクリニック（元オリンピック選手
の寺川綾氏が指導します） 14:00〜15:30 小学３〜６年生

④アーティスティックスイミング体験教室
（クラブチームによるエキシビションもあ
り）

15:30〜17:00 小学生

催 し

10/

19
●火
他

3シニアのための「ゆるーくはじめる・私・ウィーク」

　①心と身体の健康②生涯生活設計③しごと―をテーマにセミナー
を開催します。d10月①19日㈫②20日㈬③21日㈭午前10時〜正午l

はかた近代ビル（博多区博多駅東一丁目）i県70歳現役応援センター
就業・社会参加支援課a432-2512f432-2513tおおむね60歳以上
c①②15人③12人（いずれも先着）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16日以降に同課へ。来所（はかた近代ビル５
階）でも受け付けます。

10/

23
●土

2東図書館　知的書評合戦 ビブリオバトル

　「本で旅する」をテーマにお薦めの本の発表およびディスカッション
を行うイベントを観覧できます。 ※バトラー（発表者）も募集中です

（先着５人）。申し込み方法など詳細は問い合わせを。d午後２時〜３時
半lなみきスクエア（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-
3973c30人（先着）y無料e電話か来所（なみきスクエア内）で、９月15
日以降に東図書館へ。

10/

23
●土
他

3西障がい者フレンドホーム　①わくわく芋掘り体験教
室②ミニブーケのフォトフレーム教室

　①はサツマイモ（紅はるか）を収穫し、持ち帰ります。d10月①23日
㈯午前10時半〜午後０時半、２時〜４時②27日㈬午後２時〜４時l①第
一野の花学園（西区今津）②同ホーム（西区内浜一丁目）i同ホーム
a883-7017f883-7037t市内に住む①障がいのある人と家族②障が
いのある人（18歳未満は保護者か介助者同伴）c①各８組②10人（い
ずれも先着。①は１組４人まで）y①１組700円②500円e電話か来所

（西区内浜一丁目）で、９月15日以降に同ホームへ。

10/

23
●土
他

2かなたけの里公園　サツマイモ収穫体験

d10月23日㈯、24日㈰午前10時〜正午、午後２時〜４時li同公園（西
区金武）a811-5118f400-0147c各回100口（抽選）y１口（４株）600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
人数、希望口数（１組２口まで）、希望日と午前・午後の希望を書いて10
月６日（消印有効）までに同公園へ。

10/

24
●日

2東平尾公園　博多の森を楽しむ会「キノコ観察会」

　ベスト電器スタジアム（博多区東平尾公園二丁目）周辺を散策しま
す。d午前10時〜午後０時半i同公園管理事務所a611-1515f611-
8988t小学生以上（小学生は保護者同伴）c30人（先着）y100円e

ファクスかメール（m rikujyo.hakatanomori@midorimachi.jp）で、９月15
日以降に同事務所へ。

10/

26
●火

3城南障がい者フレンドホーム　
ふわふわ大人の抹茶シフォンケーキ作り

d午後１時半〜３時半li同ホーム（城南区南片江二丁目）a861-
1180f861-1123t市内に住む障がいのある人（障がいの程度によっ
ては介助者の同伴が必要）c８人（抽選）y500円e電話かはがき

（〒814-0143城南区南片江２-32-１）、ファクス、メール（m jyonan.f@c-fu
kushin.or.jp）、来所で、９月15日〜10月15日（必着）に同ホームへ。当選
者のみ通知。

10/

27
●水

3オンラインdeよかヨガ教室

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用します。d午前９時半〜
10時半、11時〜正午i市スポーツ協会事業課a407-8381f407-8185 
t18歳以上c各５人（抽選）y無料eホームページで９月15日〜30日
に受け付けます。

10/

30
●土

3子どもの村福岡の家庭養育
〜絵本がつなぐこころの絆〜

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したオンライン研修会。
講師は福岡大学医学部主任教授の安元佐和氏ほか。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。d午後１時半〜４時iSOS子ども
の村JAPAN事務局a737-8664m kensyu@sosjapan.orgc50人（先着）
y1,000円、学生は無料eメールで同事務局へ。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。

10/

30
●土

2天神でクラシック 音楽プロムナード　
パパ・ハイドンをめぐる名曲選

　ハイドンのトランペット協奏曲などを演奏します。未就学児は入場
不可。d午後３時から２時間程度lＦＦＧホール（中央区天神二丁目）
i九響チケットサービスa823-0101f822-8833c699人（先着）y全席
指定A席4,200円、B席・車いす席3,400円、学生席1,500円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。

11/

28
●日

4「浅海底の戦争遺跡USSエモンズ その記録と伝承」
クラウドファンディング達成記念講演会

　沖縄・古宇利島沖の水深40mに沈む米国の軍艦エモンズは、第二次
世界大戦の沖縄戦で、日本軍の攻撃で航行不能となり海に沈められま
した。最先端の科学的研究で作られた三次元モデルを基に、海の戦争
遺跡について、九州大学浅海底フロンティア研究センター教授の菅
浩伸氏らが話します。d午後１時〜５時lJR博多シティ（博多区博多駅
中央街）i同センターa802-5646f802-5690c70人（抽選）y無料e

はがき（〒819-0395西区元岡744）かメール（m seafloor@scs.kyushu-u.
ac.jp）に応募事項と福岡会場での参加を希望する旨を書いて、９月15
日〜10月31日（消印有効）に同センターへ。ホームページでも受け付け。

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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西部運動公園　Seibu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。d10月19日㈫午前９時〜午後５時li同公園（西区飯盛）
a811-5625f811-0549t①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、９月21日以降に同公園へ。

催 し

老人福祉センター東香園

　①フレイル（加齢による心身の虚弱）の予防法などを学びます。②行政書士か
らエンディングノートの書き方などを学びます。終了後、個別相談会もあり（希望
者のみ。先着２人）③感染症対策や介護予防について学びます。li同園（東区
香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳以上（①③は家族の
参加も可）c①③15人②20人（いずれも先着）y無料e電話かファクス、来所で、
９月15日以降に同園へ。

内容 日時

①高齢期を元気に過ごすためのフレイル予防教室 ９／29㈬11:00〜12:00

②エンディングノートの書き方セミナー＆相談会 ９／30㈭、10／28㈭
13:00〜14:00（連続講座）

③保健福祉勉強会 10／２㈯11:00〜12:00

講座・教室

アミカス　女性のための就職応援プログラム

　連続講座。liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766t再就職を
希望する女性c10人（先着）y無料n①③６カ月〜小学３年生（無料。子どもの名
前、年齢・月齢を書いて10月19日までに申し込みを。先着順）②なしe電話かファ
クス、メール（m jyosei.amikas@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、９月15日以降にアミ
カスへ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時

①応募書類の書き方等を学ぶセミナー 10／29㈮10:00〜12:00

②ハローワークで履歴書等の添削などの個別
支援 個別に日時を決定

③模擬面接を主としたセミナー 11／12㈮10:00〜12:00

講座・教室

市科学館

　①講演会「新型ロケットH３開発秘話とこれからの宇宙産業」JAXA（宇宙航空
研究開発機構）のH３プロジェクトチーム研究開発員・西田侑加氏が話します（リ
モート出演予定）。②講演会「科学絵本の舞台裏〜福音館書店の編集者に聴く
〜」『かがくのとも』を創刊した同書店の編集者・山中真紀氏が話します。詳細は
ホームページで確認を。d10月①16日㈯午後１時〜２時半②17日㈰午後２時〜４
時li同館（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-2530t①不問（未就学児
は保護者同伴）②中学生以上（推奨）c①150人（抽選）②50人（先着）y無料e

ホームページで①９月13日午後３時〜10月５日②10月１日正午以降に受け付けま
す。

講 演

優しさを伝えるケア技術「ユマニチュードⓇ」Vol.12
〜次回の約束をして、書き留める〜

　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。
　誰かと良い時間を過ごすと「また会いたい」と
いう気持ちが生まれますが、これは介護におい
ても同じです。「また会おうね」という次回の約
束をすることで、次のケア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

介護実習普及センター　
ミニ展示「シニアのためのお役立ちグッズ」

　長時間の立ち作業に便利なキャスター付きの椅子などを展示します。d開催
中〜９月30日㈭午前10時〜午後６時 ※21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

「博多町家」ふるさと館　名人 小島与一展
〜魂をうつされた博多人形たち〜

　歌舞伎人形や川上音二郎像など、博多人形師・小島与一氏の作品を展示しま
す。d９月28日㈫〜11月23日（火・祝）午前10時〜午後６時（入館は５時半まで）x10
月25日㈪、11月22日㈪li同館（博多区冷泉町）a281-7761f281-7762y無料

（展示棟入館料別）

催 し

オクトーバー・ラン&ウォーク

　ウォーキングの部、ランニングの部で10月の歩行・走行距離を競い、運動習慣
を身に付けます。詳細はホームページで確認を。d10月１日㈮〜31日㈰i同大
会事務局m october@runners.co.jpy無料eスマートフォンにアプリをダウン
ロードして会員登録の上、イベントに申し込みを。

催 し

「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、ご利用ください。i広報課a711-4016f 

732-1358

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから

スマホ用無料防災アプリ「ツナガル+
プラス

」の登録を
　災害時に市と直接つながることのできるアプリです。災害が
起きると「災害時モード」に切り替わり、近くの避難所や避難経
路が地図上に表示されるので、スムーズに避難することができ
ます。
　アプリ内の避難所コミュニティ
に参加すると、避難所内での情報
共有や市からの支援物資情報な
どを知ることができます。また、
車中泊など指定避難場所以外の
場所で避難する場合は、避難場所
や被災状況を発信し、市に支援を
求めることもできます。
　平常時には地域のコミュニティ
ツールとして活用できます。ぜひ
ダウンロードしてください。
　※LINE（ライン）アカウントか
らもログインできます。
i地域防災課a711-4156f733-58 
61

避難所内での情報共有イメージ
iOS端末 アンドロイド端末

＜ダウンロードはこちらから＞
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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
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め・囲い込みの工事費用の３分の２以
内（上限120万円。指定建築物の除去
工事に限り、上限300万円）。詳細は市
ホームページで確認を。i建築指導
課a711-4573f733-5584
市役所１階に証明写真機を設置し
ています

　ユニバーサルデザインに配慮した
証明写真機＝写真＝で、車椅子での利
用も可能です。i財産管理課a711-
4173f711-4833

「雑がみ」を簡単リサイクル
　紙箱や包装紙などの雑がみの種類
や出し方を分かりやすく解説した「雑
がみ回収促進袋」＝写真＝を配布して
います。【配布】各区生活環境課、情報
プラザ（市役所１階）で。詳細は市ホー
ムページで確認するか問い合わせ
を。i家庭ごみ減量推進課a711-4039 
f733-5907

市科学館　年間パスポートのお
知らせ

　同館のドームシアター（プラネタリ
ウム）の一般番組や基本展示室を１年
間お得に利用できます（プラネタリウ
ムスペシャル番組や特別展などは対
象外）。開館４周年を記念して、10月１
日㈮〜３日㈰に年間パスポートを購入
した人にオリジナルグッズを進呈（各
日先着15人）。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）a731-2525 
f731-2530y大 人3,060円、高 校 生
1,830円、小中学生1,020円e同館３階
総合案内／チケットカウンターで購
入を。
令和３年度版の住まいに関する冊
子（３種）を配布しています

　「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

しごと

介護保険認定調査員を募集
　各区の介護認定調査員室で介護保
険の訪問調査や各種相談、介護認定

　※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。

審査会の補助業務等に従事。【資格】
介護支援専門員の資格を持つ人（来
年１月１日時点）【任用期間】来年１月１
日〜３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】９月15日から介護
保険課（市役所12階）、情報プラザ（同
１階）、各区福祉・介護保険課、入部・西
部出張所で。市ホームページにも掲
載【申込期間】10月12日（消印有効）ま
でi介護保険課a711-6145f711-62 
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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。d10月８日㈮午前10時〜午後３
時lハローワーク福岡東２階（東区千
早六丁目）i同センターa711-6808 
f733-5718t市内の保育所等への就
職を希望する人y無料e不要

シニアのためのZoom講習会
　オンラインで企業との面談や面接
に対応できるよう、ウェブ会議サービ
ス「Zoom（ズーム）」の使い方を学びま
す。 ※タブレットの無料貸し出しあり
d10月14日㈭午後１時〜３時l県立
図書館別館２階（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歳以上で就職を希望する人c15人

（先着）y無料e電話かファクスに応
募事項と性別を書いて、９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。
九州先端科学技術研究所　ふく
おかAI・DXスクール（オンライン）

　①AI・DXビジネス推進コース（AIプ
ロジェクトを立案・推進できる人材を
育成）②AIデータ分析基礎コース（AI
開発の実務を行える人材を育成。プ
ログラミング経験がある初心者向け）
③AIサービス開発コース（AIのサービ
ス構築を行える人材を育成。データ
分析の経験がある中級者向け）。①②
はウェブ会議サービス「Zoom（ズー
ム）」を使用する形式Aとeラーニング
を中心とする形式Bの２種類。Bのみの
受講も可。いずれも先着順。申込方法
など詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。d① ▽A＝10月５日
㈫、19日㈫ ▽B＝来年２月までに３カ月
間② ▽A＝11月２日㈫、９日㈫、16日㈫、
24日㈬、30日㈫ ▽B＝来年２月までに５
カ月間③12月７日、14日、21日、来年１
月11日、18日の火曜日i同研究所a8 
52-3453m edu@isit.or.jpy①２万円

（Bのみは１万円）②４万8,000円（Bのみ
は３万6,000円）③６万8,000円 ※いず
れも市内に住むか通勤する人対象の
特別料金（通常の半額）eホームペー
ジで受け付けます。
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
する同園園長が、対面で個別就業相
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。d10月２日㈯午後３時〜５
時li同園（中央区長浜一丁目）a77 
1-7677f716-0046t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、９月15日以降
に同園へ。定員を超えた場合のみ通
知。

から市ホームページで公開します。
【利用方法】福岡市Web（ウェブ）マップ
から、字図（地番現況図）情報を選択
i課税企画課a711-4207f733-5598
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
ひとり親家庭等医療証・重度障が
い者医療証の更新について

　【ひとり親家庭等医療証】更新申請
書をまだ提出していない人は、住所
地の区役所・出張所保険年金担当課
へ提出を【重度障がい者医療証】更新
に申請は原則不要ですが、市から別
途案内が郵送で届いた人は、内容を
確認の上、必要書類を同課へ提出し
てください。i各区役所・出張所同課
労働者と使用者のトラブルの解
決をサポートします

　①労働者個人と使用者のトラブル
②労働組合と使用者のトラブル。
i①福岡労働者支援事務所a735-61 
49f712-0497②県労働委員会事務局
調整課a643-3980f641-4455y無料
国民健康保険傷病手当金の適用
期間が延長されました

　新型コロナウイルスに感染した（ま
たは発熱等の症状があり感染が疑わ
れる）ため、仕事を休み、給与の全部
または一部が支払われなかった被用
者を対象に、傷病手当金を支給しま
す。２年以内に申請が必要です。詳細
は市ホームページで確認を。【適用期
間】令和２年１月１日〜令和３年12月31
日i各区保険年金担当課

情報プラザ通信を配布しています
　市政情報や市内のイベント、四季
折々の旬の情報などを掲載した冊子

「情報プラザ通信」＝写真＝を配布して
います。日本語・英語を併記。九州各
県の情報等も紹介。【発行】５・８・11・２
月末【配布】情報プラザ（市役所１階）、
各区役所情報コーナー、入部・西部出
張所、各市民センターなどで。i同プ
ラザa733-5333f733-5335

アスベストの分析調査や除去な
どの費用を助成します

　申請は11月26日まで。【対象建築
物・助成内容】解体の予定がない民間
建築物の ▽分析調査＝アスベストを
含む可能性がある吹き付け材の分析
調査費用（通常10万円程度。上限25
万円） ▽除去など＝多数の人が利用
する建築物のアスベスト除去・封じ込

お知らせ
緑のカーテンコンテスト 市民投
票

　同コンテストの応募作品を９月14日
から市ホームページで公開し、市民投
票を実施します。【投票期間】９月24日
㈮までi環境・エネルギー対策課a 

711-4282f733-5592

人権擁護委員が委嘱されました
　同委員は、地域住民からの人権相
談の対応や、人権についての啓発活
動を行います。７月１日付で堺眞利子
氏、裏辻格央氏、𠮷田純二氏、盛多俊
朗氏、森順子氏が委嘱されました。相
談方法など詳細は問い合わせを。i

福岡法務局人権擁護部a739-4151f 

722-6183
西部工場・西部資源化センターの
ごみの受け入れを休止します

　定期点検のため、10月１日㈮〜20日
㈬は同工場と同センター（西区拾六
町）のごみの受け入れを休止します。
iクリーンパーク・西部a891-3433f 

891-0171
循環のまち・ふくおか推進プラン

（第５次福岡市一般廃棄物処理
基本計画）を策定しました

　【閲覧・配布】９月30日㈭まで環境局
計画課（市役所13階）、情報公開室（同
２階）、情報プラザ（同１階）、各区役所
情報コーナー、入部・西部出張所で。
市ホームページにも掲載i同課a71 
1-4308f733-5907
アジア美術館 貸しギャラリーの
利用希望者を追加募集

　11月〜来年６月の利用申請を随時
受け付けています。空室状況など詳
細は問い合わせを。【申請書の配布】
同美術館（博多区下川端町 リバレイ
ンセンタービル７・８階）、情報プラザ

（市役所１階）で。ホームページにも掲
載i同美術館運営課a263-1100f26 
3-1105

高齢者乗車券の手続きについて
　令和３年度分の申請を受け付けて
います。交付を受けるには、毎年申請
が必要です。申請が済んでいない人
は郵送・オンラインで申請してくださ
い。令和２年度分の申請は９月末まで
です。【令和３年度の申請が済んだ
人】 ▽ 令和２年度のICカードを持って
いて、令和３年度もICカードを申請し
た人は、交付決定通知書を受領後、令
和２年度のICカードに地下鉄券売機や
ポイントチャージ専用機でポイント
チャージして利用してください。 ▽そ
れ以外の人は、申請された券種の乗
車券が簡易書留で届きます。詳細は
問い合わせを。i高齢者乗車券郵送
受付センターa0120-502-633f0120- 
880-219

交通用福祉ICカード

字図情報を公開します
　各区課税課で公開していた市内の
字図（固定資産税を課税するために
市で作成した図面）情報を、９月15日

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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lg.jp）、来所（市役所13階）で、９月15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。
①非行防止対策推進員②こども
育成調査アドバイザーを募集

　勤務場所は①東・博多・城南区役所
②東・博多・南・西区役所。【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・申込書の配布】９
月15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。市ホームページにも掲
載【申込期間】10月25日（消印有効）ま
でiこども健全育成課a711-4188f 

733-5534
市立こども病院有期職員（産休代
替）を募集

　看護師、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i同病院総務課a69 
2-3722f682-7300

市介護に関する入門的研修
　同研修の修了者には市の認定証が
交付され、ヘルパー等の資格がなく
ても高齢者の生活に関わる掃除や洗
濯、調理などの援助業務に従事でき
ます。介護事業所への就職相談会や
キャリアコンサルタントに相談できる
就労相談会もあり。日程や会場など
の詳細はホームページで確認するか
問い合わせを。d11月〜来年２月。計
８コース（４日間）。午前９時半〜午後４
時40分i麻生介護サービスa0120-
705-130f452-7714cオンライン各15
人、会場各12人（いずれも先着）y１
コース1,500円e電話かファクスに応

募事項と希望日、受講方法（オンライ
ンまたは会場）を書いて、９月15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。

全国一斉電話相談 シニアの悩み
110番

　年金や遺産、相続、介護など高齢者
が抱えるさまざまな悩みや問題につ
いて、シニアライフアドバイザーが相
談に応じます。【相談専用電話】a812-
8123d９月25日㈯、26日㈰午前10時
〜午後５時i九州シニアライフアドバ
イザー協会・福与a080-4724-6580 （平
日午前９時〜午後３時） f812-6580t

おおむね60歳以上y無料e不要

法の日週間無料法律相談会
　10月１日〜７日の「法の日週間」に合
わせ、相談会を実施します。d10月１
日㈮、４日㈪〜７日㈭午前10時〜午後
０時半、午後１時〜３時半li天神弁
護士センター（中央区渡辺通五丁目）
a741-3208f752-1330c68人（先着）
y無料e電話かファクスで、９月17日
以降に同センターへ。

相 談

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

福岡アジア文化賞 プラープダー・ユン
氏による市民フォーラム
　映画の上映や同氏による講演など。
申し込み方法など詳細は同賞ホーム
ページで確認を。d10月２日㈯正午〜午
後５時10分c100人（先着）y無料
映像ホール・シネラ　10月上映スケジュール
アジアのドキュメンタリー
３日㈰ ビルマ・ストーリーブック（２）
６日㈬ ここに陽はのぼる〜東ティモー

ル独立への道（２）
７日㈭ 裸足でヘラートまで（11）、平和

の行進（２）

８日㈮
国境に生きる〜難民キャンプ
の小さな監督たち〜（11）、ジャ
ンプ！ボーイズ（２）

　※いずれも申し込みは、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、①は「たき火台」持参の有無も
書いて、９月15日〜10月①１日②８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。①は空きがあれば
当日も受け付け可。
①たき火ナイト
　まき割り体験をした後、たき火をしま
す。中学生以下は保護者同伴。d10月23
日㈯午後４時〜７時c14組（抽選。１組４人
まで）y１人200円（まき代別途１束500円）
②木のスプーン作り
　木を削ってスプーンを作ります。d10
月31日㈰午前10時〜午後５時t18歳以
上c８人（抽選）y5,000円

９日㈯
子どもたちは死を恐れないが、
お化けは怖がる（11）、ここに陽
はのぼる〜東ティモール独立
への道（２）

10日㈰ 父の選択（11）、Ha Ha上海（２）

13日㈬
ビッグ・ドリアン（11）、子どもた
ちは死を恐れないが、お化けは
怖がる（２）

14日㈭ ビルマ・ストーリーブック（11）、
父の選択（２）

15日㈮ Ha Ha上海（11）、平和の行進（２）
16日㈯ ビッグ・ドリアン（11）、裸足でヘ

ラートまで（２）

17日㈰
国境に生きる〜難民キャンプ
の小さな監督たち〜（11）、ジャ
ンプ！ボーイズ（２）

アジア・シネマ・アンソロジー
20日㈬ 土曜の午後に（２）
21日㈭ 私はガンディーを殺していない

（11）、８月のクリスマス（２）
22日㈮ ルオマは17歳（11）、山嶺の女王

クルマンジャン（２）
23日㈯８月のクリスマス（11）、アオザイ

（２）
24日㈰ 土曜の午後に（11）、ヴィレッジ・

オブ・ホープ（３）
27日㈬ 山嶺の女王クルマンジャン（２）
28日㈭ 土曜の午後に（11）、ヴィレッジ・

オブ・ホープ（２）
29日㈮ ヴィレッジ・オブ・ホープ（11）、ア

オザイ（２）

休日健診（総合健診）
d①〜⑪10月３日㈰、10日㈰、17日㈰、24
日㈰、30日㈯、31日㈰午前８時半〜10時
半⑫10月３日㈰、24日㈰午前８時半〜10
時半⑬10月24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
　※10月17日㈰、24日㈰、30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

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

30日㈯ ルオマは17歳（11）、私はガン
ディーを殺していない（２）

31日㈰８月のクリスマス（11）、山嶺の
女王クルマンジャン（２）

　※（11）＝午前11時、（２）＝午後２時、
（３）＝午後３時。
　※10月24日㈰午後２時〜２時50分に
講演「福岡フィルムアーカイヴの重要
性」を開催。詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。

福岡地区職業訓練協会の講習

　①インテリアコーディネーター２次
資格試験対策講習②パソコン「わかり
やすいワードプレス」講習③シーケン
ス制御講習④パソコン「Excel初級」講
座⑤パソコン「パワーポイント２日で
マスター」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。l①②③⑤同
協会（東区千早五丁目）④アミカス

（南区高宮三丁目）i同協会a671-
6831f672-2133t①２次試験受験予
定者②パソコンでマウス操作、入力を
日常的にしている人。データ保存やダ
ウンロード、複数画面の操作を抵抗な
く行える人③電気配線の知識・技術を
習得したい人④日本語入力、マウス
操作ができる人⑤ワードの基本操作
ができる人y①２万円②２万5,000円
③２万8,000円 ④２万3,000円 ⑤１万
6,000円n①②③⑤なし④６カ月〜小
学３年生（無料。先着順）e電話か来
所で、９月①②③16日④⑤17日以降に
同協会へ。

日時 定員
（先着）

①11／２〜30の火・金曜日
18:30〜21:00（11／23を除く） 25人

②11／２〜12／14の火・金曜
日19:00〜21:00（11／23を除
く）

15人

③11／６㈯、７㈰9:00〜17:00 20人

④11／12㈮〜22㈪10:00〜
16:00（土・日曜日、11／16を除
く）

11人

⑤11／13㈯、14日㈰9:00〜
17:00 15人

教職員健康管理専門員（産休代
替）を募集

　市教育委員会職員課で市教職員の
健康相談や保健指導等に従事。【資
格】保健師または精神保健福祉士の
資格を有し、実務経験が３年以上ある
人【任用期間】11月１日〜来年２月５日

（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】同課（市役所11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【申込期間】９月28日（必着）ま
でi同課a711-4298f711-4936
中央区地域保健福祉課保健師（産
休代替）を募集

　【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２月
10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】９月15日〜28日

（必着）i中央区地域保健福祉課a 

718-1111f734-1690

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。d10月９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a711-4262f 

733-5718t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９月22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.
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　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。申し込みは①②③電話か来所
で、当日午前10時以降に同施設へ。④電
話かメール（m mamoroom@fch.chuo.fuk
uoka.jp）に応募事項と希望時間を書い
て、９月15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
ニを間近で観察します。d10月16日㈯
午前10時半〜10時50分c25人（先着）
②映像シアター「海の色のひみつ」
　映像とクイズで時々変わる海の色の
ひみつについて学びます。d10月16日
㈯午前11時半〜11時50分c30人（先着）

　※いずれもギャラリー観覧時間は午
前９時半〜午後６時（金・土曜日は８時）。
入室は閉室30分前まで。
藤井フミヤ展 デジタルとアナログで創
造する 多様な想像新世界 The Divers
ity（ザ・ダイバーシティ）
　CGアートや線画、
油彩画、針金で制作
した作品など、約100
点を展示します。d

開催中〜10月31日
㈰i東映a532-108 
1f532-1090y一般
1,300円、高大生900
円、小中学生600円、
未就学児無料

　※いずれも入園料別。
旬の植物ガイド
d10月９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
ブンブン観察会 日本ミツバチと友達に
なろう
　巣箱の中にいるミツバチを観察しま
す。d10月10日㈰午後１時半〜３時半

（受け付けは１時から）t小学生以下（小
学３年生以下は保護者同伴）c30人（先
着）y無料e不要
どんぐりの標本展
　園内で見られるドングリの仲間を展
示します。d10月12日㈫〜11月14日㈰
y無料

③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。d10月23日㈯午前11時半〜11時50
分c30人（先着）
④光るスライム
　暗闇で光るスライム＝写真＝を作り、
光を蓄える「蓄光塗料」と紫外線で光る

「蛍光塗料」に
ついて学びま
す。d10月23
日 ㈯ 午 前10
時 半〜11時、
午後２時〜２
時半c各30人

（先着）

コレクション展「バングラデシュ独立50
周年記念 わが黄金のベンガルよ」
　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バングラデ
シュの美術作品を展示します。d９月23日

（木・祝）〜12月25
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
　※藤井フミヤ
展の観覧券が
ある人は10月31
日まで無料で入
場可能

秋のバラまつり
　障がい者施設で作られた雑貨や焼き
菓子の販売など。土・日曜日にはガイド
によるバラの案内もあり。d10月12日㈫
〜31日㈰y入場無料
秋の盆栽展
　季節の盆栽を約20点展示。販売もあ
り。d10月14日㈭〜17日㈰y入場無料
園芸講座 〜フラワーアレンジメント 基
礎講座〜
d11月５日㈮午後１時半〜３時半c30人

（抽選）y2,500円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、10月22日（必着）まで
に同園へ。ホームページでも受け付け
ます。

10月の催し
　一部講座は材料を持参。①は雨天中
止の場合あり。③はウェブ会議サービス

「Zoom（ズーム）」を使って、ベランダでで
きる段ボールコンポストの作り方を学
びます。t市内に住むか通勤・通学する
人 y①②③⑤⑦⑧⑨無料（②⑦は部品
代別）④⑥200円e①来所で当日午後１
時以降に同施設へ。②⑦⑧電話か来所
で、10月１日以降に同施設へ。③ホーム
ページで10月13日まで受け付けます。
④⑤⑥⑨往復はがきかファクス、来所
で、10月④６日⑤⑥11日⑨20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。

　※いずれも高校生以下は保護者同伴。
申し込みは電話で９月18日以降に同セン
ターへ。ホームページでも受け付けます。
やさしいヨガ
d10月９日㈯午前10時〜11時半c15人

（先着）y小学生以上500円n小学生以下
（無料。申し込み時に予約を。先着順）
キッズクライム〜木登り体験〜
　専門家の指導と補助で、安全器具と
ロープを使って木に登ります。d10月16
日㈯午前10時〜正午、午後１時半〜３時
半t身長120㎝以上、体重20〜90㎏の
人c24人（先着。30分ごとに３人まで）y

小学生以上1,000円、未就学児500円

スケッチ大会
　画板、クレヨンの無料貸し出しあり（数
に限りあり）。d10月２日㈯、３日㈰午前９
時〜午後４時t小学生以下（保護者同
伴）y無料e不要
秋の山野草展示会
d10月２日㈯、３日㈰午前９時〜午後４時
半y無料
園芸講座「種子の話（自家採種、保存、
発芽）」
d10月６日㈬午後１時半〜３時半c30人

（先着）y無料e電話かファクスで、９月
29日以降に同公園へ。

内容・日時 定員

①生ごみ堆肥づくりと菜園相
談会　10／７㈭13:30〜15:00 －

②傘の修理　
10／13㈬、17㈰10:00〜13:00

各６人
（先着）

③オンライン コンポスト講座　
10／14㈭19:00〜20:00

30人
（抽選）

④古布でぞうり作り講座　
10／16㈯10:00〜13:00

８人
（抽選）

⑤包丁研ぎ講座　
10／21㈭10:00〜12:00

４人
（抽選）

⑥傘布からエコバッグ作り　
10／22㈮10:00〜13:00

８人
（抽選）

⑦おもちゃ病院　
10／24㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

⑧木製のまな板削り　
10／28㈭、30㈯10:00〜16:00

各６人
（先着）

⑨パパ・ママのお片付け講座　
10／30㈯10:00〜12:00

８人
（抽選）

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）

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）

②残り布でコンビニサイズの
エコバッグ作り　
10／３㈰13:00〜16:00

８人
（抽選）

③パッチワーク教室　
10／５〜11／30の火曜日

（10／12分は10／16に振り替
え）13:00〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

④衣類のリフォーム教室　
10／６〜11／24の水曜日13:00
〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

⑤牛乳パックと端切れでパッチ
ワークのトレー作り　10／９〜
30の土曜日（10／16を除く。連
続講座）13:00〜16:00

８人
（抽選）

⑥端切れで２種のマスクケース
作り　10／10㈰13:00〜16:00

８人
（抽選）

⑦着物からフード付きリバーシ
ブルベスト作り　
10／14㈭、21㈭、29㈮13:00〜
16:00（連続講座）

８人
（抽選）

⑧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）

⑨木の枝フォトスタンド　
毎日10:30〜15:30の30分程度 －
⑩食品トレイでマグネットイン
テリア　
毎日10:30〜15:30の30分程度

－

⑪端切れ（布・革）で作るスト
ラップ　
毎日10:30〜15:30の30分程度

－

10・11月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人y①⑤⑦500円②
⑥⑧〜⑪無料③1,000円④800円e①〜
⑦はがきかファクス、メール（m seibupl
aza２＠f-kankyo.or.jp）、来所で、９月①②
22日③④24日⑤⑥⑦28日（いずれも必
着）までに同施設へ。当選者のみ通知。
⑧〜⑪電話かファクス、来所で、⑧希望
日の３日前までに同施設へ。⑨⑩⑪随時
受け付け。

内容・日時 定員
①着物からゆったりワンピー
ス作り　10／１〜15の金曜日
13:00〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

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・10月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。④の会場は舞鶴公園内多聞櫓（たもんやぐら・中央区城
内）、雨天中止。c①各回20人（先着）②15人（先着）③10組（先着）④なし⑤25組（先着。１組
１個）y①〜④無料⑤100円e①②当日正午から整理券を配布③電話か来所で、９月
28日以降にあいくるへ。④不要⑤電話かファクス、来所で、10月１日以降にあいくるへ。

内容 日時 対象
①みんなであそぼう

（ドッヂビー）
９／18㈯、19㈰15:30〜、16:05〜

（各25分） 小中高生
②ふれあいひろば（皿まわし） ９／25㈯14:00〜15:00 １歳〜高校生
③育ちのひろば（親子遊び） ９／29㈬11:00〜12:00 １、２歳児
④自然の中であそぼう（ドングリ
拾いや落ち葉遊びなど） 10／１㈮13:00〜15:00 ０歳〜就学前
⑤おもちゃ病院 10／17㈰10:00〜14:00 １歳〜高校生
11月から始まるクラブの参加者を募集
　茶道、生け花、将棋など。詳細はホームページで確認を。e締め切りは10月10日

（必着）。

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）

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）

花畑園芸公園
〒811-1353 南区柏原七丁目571-１
a５６５-５１１４ f５６５-３７５４
o午前９時〜午後５時 ※園芸相談

（a566-3987）は午前10時〜正午、午
後１時〜４時x月曜日（祝休日のときは
翌平日） ※園芸相談は木曜日も休み。

アジア美術館
〒812-0027 博多区下川端町３-１ リバレインセンタービル７・８階
a263-1100 f263-1105
o午前９時半〜午後７時半（金・土曜日は８時） x水曜日（祝休日のときは翌平日）
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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）

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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