
　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15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（10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。
10月３日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	a721-5252
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
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）	 a891-2511
10月10日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811

　※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

博多座「市民半額観劇会」

　舞台「夫婦漫才」＝写真＝を半額で観覧できます。d11月
５日㈮、７日㈰午後４時から（７日は午前11時の回もあり）、６
日㈯、８日㈪午前11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50人（抽選）yＡ席6,500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10月８日（消
印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（10月13日ご
ろ発送）。

催 し
西区歴史よかとこ案内人と巡る

「深秋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.
comy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

11／13㈯
9：30〜15:00

興徳寺〜博多織工芸館〜小戸公園
〜姪浜住吉神社など約７㎞

集合＝地下鉄姪浜駅
解散＝姪浜住吉神社（西区
姪の浜三丁目）

11／18㈭
9:30〜15:00

元寇防塁（げんこうぼうるい）〜瓜
尾貝塚など約５㎞

集合＝JR九大学研都市駅
解散＝昭和バス山手バス停

11／20㈯
9:30〜15:00

旧金武宿〜都地城址〜やよいの風
公園・吉武高木遺跡など約７㎞

集合＝地下鉄姪浜駅
解散＝地下鉄橋本駅

催 し

10/

9
●土

2ふくおかカイゴつながるプロジェクト

　介護・福祉に関わる業界団体がつながり、介護・福祉の魅力を発信
するイベントを、オンラインで開催します。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〜午後６時i同プロジェクト事務局

（福岡介護福祉専門学校内）a645-0800f645-0801y無料e不要

10/

10
●日

2わんにゃんよかイベント in あにまるぽーと

　施設見学会、猫の譲渡相談など。雨天の場合は内容変更あり。d午
前10時〜午後２時liあにまるぽーと（東区蒲田五丁目）a691-0131 
f691-0132y無料e不要

10/

15
●金

2長生園　オレンジカフェ

　認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気の中で話や相談が
できます。d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-
0903f641-0907tおおむね50歳以上c20人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で、10月１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

10/

16
●土
他

2筑後川のめぐみフェスティバル

　筑後川流域市町村の特産品販売や抽選会、ステージイベントなど。
荒天中止。d10月16日㈯午前10時半〜午後５時、17日㈰午前10時〜午
後４時l市役所西側ふれあい広場i福岡都市圏広域行政事業組合事
務局a733-5004f733-5005y入場無料e不要

10/

17
●日
他

2アートを介した対話プログラム

　①「みる、考える、話す、聴く」鑑賞を通して参加者同士のコミュニ
ケーションを楽しむ観賞会です。会場はアジア美術館（博多区下川端
町 リバレインセンタービル８階）。②「対話型鑑賞」を応用し、医療や福
祉などの対人援助に携わる人向けの美術鑑賞ワークショップを、ウェ
ブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使って行います。d10月①17日㈰
午後２時〜４時②31日㈰午後２時〜５時i市文化芸術振興財団a263-
6265f263-6259c各20人（抽選）y各1,000円e往復はがき（〒812-00 
27博多区下川端町３-１ リバレインセンタービル８階）に応募事項と希
望日、応募動機を書いて10月８日（必着）までに同財団へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

10/

19
●火
他

3こころの病のピアサポート講座

　講演とグループピアカウンセリングなど。希望日のみの参加可。d 

10月19日㈫、11月19日㈮午後１時半〜４時半（受け付けは１時から）l

あいれふ10階（中央区舞鶴二丁目）i市精神保健福祉センターa737-
8825f737-8827c各50人（先着）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 phwb-uketuke@city.fukuoka.lg.jp）
に応募事項と希望日を書いて、10月１日以降に同センターへ。定員を
超えた場合のみ通知。

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

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

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

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

福岡市政だより
令和3（2021）年10月１日 情報BOX15 催し 講座

教室

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

〒 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。



アミカスフェスタ

　①「写真とことば」ジェンダーデザイン・コンテスト②映画上映会「そして父に
なる」「マダム・イン・ニューヨーク」③旬のお野菜大集合ファーマーズ・マルシェ
④パパママのための防災講座⑤女性のための起業相談会⑥みんなにやさしい
防災展示⑦wanogakiイラスト展⑧ことばとジェンダー展⑨プロが教える暮らし
のセミナー―を開催。詳細はホームページで確認を。d11月３日（水・祝）liアミ
カス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766y入場無料e①〜④⑥〜⑧不要
⑤⑨ホームページで10月１日以降に受け付けます。いずれも定員を超えた場合
のみ通知。

催 し
老人福祉センター東香園

　①は薬剤師が相談に応じます。お薬手帳が必要。li同園（東区香住ケ丘一
丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳以上y無料e電話かファクスで、
10月１日以降に同園へ。来所でも受け付けます。

内容 日時 定員（先着）
①くすりの相談会 10／14㈭11:40〜15:30 10人
②アクティブシニア就業支援講座

（希望者には相談会もあり） 10／16㈯11:00〜12:00 15人
③高齢者のためのスマートフォン講座

（スマートフォンの貸し出しもあり） 10／19㈫13:00〜15:00 15人

催 し

10/

20
●水

2
市観光案内ボランティアガイドと「福岡・博多"深"発見
まち歩き」 モンゴル軍襲来（元

げんこう

寇）の足跡を探そう
　元寇神社や西新元寇防塁（いずれも早良区）などをガイドと共に歩
きます。d午前10時〜午後０時半l集合は地下鉄西新駅、解散は早良
区役所i福岡観光コンベンションビューローa733-5050f733-5055 
c12人（先着）y800円、小学生以下100円（保護者同伴）eファクスか
メール（m event-bora@welcome-fukuoka.or.jp）に参加者全員の応募
事項を書いて、10月４日午前10時以降に問い合わせ先へ。

10/

21
●木

2外国人学生が語る「ふるさとの街と福岡」

　カザフスタン出身のアルナト・ディダルさんが、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）a262-1744f262-2700c 

33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@fcif.or.jp）で、10月１日以降に同財団へ。定員を超えた場合の
み通知。

10/

22
●金

3認知症のある人と家族を支えるボランティア養成講座

　認知症についての正しい理解や接し方、見守り・話し相手等の活動
について学びます。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市社会福祉協議会ボランティアセンターa713-0777f 

713-0778t講座修了後、ボランティア活動に参加できる人c25人（抽
選）y無料e電話かファクス、来所（ふくふくプラザ２階）で、10月15日
までに同センターへ。

10/

22
●金
他

3デジカメ写真入門講座 身近な人を素敵に撮ってみよう

　初心者向け。デジタルカメラの機能や撮影技術を学びます。d10月
22日㈮、29日㈮午前９時半〜11時半（連続講座）lふくふくプラザ（中
央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会総務課a731-2932f731-2934 
tデジタルカメラを持参できる人c20人（抽選）y500円e電話かファ
クス、来所で、10月１日〜12日に同課へ。

10/

23
●土

2雁の巣レクリエーションセンター　芝生deヨガ

　中学生以下は保護者同伴。d午前11時〜正午li同センター（東
区奈多）a606-3458f607-9057c30人（抽選）y高校生以上1,000円、
小中学生500円、未就学児無料e往復はがき（〒811-0204東区奈多
1302-53）かファクス、来所で、10月16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。空きがあれば当日も受け付け可。

10/

23
●土

3市埋蔵文化財センター　
考古学講座「粘土からわかる弥生土器の生産と移動」

　鹿児島大学法文学部准教授の石田智子氏が、土器の原材料の分析
によって分かった弥生時代の人々の交流について話します。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10月10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。

10/

23
●土
他

2もーもーらんど油山牧場　
①温泉&牧場で遊ぶバイ②生ウインナー作り教室

　①バスで同牧場（南区柏原）に移動し、搾乳やバター作り体験をしま
す。昼食付き。集合・解散は温泉施設の那珂川清滝（那珂川市南面
里）。②生ウインナーを400g作ります。いずれも小学生以下のみの参
加不可。d10月①23日㈯午前10時〜午後３時②30日㈯午前10時〜11
時、11時20分〜午後０時20分li同牧場（南区柏原）a865-7020f86 
5-7040t①４歳以上②不問c①７組（先着。１組４人まで）②各10組（抽
選。１組２人まで）y①中学生以上2,500円、小学生以下2,000円②１組
1,500円e①ホームページで10月１日以降に受け付けます。電話の場
合は那珂川清滝（a952-8848）へ。②往復はがき（〒811-1353南区柏原
710-２）に参加者全員の応募事項と当日連絡可能な電話番号、希望時
間を書いて10月１日〜６日（必着）に同牧場へ。ホームページでも受け
付けます。

10/

24
●日

3桧原運動公園　いきものかんさつ会

　公園内を散策しながら園内にいるチョウの種類や特徴を学びます。
d午前10時〜正午li同公園（南区桧原五丁目）a566-8208f566-
8920t小学生（保護者同伴）c15人（先着）y500円e電話か来所で、
10月２日以降に同公園へ。

10/

24
●日
他

3早良障がい者フレンドホーム　①はじめてのボッチャ
教室②はじめてのパソコン教室（年賀状作成）

d①10月24日㈰午後１時半〜３時半②11月５日、19日、12月３日、17日
のいずれも金曜日午前10時〜正午（連続講座）li同ホーム（早良区
百道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に住む①障がいのある
人②肢体・内部障がいのある18歳以上c①10人②６人（いずれも抽
選）y①無料②600円程度e電話かファクス、メール（m sawara-friend 
@nonohana.or.jp）、来所で、10月１日〜①９日②15日に同ホームへ。

10/

26
●火

3子育てがもっとラクになる
「ほめる」「教える」スキルアップ

　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。楽
しく子育てするためのこつを学び、模擬練習を行います。詳細は市
ホームページで確認を。d午前10時〜午後０時半i城南区子育て支
援課a833-4108f822-2133t市内に住む３歳〜小学３年生の子ども
の保護者c40人（先着）y無料e市ホームページで10月１日以降に受
け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

10/

26
●火

4福岡国際関係団体連絡会講演会 外国人労働者と共に
生きる社会へ 〜「新 移民時代」取材班からの報告〜

　取材を通して、多文化共生社会に向けて感じることを西日本新聞社
中国総局長の坂本信博氏が講演します。市国際会館（博多区店屋町）
でのオンライン視聴（先着20人。小学生以下は保護者同伴）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）。d午後３時〜５時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）a262-1799f262-2700y無料e

メール（m fuku-net@fcif.or.jp）に応募事項と団体に所属する人は団
体名、メールアドレス、参加方法（会場または自宅等）を書いて10月１日
以降に同財団へ。

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 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



油山市民の森

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。li油山市民の森（南区桧
原）a871-6969f801-1463t①小学３年生以上②18歳以上③不問（①③は中学
生以下は保護者同伴）y①②500円（②はコンパスレンタル代別途150円）③200
円e往復はがき（〒811-1355南区桧原855-４）に代表者の応募事項と参加者全員
の氏名・年齢、①は希望時間も書いて10月１日〜①15日②③22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。

内容 日時 定員
（抽選）

①ナイフワーク講座（ナイフを使って箸やバ
ターナイフを作ります）

11／６㈯10:30〜12:30、
14:00〜16:00 各５人

②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） 11／13㈯10:00〜12:00 10人

③森の自然観察会
（森を歩いて生き物や草花を観察します） 11／14㈰10:30〜12:30 15人

催 し

着物と和の心〜着物を通して和の心や日本の伝統に触れ、
心の豊かさを身に付ける講座〜

　着物の持参が必要。詳細は問い合わせを。d11月〜来年４月の第２水曜日ま
たは第２木曜日で、午前10時〜午後１時、午後１時〜４時のいずれか（連続講座）
l友泉亭公園（城南区友泉亭）i着物教室「結（むすひ）」・松浦a080-8572-5989 
m hirokomatsuura140823@gmail.comt20歳以上の女性c各４人（先着）y１万
8,000円（入園料別）e電話かメールに応募事項と希望日時を書いて、10月１日以
降に問い合わせ先へ。

講座・教室

救命講習

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生
法（①②③大人に対する方法④子どもに対する方法
⑤大人・子どもに対する方法）を学びます。詳細は問
い合わせを。i救急課a791-7151f791-2994t市
内に住むか通勤・通学する人y無料eホームページ
で受け付けます。受け付け開始は10月①④⑤12日
②③１日。 ※電話の場合は各申込先へ。

種類 実施日 会場 申込先
電話

定員
（先着）

①入門
（夜間） 11／12㈮ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 30人

②入門 11／13㈯ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人

③普通１

11／８㈪ 南消防署（南区塩原二丁目） 541-0219 25人

11／17㈬ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） 475-0119 25人

11／20㈯ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人

④普通３ 11／５㈮
消防本部 791-7151 各30人

⑤上級 11／11㈭
　※時間は①午後７時〜８時半②午前10時〜11時半③④午前10時〜午後１時⑤
午前９時〜午後５時。応急手当普及員講習と応急手当普及員再講習については
救急課へ問い合わせを。

市
消
防
局
マ
ス
コ
ッ
ト

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

「
フ
ァ

イ
太
く
ん
」

講座・教室
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26
●火
他

2老人福祉センター若久園　
①高齢者のための悪質商法対策セミナー②陶芸体験会

d①10月26日㈫午後１時〜２時②11月７日㈰午前10時〜正午、午後２
時〜４時li同園（南区若久六丁目）a511-7255f511-7558t市内に
住む60歳以上c①20人（先着）②各８人（抽選）y①無料②１作品500
円e電話か来所で、①10月１日以降②10月９日〜23日に同園へ。②は
当選者のみ通知。いずれも空きがあれば当日も受け付けます。

10/

29
●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。オンラインでの参加も可。詳細は問
い合わせを。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、10月１日以降に同事務局へ。定員を超え
た場合のみ通知。

10/

30
●土

2かなたけの里公園　秋の里山観察会〜草木染め編〜

　公園で採取した草木でハンカチを染めます。小学生以下は保護者
同伴。d午前10時〜正午li同公園（西区金武）a811-5118f400-
0147c10組（抽選）y１口（ハンカチ２枚）500円e往復はがき（〒819-
0035西区金武1367）に代表者の応募事項と希望口数を書いて10月13日

（消印有効）までに同公園へ（１組１通４人まで。２口まで希望可）。

10/

30
●土
他

3福岡版ユニバーサルマナー検定

　ユニバーサルマナーとはさまざまな人と共に暮らすための心遣い
と行動の規範のことです。市内にあるユニバーサルデザインの事例
を参考にしながら、高齢者や障がい者への接し方や、配慮のポイント
をオンラインで学びます。受講すると日本ユニバーサルマナー協会
認定「ユニバーサルマナー検定３級」を取得できます。d10月30日㈯
午後１時〜３時半、11月17日㈬午後６時半〜９時i同検定事務局a06-
6195-4466m info@universal-manners.jpc各100人（ 先 着 ）y5,500円
e市ホームページで開催日の７日前まで受け付けます。

10/

30
●土
他

2東図書館　朗読とギターで奏でる物語
〜新美南吉と宮沢賢治〜

　①ギターの演奏に乗せて、朗読を聴きます。②朗読家・小島香奈子
氏による朗読ワークショップ。詳細は問い合わせを。d10月①30日㈯、
31日㈰午後１時半〜３時半②30日㈯、31日㈰午後４時半〜６時半 ※各
日内容は同じlなみきスクエア（東区千早四丁目）i東図書館a674-
3982f674-3973c①各30人②各10人（いずれも先着）y①無料②2,000
円e電話か来所（なみきスクエア内）で、10月１日以降に東図書館へ。

10/

31
●日

3市文学館常設展示関連講座 長
ながつかたかし

塚節と斎
さいとうもきち

藤茂吉

　歌人である長塚節と斎藤茂吉の関わりや２人の歌について、コスモ
ス短歌会会員の有川知津子氏が話します。d午後２時〜４時l市総合
図書館（早良区百道浜三丁目）i同図書館文学・映像課a852-0606f 

852-0609c40人（抽選）y無料eはがき（〒814-0001早良区百道浜３-７-
１）かファクス、メール（m bungakukan@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、10
月１日〜20日（必着）に同課へ。当選者のみ通知。

11/

2
●火

3高齢期の住まい方セミナー

　講師は、エイジング・デザイン研究所代表の山中由美氏。①押さえ
ておこう「高齢者住宅の種類と特徴」②「高齢者の住まい」見学の
チェックポイント―の２部構成。d①午前11時〜午後１時②２時〜４時
l中央市民センター３階（中央区赤坂二丁目）i住宅計画課a711-
4279f733-5589t市内に住むか通勤する人c各120人（先着）y無料
e電話かファクス、メール（m j-keikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp）に応
募事項と希望時間（両方も可）を書いて、10月４日以降に同課へ。定員
を超えた場合のみ通知。

11/

2
●火
他

3こころの健康づくりセミナー ①うつ病とはどんな病気?
②うつ病予防のためにできること

d11月①２日㈫②26日㈮いずれも午後２時〜４時 ※希望日のみの参
加可l南区保健福祉センター（南区塩原三丁目）i南区健康課a559-
5118f541-9914c各15人（先着）y無料e電話かファクスに応募事項
と希望日を書いて、10月１日以降に同課へ。来所（同センター２階）でも
受け付けます。

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

福岡市政だより
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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。



Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

l①アミカス（南区高宮三丁目）②あすみん（中央区今泉一丁目）iアラカンフェ
スタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081c①10人②15人（いずれも先着）
e電話かファクスに応募事項と②は希望する部も書いて、10月１日以降に同事
務局へ。

内容 日時 費用

①経験者向け洋裁教室（ミシンを使って、
「あったかベスト」を作ります）

10／14㈭
13:30〜16:30 4,000円

②mif（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

10／26㈫

▽１部＝
12:30〜14:30

▽２部＝
14:45〜16:15

▽３部＝
16:30〜17:00

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）

講座・教室

老人福祉センター舞鶴園

　①は瞑（めい）想することで集中力を高めます。li同園（中央区長浜一丁目）
a771-7677f716-0046t市内に住む①③おおむね60歳②60歳以上y①③無料
②300円e電話かファクス、来所で、10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）
①リラックス・マインドフルネス集中
力UP講座

10／９㈯10:00〜11:30、
13:00〜14:30 ※内容は同じ 各５人

②リラックス・ヨガ講座
「不眠改善編」 10／18㈪13:00〜14:00 10人

③目指すは福岡マイスター
「福岡検定」講座

10／23、11／13、27、
12／11、25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

講座・教室

11/

6
●土

3ひとり親家庭支援センター　子育て支援にかかる研修

d午前９時20分〜午後４時半li同センター（中央区大手門二丁目）
a715-8805f725-7720t市内に住む一人親か寡婦で「ひとり親家庭等
日常生活支援事業」の支援員を目指す人c５人（先着）y無料n３カ月
〜小学生（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書いて前日までに要申し
込み。先着順）e電話か来所で、10月１日以降に同センターへ。

11/

8
●月

3建築物耐震改修セミナー

　市の耐震化の取り組みや補助制度などの紹介のほか、建築物の耐
震診断・耐震改修の事例等について解説します。d午後２時〜４時半
lアミカス（南区高宮三丁目）i県建築住宅センター企画情報部a 

781-5169f715-5230c100人（先着）y無料e電話かファクスで、10月
１日以降に同部へ。ホームページでも受け付けます。

11/

9
●火
他

3福岡ファミリー・サポート・センター　
提供・両方会員養成講習会

　育児の援助をする「提供会員」と、育児の援助・依頼をする「両方会
員」になるための講習会。d11月９日㈫、10日㈬、19日㈮午前10時〜午
後３時（19日は２時半まで。連続講座）l早良市民センター（早良区百
道二丁目）i福岡ファミリー・サポート・センターa736-1116f713-0778 
t市内に住み、心身が健康で自宅で安全に子どもを預かることができ
る人c20人（先着）y無料n６カ月〜就学前（無料。11月２日までに要申
し込み。抽選）e電話かファクス、メール（m f-support@fukuoka-shaky 
o.or.jp）で、10月１日以降に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

11/

10
●水

2
九州交響楽団 定期演奏会〜アメリカン・クラシックの
魅力 世界の"O

オ ゾ ネ

ZONE"定期初登場〜
　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。

11/

13
●土
他

3市障がい者初級スポーツ指導員養成講習会

　連続講座。障がい者スポーツの安全管理などを学びます。時間など
詳細は問い合わせを。d11月13日㈯、14日㈰、12月18日㈯、19日㈰l

さん・さんプラザ（南区清水一丁目）i市障がい者スポーツ協会
a781-0561f781-0565t18歳以上（令和３年４月１日現在）c20人（抽
選）y7,000円（資格申請料および登録料別途9,300円）eホームペー
ジに掲載、またはさん・さんプラザ、同協会（中央区荒戸三丁目）、情報
プラザ（市役所１階）で配布する申込書を10月12日（必着）までに同協
会へ。

11/

13
●土
他

3認知症ケア技法「ユマニチュード®」
①家族介護者向け講座②専門職向けオンライン研修

　①認知症の人との基本的なコミュニケーションの技術を学びます。
介護の経験や実際に困ったことなどについての意見交換もあり。②
ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使った基礎研修。詳細はホーム
ページで確認を。d①11月13日㈯、27日㈯午前10時〜正午（連続講
座）②12月17日㈮午前10時〜午後５時l①ふくふくプラザ（中央区荒
戸三丁目）i市ユマニチュード事務局a050-6865-7848（平日午前10
時〜午後５時）f053-415-9990t市内に住むか通勤する①認知症の家
族を介護している人②看護・介護等の専門職c①20人②30人（いずれ
も先着）y①無料②１万6,500円e①電話（認知症支援課a711-4891）
かファクス、メール（m info@humanitude.care）で②ホームページで10
月１日以降に受け付けます。

11/

15
●月
他

3初心者向け 健康ボウリング教室

d ▽A・Bコース＝11月15日〜12月20日の月曜日。Aは午前10時半〜午
後０時半、Bは午後１時半〜３時半 ▽Cコース＝11月16日〜12月21日の
火曜日午前10時半〜０時半 ▽Dコース＝11月18日〜12月23日の木曜日
午後２時〜４時 ▽E・Fコース＝11月19日〜12月24日の金曜日。Eは午後
１時半〜３時半、Fは午後６時半〜８時半（いずれも連続講座）lフラ
ワーボウル（博多区銀天町三丁目）i県ボウリング連盟・秀嶋a090-
9794-7113f573-8815c各コース20人（先着）y2,000円（保険料別）e

電話かファクス、メール（m front@flowerbowl.net）に応募事項と希望す
るコースを書いて、10月１日以降に問い合わせ先へ。来所（博多区銀
天町三丁目 フラワーボウル）でも受け付けます。

11/

18
●木
他

3子どもの貧困を科学する（オンライン開催）
〜「衣」「食」「住」「学（教育）」をめぐる問題と実践〜

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使った講座。講師は市スクー
ルソーシャルワーカーの梶谷優子氏ら。d11月18日、12月16日、来年１
月27日のいずれも木曜日午後７時〜８時40分（連続講座）i西南学院
大学社会連携課a823-3916m fukuoka.kodomo2019@gmail.comc100人

（抽選）y無料eホームページで10月１日〜28日に受け付けます。当
選者のみ通知。

11/

21
●日

2海の中道青少年海の家　ファミリーキャンプ
〜家族で体験、トリプルウオッチング〜

　バードウオッチング、ローズウオッチング、動物ウオッチングを行い
ます。d午前10時〜午後４時li海の中道青少年海の家（東区西戸崎 
海の中道海浜公園内）a603-2700f603-2782t小中学生と家族c20人

（抽選）y大人1,500円、高校生1,320円、小中学生1,000円、未就学児
500円eホームページで10月22日まで受け付けます。
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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

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



アミカス

　①弁護士が解説します。10月20日㈬は山﨑あづさ氏、11月20日㈯は柏熊志薫
氏。②地域の課題や政治をテーマにしたワークショップを行います。講師はビッ
グトゥリー代表取締役の高柳希氏。liアミカス（南区高宮三丁目）a526-
3755f526-3766t①女性②18歳以上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日前までに要申し込み。先着順）e電
話かファクス、メール（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と①は希望日

（両方でも可）も書いて、10月１日以降にアミカスへ。来所、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。

内容 日時 定員
（先着）

①女性の人生サポート講座 ▽10月＝離婚に直
面した時に知っておきたいこと ▽11月＝DV（ド
メスティックバイオレンス）・ストーカー・性暴
力〜異性間に限らず起こりえる問題〜

10／20㈬19:00〜21:00、
11／20㈯14:00〜16:00 各40人

②エンパワーメント講座 〜ワークショップの
実践スキルを身に付けよう〜 11／７㈰14:00〜16:00 20人

催 し

終活応援セミナー 
医療の立場から考える終活（オンライン）

　終活について学ぶための動画を市ホームページで配信します。講師は、がん
こクリニックの医師・渡邉寛宣氏。d10月１日㈮午前９時〜31日㈰i市社会福祉
協議会終活サポートセンターa720-5356f751-1509y無料e不要

講座・教室

優しさを伝えるケア技術「ユマニチュードⓇ」Vol.13
〜その人が持っている力を奪わない〜

　市は、認知症になっても
住み慣れた地域で安心して
暮らせるまち「認知症フレン
ドリーシティ」を目指し、ユ
マニチュードの普及・啓発
を行っています。
　介護で大切なのは、何で
もやってあげるのではな
く、本人ができることは自分
でやってもらうことです。

「持っている力を奪わない」
ことも介護の大切な技術です。
i認知症支援課a711-4891f733-5587

R60倶
く ら ぶ

楽部　水彩画教室（秋冬講座）
①初心者向け②中級者向け

　②は構図や技法を学びます。いずれも連続講座。d①10月20日、11月24日、12
月15日、来年１月12日、２月16日のいずれも水曜日。午前９時半〜正午、午後１時
半〜４時②10月21日、11月11日、25日、12月16日、来年１月13日、27日、２月17日の
いずれも木曜日。午後１時半〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）iアラカン
フェスタ実行委員会事務局a401-3456f739-6081t①不問②水彩画の基本の
塗り方を知っている人c①各12人②12人（いずれも先着）y①5,000円②7,000円
e電話かファクスに応募事項と①は希望時間も書いて、10月１日以降に同事務
局へ。

講座・教室

市図書館マンス

　「よりそう図書館」をテーマに展示やイベントを開催。詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。d10月１日㈮〜31日㈰x月曜日（東図書館は25日の
み）l市総合図書館（早良区百道浜三丁目）、各分館i同図書館図書サービス課
a852-0600f852-0609y入場無料e不要

催 し

市美術館

　①は未就学児は入場不可。li市美術館（中央区大濠公園）a714-6051f71 
4-6071y①2,500円（前売りは500円引き）②500円e①前売りはローソンチケット
等で販売②ホームページで10月15日まで受け付けます。

内容 日時 定員

①市美術館よりお贈りする小さな秋の音
楽会「クロスオーバー・ナイト 柏木広樹＆
光田健一＆奥村愛」

11／２㈫18:30〜20:00
（開場は18:00）

180人
（先着）

②奥村愛の「親子で遊ぼう はじめてクラ
シック」ワンコインコンサート

11／３（水・祝）13：30〜14:30、
15:30〜16:30

各80人
（抽選）

催 し

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テーブルサイエンス
「落ちるふしぎを見てみよう」 開催中〜11／29㈪ 各回５人

②サイエンスショー
「バン バン バキューム大作戦」 10／２㈯〜11／28㈰ 各回45人

③科学実験「煮干しの解剖教室」
（小学生以上推奨）

10／２㈯〜31㈰の土・日曜日
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「スライ
ムをつくろう」（小学生以上推奨）

10／２㈯〜31㈰の土・日曜日
12:30〜、15:30〜（各回30分）

各回５組
（１組３人まで）

　※11月〜来年３月に実施する「ふくおかSSJ・こども科学研究所」「データサイエ
ンスクラブ」「プログラミングクラブ」の参加者を募集。オンライン説明会あり。
申込期間は10月15日〜30日。詳細はホームページで確認を。

催 し

を。i①日本臓器移植ネットワークa 

0120-78-1069f03-5446-8818②日本骨
髄バンクa03-5280-1789f03-5280-0 
101

「障がい福祉計画」を策定しました
　同計画の策定に当たり募集した市
民意見と併せて公表します。【閲覧・
配布】10月１日から障がい企画課（市
役所12階）、情報プラザ（同１階）、各区
福祉・介護保険課、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i障がい企画
課a711-4248f711-4818

都市計画の原案を縦覧できます
　【原案の内容】地区計画の決定＝博
多駅前三丁目地区（博多区博多駅前
三丁目の一部）【縦覧・意見書の提出】
10月５日㈫〜18日㈪に都市計画課（市
役所４階）で。市ホームページでも閲
覧できます。区域内の土地の所有者
など利害関係を有する人は、10月25
日㈪まで意見書の提出可。i同課a 

711-4388f733-5590

お知らせ
フードシェアリングアプリ「TABETE

（タベテ）」で食品ロス削減キャン
ペーン

　店頭で売り切ることが難しい商品
を購入することで、食品ロス削減に貢
献できるアプリです。10月１日㈮〜31
日㈰に「TABETE」で対象店舗の商品を
購入した人の中から抽選で10人にギ
フト券を進呈します。詳細は市ホーム
ページで確認を。i事業系ごみ減量
推進課a711-4836f711-4823
10月は①臓器移植普及推進月間
②骨髄バンク推進月間

　①「臓器提供意思表示カード」以外
にも、運転免許証や健康保険証等に
意思表示欄があります。臓器提供に
ついて家族などと話し合いましょう。
②白血病などの血液疾患で苦しんで
いる人に骨髄移植の機会を提供する
ため、ドナー登録に協力ください。い
ずれも詳細はホームページで確認

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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「城南区子どもプラザ」の事業運
営団体を募集

　公募説明会などの詳細は市ホーム
ページで確認するか問い合わせを。

【申込期間】10月１日〜25日（必着）i

事業企画課a711-4114f733-5718
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
市保健福祉総合計画を策定しま
した

　【案の閲覧・配布】10月１日〜31日に
政策推進課（市役所12階）、情報公開室

（同２階）、情報プラザ（同１階）、各区福
祉・介護保険課、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政策推進課a711-
4812f733-5587

「財政のあらまし」を作成しました
　令和２年度決算の概要を中心に、市
の財政状況を解説しています。【閲
覧・配布場所】財政調整課（市役所10
階）、情報プラザ（同１階）、各区役所情
報コーナー、入部・西部出張所など
で。市ホームページにも掲載i同課
a711-4166f733-5586
新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金の申請期限が
延長されます

　緊急小口資金等の特例貸し付けを
利用できない世帯に対して、就労によ
る自立や、生活保護の受給につなげ
るため支援金を支給します。【対象】
社会福祉協議会の総合支援資金の再
貸し付けを借り終えた世帯や、今年11
月までに借り終える世帯、再貸し付け
を不決定とされた世帯 ※生活保護を
受給している世帯は対象外。一定の
要件あり。詳細は市ホームページで
確認するか問い合わせを【申請期限】
11月30日（消印有効）まで延長i生活
困窮者自立支援金コールセンター
a0120-322-256f710-5502

就学時健康診断を行います
　来年４月に小学校に入学する新１年
生の健康診断を各小学校で実施。対

原子爆弾被爆者二世に対する健
康診断

　実施医療機関など詳細は問い合わ
せを。d10月１日㈮〜来年２月28日㈪
i県がん感染症疾病対策課a643-32 
67f643-3331y無料

しごと

市緑のまちづくり協会 契約職員
（造園職）を募集
　公園の運営管理業務などに従事。

【資格】 ▽普通自動車運転免許（AT車
限定免許を含む。取得見込み可）を有
する ▽ 高校・大学等で関係する単位
を履修した（履修見込み可） ▽企業等
で３年以上の造園、園芸に関する実務
経験ありでも可―などの要件あり【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】同協会総務課（早良区百道浜二
丁目）で。ホームページにも掲載【申
込期間】10月13日（必着）までi同課
a822-5831f822-5848
中高年求職者向け 介護職員初任
者研修

　通信制で行います（開講式等を除
く）。日程など詳細は情報プラザ（市
役所１階）、ハローワーク（公共職業安
定所）などで配布する申込書やホー
ムページで確認するか問い合わせ
を。d11月５日㈮〜12月21日㈫l福祉
情報センター九州（博多区博多駅南
五丁目）i県中高年就職支援セン
ターa477-6088f477-6091tおおむ
ね40歳以上（64歳まで）の求職者c24
人（抽選）y無料e申込書を10月22日

（必着）までに問い合わせ先へ。受講
決定者のみ通知。
市消防職員（回転翼航空機整備
士）を募集

　消防航空隊で航空機整備業務を行
うほか、消防業務全般に従事。詳細は
市ホームページで確認を。【資格】 ▽

日本国籍を有すること ▽１等航空整
備士（回転翼航空機）の資格を有する
こと－の条件を満たしている人。他要
件あり【採用予定日】来年４月１日【申
込期間】10月１日〜31日（消印有効）
i消防局職員課a725-6531f791-25 
35

老人福祉センター早寿園　働きたい
シニアのための合同企業説明会

d10月21日㈭午後１時半〜３時半l 

i同園（早良区重留七丁目）a804-77 

　※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。

象家庭に日時と会場を記したはがき
を10月15日以降に送付します。10月
21日までに届かない場合は健康教育
課へ連絡を。 d11月１日㈪〜30日㈫
i同課a711-4643f733-5865y無料
南市民センター等の指定管理者
を募集

　来年８月から南市民センターおよ
び塩原音楽・演劇練習場（南区塩原二
丁目）を管理運営する事業者を募集し
ます。【募集要項】10月１日から市ホー
ムページに掲載【申込期間】11月５日
〜19日i生涯学習課a711-4653f73 
3-5768
市県民税の公的年金からの特別
徴収の開始・変更について確認を

　市県民税が公的年金から特別徴収
（引き去り）になっている人は、10月分
から金額が変更になる場合がありま
す。また、今年度新たに特別徴収にな
る人と今年度から再開になる人は、10
月から特別徴収が開始されます。特
別徴収金額は、６月に送付した「市民
税・県民税納税通知書」で確認を。i

各区課税課
アミカス（男女共同参画推進セン
ター）11月休館日のお知らせ

　11月９日㈫に開館するため、11月16
日㈫は休館します。i事業推進課a5 
26-3755f526-3766
西部リサイクルプラザ（西部３Rス
テーション）の指定管理者を募集

　来年４月から同施設（西区今宿青
木）を管理運営する事業者を募集しま
す。詳細は市ホームページに掲載す
る募集要項で確認を。【申込期間】10
月１日〜18日i家庭ごみ減量推進課
a711-4039f733-5907

知っていますか？ 建退共制度
　建設業退職金共済制度は、建設現
場で働く人のために国が作った退職
金制度です。退職金の試算やパンフ
レットの請求方法などはホームペー
ジで確認を。i建退共福岡県支部a 

477-6734f477-6726
令和４年度私立幼稚園および認定
こども園（教育機能部分）の園児
を募集

　市内の私立幼稚園および認定こど
も園で11月１日から入園願書の受け
付けを開始します。入園案内と願書は
10月１日から各幼稚園・認定こども園
で配布します。詳細は問い合わせを。
i各私立幼稚園、認定こども園

50f804-7751t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、10月１日以降に同園へ。
高齢者活躍人材確保育成事業「マ
ンション管理」技能講習

　建物・設備の維持管理、マンション
に関する法令、共用部分の日常清掃
などについての講習会です。d10月
28日㈭、29日㈮午前10時〜午後４時

（連続講座）l消防会館（博多区中洲
中島町）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c 

15人（選考）y無料eホームページに
掲載、または同連合会（博多区吉塚本
町 県中小企業センタービル８階）、情
報プラザ（市役所１階）などで配布す
る申込書を10月１日〜18日（必着）に
同連合会へ。受講決定者のみ通知。
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。d10月22日㈮午前10時〜午後
３時lハローワーク福岡西（西区姪浜
駅南三丁目）i同センターa711-680 
8f733-5718y無料e不要

①子育て支援員研修②居宅訪問
型保育研修（基礎）

　次の事業に従事するための知識や
技術を習得する研修を実施。日程な
ど詳細は問い合わせを。①小規模保
育事業や家庭的保育事業など②居宅
訪問型保育事業。d①11月４日㈭〜
12月10日㈮の間で全６回②11月17日
㈬〜12月21日㈫の間で全５回、いずれ
も午前９時半から６〜８時間（①は他に
演習日も１日あり）lアクロス福岡（中
央区天神一丁目）i市子育て支援員
等研修事務局（テノ.サポート内）a26 
2-2880m tenoschool@teno-support.
co.jpt市内に住むか市内での就職を
希望する人。他要件ありc①130人②
50人（いずれも先着）y無料e情報プ
ラザ（市役所１階）、各区役所情報コー
ナー、入部・西部出張所などで配布す
る申込書を10月１日以降に同事務局
へ。
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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

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



福商実務研修講座 部下、後輩、
仲間がいきいきと働く モチベー
ションのマネジメント術

　ベンチャーマネジメント代表の小
林英二氏から、組織やチームのモチ
ベーションを向上させる手法を学び
ます。d10月13日㈬午前10時〜午後
５時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a441-2189f414-6206 
t企業に勤める管理職c20人（先着）
y4,720円e電話かファクスで同グ
ループへ。

非常勤調理業務員を募集
　市立小学校で給食調理業務などに
従事。【採用予定日】来年４月１日以降

【募集案内・申込書の配布】10月１日か
ら教育委員会職員課（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、各公民
館などで。市ホームページにも掲載。
郵送での請求は同課に問い合わせを

【申込期間】11月30日（消印有効）まで
i同課a711-4609f711-4936

シニアのためのお仕事相談会
　個別の相談会を実施します。d10
月27日㈬午後１時半〜４時lふくふく
プラザ（中央区荒戸三丁目）iシニア
活躍応援セミナー事務局（パーソル
テンプスタッフ内）a433-7780f287-
9330t市内に住む60歳以上c18人

（先着）y無料e電話かファクスで、10
月１日以降に同事務局へ。定員を超え
た場合のみ通知。

福岡地区職業訓練協会の講習
　 ▽パソコン「Photoshop」講習 ▽パソ
コン「ホームページ作成（HTML/CSS）」
講座 ▽商業簿記３級試験対策講習 ▽

第二種電気工事士（実技）直前講習 ▽

パソコン「仕事に必要なWord＆Excel」
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a671-6831f6 
72-2133

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。d11月10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）a 

f738-0073t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。

相 談

行政書士による無料相談会

　成年後見制度の利用、財産管理や
生活・療養看護等の契約、遺言・相続
などの相談に応じます。i成年後見セ
ンターあい愛サポートa673-6696f6 
74-3358y無料e不要

日時 会場
10／３㈰
10:00〜12:00

ふくふくプラザ６階
（中央区荒戸三丁目）

10／10㈰
13:00〜15:00

JR香椎駅ビル４階
（東区香椎駅前一丁目）

10／13㈬
９:30〜12:00

ももちパレス３階
（早良区百道二丁目）

不動産鑑定士による不動産の無
料相談会

　土地の価格や有効利用など不動産
に関する相談に応じます。d10月13日
㈬午前10時〜午後４時li県不動産
鑑定士協会（博多区祇園町）a283-
6255f283-6256t県内に住む人y無
料e電話かファクスで、10月１日〜12
日に同協会へ。
社会保険労務士による無料相談
会

　労働・年金に関する相談に応じま
す。d10月23日㈯午前10時〜午後４
時l西鉄大橋駅西口広場i県社会
保険労務士会福岡南支部a414-8805 
f414-8816y無料e不要（中止の場
合はホームページでお知らせします）

県若者自立相談窓口（若まど）
　キャリアコンサルタントや公認心理
師などの資格を有するスタッフが、情
報提供や支援機関への同行などを行
います。d月〜土曜日午前10時〜午
後７時 ※11月１日㈪〜14日㈰はLINE

（ライン）相談ありli同窓口（大野城
市白木原三丁目）af710-0544t高
校中退後に進路が定まっていないな
どの悩みを抱える若者とその家族y

無料e電話かファクス、メール（m inf 
o@wakamado.net）で同窓口へ。
10月１日から市成年後見推進セン
ターを開設します

　認知症や知的障がいなどにより、自
分一人では契約や財産の管理などを
することが難しい人が成年後見制度
を利用できるよう、相談に応じます。
事前に電話かファクスで問い合わせ
を。o火〜土曜日（祝休日・年末年始
を除く）午前９時〜午後５時li同セ

市障がい者110番 ピア相談

　障がいの当事者等（今回は肢体障
がいのある人）が相談に応じます。 ※
変更の可能性あり。当日問い合わせ
を。d10月20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
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。

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。

暴力団等被害 集中相談日
　暴力団などからの不当要求に対し
て、警察や弁護士などが電話・面接で
相談に応じます。d10月16日㈯午前
10時〜午後４時li市暴力追放相談
センター（市役所２階）a711-4076f7 
11-4083y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

医師による不妊専門相談
　不妊治療の医師・詠田由美氏が相
談に応じます。d10月13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
10月１日午後１時以降に同センター
へ。

ンター（中央区荒戸三丁目 ふくふく
プラザ３階）a753-6450（10月１日開
通）f734-2010
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。d10月17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、10月１日以降に同
相談室へ。

「市空家等対策計画（案）」につい
て

　【案の閲覧・配布】10月１日から住宅
計画課（市役所３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【募集期間】
10月29日（必着）までi同課a711-45 
98f733-5589

「市バリアフリー基本計画（原案）」
について

　【案の閲覧・配布】10月１日から地域
福祉課（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【募集期間】
10月１日〜29日（必着）i同課a733-
5344f733-5587

「第11次市交通安全計画（案）」に
ついて

　【案の閲覧・配布】防犯・交通安全課
（市役所７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【募集期間】10
月18日（必着）までi同課a711-4061 
f711-4059

意見募集

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10月１日 情報BOX9 しごと 相談 意見

募集



l①大濠公園（中央区）②〜⑤同センターt市内に住む人（⑤は18歳以上で運動に
支障のない人）e電話か来所で、①10月１日以降②〜⑤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）

10／16㈯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・運動指導） 11／３（水・祝）10:00〜15:00 12人 1,000円

（食事付き）
③禁煙教室 11／10㈬18:30〜20:00 ９人 1,000円
④気軽に糖尿病教室 11／11㈭13:30〜15:30 ８人 500円
⑤やせナイト塾

（生活習慣改善教室）
12／２〜16の木曜日と３カ月後のフォ
ロー教室の計４回（連続講座）。19:00
から各２時間程度

８人 1,000円

　※その他、「ヘルシースクール（個別健康相談）」を無料で実施。要申し込み。詳
細はホームページで確認するか問い合わせを。

y①〜④⑥〜⑩無料⑤300円e電話か
ファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.
or.jp）、来所で、10月１日以降に同セン
ターへ。

内容・日時 定員
（先着）

①こころの距離を近づけるコ
ミュニケーション術　
11／２㈫14:00〜16:00

40人

②感染症を正しく理解しよう　
11／４㈭14:00〜16:00 40人

③自分に合った車いす選びと
介助　11／６㈯11:00〜13:00、
11㈭10:00〜12:00

各８人

　※いずれも11月14日㈰まで開催。料
金は一般200円、高大生150円、中学生以
下・市内に住む65歳以上無料。
唐団扇（とううちわ）がつなぐもの
　中央区唐人町に伝わる町の印「唐団
扇」があしらわれた諸道具を手掛かりに
唐人町の歴史などを紹介します。
青のフォークロア〜生活に根付く色彩
感覚〜
　古くから生活に受け継がれてきた色
彩の一つ・青に関連する資料を紹介。
古代筑紫の特産品
　奈良・平安時代の特産品を制度や出
土遺物から紹介します。

④介護保険制度を知ろう　
11／10㈬13:30〜15:30 40人

⑤自助具製作教室（手が届きに
くいところのブラッシングをし
やすくする長柄ブラシを作りま
す）　11／13㈯14:00〜16:00

10人

⑥高齢者疑似体験　
11／15㈪10:00〜12:00 20人

⑦何が利用できるの、
介護保険サービス在宅編　
11／17㈬13:30〜15:30

40人

⑧脳と体を使ってイキイキ生
活　11／18㈭14:00〜16:00 40人

⑨滑らせてらくらく車いす移乗　
11／20㈯11:00〜13:00、
25㈭10:00〜12:00

各８人

⑩どんなとこがあるの、介護保
険サービス施設編／介護保険
で安心・安全な住まい　
11／24㈬13:30〜15:30

40人

　※②④はオンラインでの受講も可。
詳細はホームページで確認するか問い
合わせを。

健康づくりサポートセンター
〒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

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）

10・11月の催し（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。④は上履きを持参、会場は早良体育館（早良区四箇六
丁目）c①④なし②⑤10組（先着）③15人（先着）y①〜④無料⑤200円e①④不要
②⑤電話か来所で、10月５日以降にあいくるへ。⑤はファクスでも受け付けます。③
当日正午から整理券を配布。

内容 日時 対象
①グリーンタッチ（花の手入れなど） 10／２㈯13:30〜15:30 １歳〜高校生
②育ちのひろば（運動遊び） 10／６㈬11:00〜12:00 １、２歳児
③お手玉あそび 10／９㈯ 14:00〜15:00 １歳〜高校生
④あいくるがやってくる（親子遊び） 10／12㈫10:00〜12:00 ２歳〜就学前
⑤木育おもちゃのひろば 10／20㈬10:00〜12:00 ０歳〜就学前
空港の仕事を体験する教室の参加者を募集
　詳細はホームページで確認を。d11月23日（火・祝）y無料e締め切りは10月31日

（必着）。

　※いずれも入園料別。
おもと名品展
　観葉植物の万年青（おもと）を約100
鉢展示。販売、栽培方法の指導もあり。
d10月22日㈮〜24日㈰y入場無料
秋のばら展
　栽培相談や苗の販売もあり。d10月
22日㈮〜24日㈰午前10時〜午後５時y

入場無料
ピースプラントのアート展
　障がい福祉サービス事業所「ひまわり
パーク六本松」の利用者が作ったアート
作品を展示。テーマは童話に出てくる植
物。グッズの販売もあり。d10月26日㈫
〜11月14日㈰y入場無料

マイひょうたんづくり体験教室
　園内で採れたヒョウタンを使ってオリ
ジナル作品を作ります＝写真。d11月21
日㈰午後１時半〜３時半c40人（抽選）
y300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、11月７日（必着）までに同園へ。
ホームページでも受け付けます。

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。d10月30日㈯、31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、10月１日
午前９時半
以降に同セ
ンターへ。

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

　※いずれも高校生以下は保護者同伴。
押し花展と押し花体験
d10月19日㈫〜24日㈰午前10時〜午後
３時c各30人（先着）y無料e来所で当
日午前９時半から受け付けます。
石窯パン教室
　石窯を使ってパンを作ります。d10月
31日㈰午前10時〜午後１時半t６組（抽
選。１組５人まで）y小学生以上1,000円、
未就学児500円e往復はがきに参加者
全員の応募事項とアレルギーの有無を
書いて10月１日〜20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４時半（10月〜３月）
x月曜日（祝休日のときは翌平日）

の生態や魅力を話します。d10月31日
㈰午前10時半〜正午t小学生以上c 

30人（先着）
③映像シアター「おなかを痛くする悪い
やつのお話」
　映像とクイズで食中毒の原因と予防
を学びます。d11月６日㈯午前11時半〜
11時50分c30人（先着）
④もっとわれないシャボン玉を作ろう
　シャボン玉ができる原理や、割れにく
くする方法を学びます。d11月６日㈯午
後２時〜３時半t小学生c15人（抽選）
⑤植物の力〜香りを体験してみよう
　植物から香りを抽出する実験を行い
ます。d11月７日㈰午前10時半〜正午t

小学生以上c30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①②④⑤電話か
メール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.
jp）で、10月１日午前10時以降に同施設へ

（④は10月13日まで受け付け。１通３人ま
で）。③電話か来所で、当日午前10時以
降に同施設へ。
①博多湾にはどんな魚がいる？見てさ
わって、環境DNAで調べる魚類の多様性
　博多湾で獲れる魚の昔と今の違いや
環境変化を知り、生物の多様性や環境
保全の大切さを学びます。d10月30日
㈯午前10時半〜正午t小学生以上c 

30人（先着）
②カメムシってすごい〜嫌われ者の魅
力に迫る〜
　まほろば自然学校の岩熊志保氏がそ

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）

博物館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１
a845-5011 f845-5019
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）

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）

博多人形伝統工芸士作品展
　博多人形の伝統工芸士らによる作品
を展示・販売します。d10月12日㈫〜24
日㈰y入場無料

　※今年のみかん狩りは中止します。
　※申し込みは電話かファクスで、10月
①８日②10日以降に同公園へ。
①園芸講座「プランターでのフルーツ
栽培講座（桃、ブドウなど）」
d10月15日㈮、16日㈯午後１時半〜３時
半c各30人（先着）y無料
②花畑キッズファーム 親子サツマイモ
収穫体験
d10月17日㈰、24日㈰午前10時半〜、午
後２時〜（各回30分）t５歳〜小学生と
保護者c各回30組（先着。１組５人まで）
y１組500円

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。

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）

益永栄喜 作 「余韻」

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 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報


