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講座

〒 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。

催し 教室
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応 募 事 項

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

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）
● 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

※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。

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。
10/

福岡女学院柿薗記念パイプオルガンコンサート
2
バッハが愛した中部ドイツオルガンの響き
23
●

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10
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。

10/

21

2

土

10/

24

老人福祉センター舞鶴園 ①優しい認知症ケア「ユマニチュード®」
ビデオ上映会②アラ還世代のセカンドライフ・キャリアセミナー

日
●

①「ユマニチュードって何だろう 入門編」を上映します。②人生を振
木
●
り返り、
これからの人生について考えます。キャリアコンサルタントに
他
よる講演や自分を見つめ直すワークショップなどもあり。d10月①21
日㈭午後３時〜４時半②31日㈰午後１時〜３時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c①15人
②10人
（いずれも先着）y無料e電話かファクス、来所で、10月15日以
降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

10/

23
土
●

2 博多伝統芸能館

日
他

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

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）

▼▼

小児科
内科

▼

☎847-1099

土 曜 日

介護実習普及センター
ミニ展示
「あったかグッズ、入浴グッズ」

講座・教室 舞鶴公園

午後７時半〜翌朝６時半

午後５時〜翌朝７時半
午後７時〜翌朝７時半

スマホは
こちらから

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。
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。

区

電

話

東

651-3835

南

541-3299

博多

441-0020

城南

831-7979

西

882-3145

診療科

診療日時

内科・小児科

内科

日・祝休日の
午前９時
〜午後４時半

※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
▼

内科、
小児科、
外科、
産婦人科
午前９時〜翌朝７時半
日・祝休日
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。

クリスマス飾りを作ろう

d11月28日㈰午前10時半〜午後０時
乾燥したハスや木の実などを使います。
半、
２時〜４時li同公園（中央区城内）a781-2153f715-7590c各６人（抽選）
y1,500円e往復はがき
（〒810-0043中央区城内１-４）
かメール
（m maiduru@midorim
achi.jp）
に応募事項と希望時間を書いて、
10月15日〜22日
（消印有効）
に同公園へ。

●急患診療所（各区保健福祉センター）

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。

日 内科、小児科

①唐人町の歴史的建造物などを巡ります。②福岡城が描かれた絵
を、絵と同じ場所で見ながら巡ります。いずれも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。d①10月24日㈰②11月
14日㈰いずれも午前10時〜正午l集合は①西日本シティ銀行唐人町
支店前（中央区唐人町一丁目）②福岡城むかし探訪館（中央区城内）
、
解散は①唐人町商店街加美家前（中央区唐人町一丁目）②福岡城下
之橋御門
（中央区城内）i同会a716-8238f716-8254c各10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、10月15日以降に同会へ。定員を超えた場合のみ通知。

持ち手付きで楽に持ち上げられるおけや片手で液体せっけんが出せる詰め
替え容器などを展示します。d開催中〜10月31日㈰午前10時〜午後６時 ※19日
㈫は休館li同センター
（中央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y無料

広報課からの
お知らせ 「福岡市政だよりWEB版」のご案内

平

日本の伝統文化である茶道を体験します。d午前９時〜10時半、午
前11時〜午後０時半li同園（中央区平尾三丁目）af524-8264t外
国籍または帰国子女の小中学生（小学生は保護者同伴）c各15人（先
着）y700円
（入園料別）e電話か来所で、
10月15日以降に同園へ。

催 し

ウェブ

a＃7119

外国の子どもたちのためのお茶教室

福岡城市民の会
2
①唐人町歴史散歩②絵を見て歩く福岡城巡り
24
●

博多芸妓（げいぎ）による唄や舞＝写真、お座敷遊びの体験など。d
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a
441-1118f441-1149c15人（先着）y3,000
円e電話かファクス、メール（m fkkdent
ou@fukunet.or.jp）に代表者の応募事項と
メールアドレス、参加人数を書いて同会へ
（中高生と小学生以下がいる場合はそれ
ぞれの人数も記入）
。ホームページでも受
け 付 けます。 ※ 当 日 はa080-2705-5462
へ。

●救急車を呼ぶべきか
迷ったときは

3 松風園

10/

公演

夜間・休日急患診療

東京芸術大学音楽学部教授の大塚直哉氏が出演。未就学児は入場
不可。d午後２時〜３時半l同学院ギール記念講堂（南区日佐三丁
目）i同学院総務課a581-1492f575-2480c600人
（先着）y1,000円、
小学生〜大学生500円e同学院、
チケットぴあでチケットを販売。

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（10月後半の日曜日）

診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
10月17日㈰

a608-0001
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）
a641-1966
木村病院（博多区千代二丁目13-19）
a591-8088
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15） a558-0081
a861-2780
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）
a881-1331
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）
10月24日㈰
a632-3333
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）
a641-2761
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）
a781- 6381
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）
a831-6031
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）
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
10月31日㈰
a641-1100
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）
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
a565-3531
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）
a821-4731
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）
a891-2511
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）
※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。

福岡市政だより
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講座

応募等のはがきの料金は 63 円です。

催し 教室 講演

情報 BOX

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

10/

10/

トシコーフォトコンテスト作品展
25 2
●
月
他

10/

25
月
●
他

10/

25

福岡北九州高速道路公社設立50周年を記念して開催した同コンテ
ストの入賞作品を展示します。d①10月25日㈪〜31日㈰午前10時〜
午後６時（31日は４時まで）②11月９日㈫〜14日㈰午前８時45分〜午後
６時l①アクロス福岡コミュニケーションエリア（中央区天神一丁目）
②市役所１階多目的スペースi同公社a631-3290f643-7061y無料

2 九州建設技術フォーラム
建設技術についての講演、展示など。詳細はホームページで確認
を。d10月25日㈪午後１時〜５時、26日㈫午前10時〜午後４時半l福
岡国際会議場（博多区石城町）i九州建設技術管理協会a471-0189
f414-0767y無料eホームページで各開催日前日まで受け付けま
す。

3 健康ボウリング

がんになっても
「日々、新しい自分」
として輝いて生きる
4
〜そう思える前向きな心を育む〜
30
●
土

10/

31
日
●

講義と実技を行います。詳細は問い合わせを。d10月25日〜11月29
日の月曜日または10月28日〜12月２日の木曜日いずれも午前10時〜
他
liラウンドワン福岡天神店
午後０時半または２時〜４時半
（連続講座）
（中央区天神二丁目）a720-8101f720-8103c各コース48人
（先着）y
2,000円e電話かファクスに応募事項と希望日時を書いて、問い合わ
せ先へ。

火
他

市観光案内ボランティアと
「唐津街道を歩く」
2
①箱崎編②博多編
29
●

小学生以下は保護者同伴。d10月29日㈮、30日㈯、11月５日㈮、
６日
㈯①午前10時〜正午②午後２時〜４時l集合は①地下鉄箱崎宮前駅
②崇福寺（博多区千代四丁目）i福岡観光コンベンションビューロー
a733-5050f733-5055c各回12人（先着）y700円、小学生以下200円
eファクスかメール（m event-bora@welcome-fukuoka.or.jp）に参加者
全員の応募事項と希望日時を書いて、10月18日午前10時以降に問い
合わせ先へ。

ひとり親家庭支援センター ひとり親家庭のつどい

d11月21日㈰li同センター（中央区大手門二丁目）a715-8805f725-7720
t①市内に住む一人親家庭の①②親③親子y無料n３カ月〜小学生（無料。前
日までに要申し込み）e電話か来所で、
10月15日以降に同センターへ。
内容
時間
①講演
「ひとり親家庭の教育費セミナー」10:00〜12:00
13:00〜、
13:40〜、
②養育費個別相談会
14:20〜
（各回30分）
スワッグ
（壁飾り） 13:00〜、14:00〜
を作ろう
（各50分）
③親子ワークショップ
13:00〜、14:00〜
年賀状を作ろう
（各50分）

定員
（先着）
12人

11/

3

水・祝
●●

①火を灯さずに香るアロマワックスバーを作ります。②防災食や防
災グッズについて学びます。d11月①２日㈫午前10時半〜正午②９日
㈫午後１時半〜２時半li同ホーム（城南区南片
江二丁目）a861-1180f861-1123t市内に住む
人 ※①は障がいのある人（障がいの程度によっ
ては介助者の同伴が必要）c①８人②10人（いず
れも抽選）y①700円②無料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-fukushin.or.jp）
、来 所 で、10月15
日〜①24日②31日（いずれも必着）に同ホーム
へ。
アロマワックスバー

2 秋の舞鶴公園であそぼう
かけっこ教室（午前10時15分、11時15分から各45分。対象は小学生、
各先着20人）や木のおもちゃ作り、ジャンボしゃぼん玉遊びなど。d午
前10時〜午後４時l同公園三ノ丸広場
（中央区城内）i同公園a7812153f715-7590 ※かけっこ教室につい
ては、わかばスポーツ＆カルチャークラ
ブa834-7391（月・火・水・金曜日）f8347392へy無料eかけっこ教室は要申し
込み。電話かファクス、メール（m waka
ba.sports.club@lake.ocn.ne.jp）に 応 募
事項と希望時間を書いて、10月15日以
降に同クラブへ。
過去のかけっこ教室

各１人
各８組
各４組

福北連携コーナー

白野江植物公園を紹介します

城にちなんだ曲などを演奏します。ビニールシートなどを持参して
ください。雨天中止。詳細は問い合わせを。d午後２時〜３時（開場は1
時）l福岡城多聞櫓前広場（中央区城内）i福岡城むかし探訪館
a732-4801f732-4802c150人
（先着）y無料e不要

城南障がい者フレンドホーム
3
①アロマワックスバー作り②知ろう・学ぼう・防災知識
2
●

10/

催 し

2

たもんやぐら

ジャズ イン 多聞櫓

11/

月
●

金
他

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。d午前10時半〜正午、
２時〜３時半iマ
ザーズドリーム・牧原a090-5519-7878（午前10時〜午後８時）f4136334tがん経験者、
その家族、
がんに携わる医療従事者などc各15人
（先着）y無料eメール（m info@mothers-dream.org）に応募事項と希
望時間、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10月15日以降に問い合わせ先へ。

同公園は周防灘に面した標高約120mの丘陵の一角に位置し、花の谷や落葉
樹の森、水辺などのさまざまな場所から四季折々の草花や木々を見ることが
できます。散策路からは周防灘の大パノラマ
とともに変化に富んだ風景を楽しめます。10
月20日㈬〜11月14日㈰は伝統的な仕立て菊
約50鉢などを展示する
「菊展」
も開催。o午前
９時〜午後５時（入園は４時半まで）x１・７・８・
12月の火曜日
（祝休日のときは翌日）
、12月29
日〜１月３日li同公園（北九州市門司区白
野江二丁目）a093-341-8111f093-341-8444
y一般300円、
小中学生150円e不要
過去の菊展

催 し

さわらの秋〜秋のさわらを楽しみつくそう〜

早良区では、秋の見どころやイベント、特産品などを紹介する
「さわらの秋」を
開催しています。10月15日㈮〜11月15日㈪に地域の協賛店で買い物をしてスタ
ンプを集めた先着400人に脇山米（１㎏）を進呈。その他、早良区の秋の写真をイ
ンスタグラムに投稿するキャンペーン
（開催中〜11月30日）では抽選で早良区特
産品セット等が当たります。詳細は情報プラザ（市役所１階）
、各区役所情報コー
ナー、入部・西部出張所、市観光案内所
（天神・博多駅）
等で配布するパンフレット
か
「さわらの秋」
ホームページで確認を。i早良区企画課a833-4412f846-2864

催 し

日本庭園（①楽水園②松風園③友泉亭公園）で年賀状用写
真撮影会

紅葉を背景にした家族写真や七五三などの記念写真を撮影します。写真の
データはDVDで渡します。抹茶サービス付き。d11月８日㈪〜28日㈰午前10時〜
午後４時
（①③の平日は正午〜午後４時）x①②11月９日㈫、16日㈫、24日㈬③11
af262-6665②松風園
月８日〜22日の月曜日li①楽水園
（博多区住吉二丁目）
（中央区平尾三丁目）af524-8264③友泉亭公園（城南区友泉亭）af711-0415
c各日各園11組（先着。①③の平日は各日各園９組）y8,000円（入園料別）e電
話か来所で、10月15日以降に各問い合わせ先へ。

情報 BOX

講座

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。

催し 教室

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。

応募事項
11/

月隈パークゴルフ場
6 3
●
土

11/

6

土
●

●催し名など
（コースも）
●郵便番号・住所

11/

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、
10月15日以降に同ゴルフ場へ。

3 市総合体育館

走り方教室

d午前９時半〜11時、午後１時〜２時半li同体育館（東区香椎照葉
六 丁 目 ）a410-0314f410-0318t小 学１〜３年 生c各20人（ 先 着 ）
y1,000円e電話か来所で、
10月15日以降に同体育館へ。
さ

11/

ん

ぽ

東区、よかまち・よかとこ歩・歩・歩①郷土の歴史講座と名島
2
散策②ロマン漂う志賀島の歴史講話と秋の万葉歌碑めぐり
6
●
土
他

11/

6

①名島公民館で歴史講座を受講後、名島神社や名島城址
（じょうし）
公園などを巡ります。②志賀公民館での歴史講話後、バスで潮見台や
万葉歌碑などを巡ります。昼食付き。d11月①６日㈯午後１時〜４時②
13日㈯午前10時半〜午後３時l集合・解散は①名島公民館（東区名島
二丁目）
②志賀公民館
（東区志賀島）i東区歴史ガイドボランティア連
絡 会 ① 安 部a090-8393-6145m abe.mitsuyuki@lion.ocn.ne.jp② 加 藤
a090-6177-9478f603-6200c各20人（ 抽 選 ）y①300円 ②1,000円e
往復はがき（〒812-8653住所不要）に参加者全員の応募事項を書いて
①10月28日②11月５日（いずれも必着）までに東区生涯学習推進課
へ。

2

びしゃもん

●氏名
（ふりがな）
●年齢

6

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薬剤師が相
談に応じます。お薬手帳が必要。③行政書士からエンディングノートの書き方な
どについて学びます。④管理栄養士が高齢者の栄養バランスについて話しま
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（①④は家族の参加も可）y無料e電話かファクス、来所で、10月15日以降
に同園へ。
内容

日時

定員
（先着）

①高齢期を元気に過ごすためのフ
レイル予防教室

10／27㈬11:00〜12:00

15人

②くすりの相談会

10／27㈬12:00〜15:30

10人

③エンディングノートの書き方セミ
10／28㈭、12／23㈭13:00〜
ナー
（終了後、
希望者には相談会も
14:00（連続講座）
あり。先着２人）

20人

④衛生管理講座

20人

11／６㈯11:00〜12:00

広報課からの ス マ ー ト ニ ュ ー ス
SmartNewsで市の情報が見られます
お知らせ
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

3 障がい者レクリエーション ボッチャ教室

11/

老人福祉センター長生園
2
高齢者認知症予防検査（ファイブコグ）
7
●
日

脳の機能の検査や認知症予防のためのアドバイスを受けられま
す。d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-0903f
641-0907t市内に住むおおむね50歳以上c20人（先着）y500円e電
話かファクス、来所で、
10月15日以降に同園へ。

11/

新しい時代の博士を目指す「ジュニア科学者養成講座」
3
ニュートンコース
7
●
日
他

げんこう

老人福祉センター東香園

※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。

「ボッチャ」は、球を投げて的に近づける競技です。d11月６日、12月
４日、
来年１月15日のいずれも土曜日午前10時〜正午。希望者は来年
他
２月12日㈯、13日㈰にさん・さんプラザ（南区清水一丁目）で開かれる
大会に参加できますlさん・さんプラザi市障がい者スポーツ協会
a781-0561f781-0565t市内に住む障がいのある小学５年生以上
c20人
（抽選）y500円e10月10日からホームページに掲載、または同
協会
（中央区荒戸三丁目）
、情報プラザ
（市役所１階）
、
さん・さんプラザ
で配布する申込書を10月18日〜11月１日
（必着）
に同協会へ。

土
●

催 し

●電話番号
●小中高生は学年

12

土
●

路線バスで行く日帰り旅 ①毘 沙門山・元 寇防塁ハイキ
ング②飯盛山・高祖山登山

路線バスで移動し、西区の①毘沙門山や今津元寇防塁などを巡り
ます。
②飯盛山から高祖山へ登山（縦走）
します。d11月①６日㈯午前
他
９時20分〜午後２時20分②13日㈯午前９時50分〜午後４時40分l①集
合・解散はJR九大学研都市駅②集合は地下鉄橋本駅、解散はJR今宿
駅または地下鉄姪浜駅i交通計画課a711-4393f733-5590t中学生
以上で①一部坂道のある約５kmを歩ける人②６㎞以上の登山ができ
る人c各10人（抽選）y①580円②460円（姪浜駅で解散する場合は
560円）eはがき
（〒810-8620住所不要）
かメール
（m kotsu@city.fukuo
ka.lg.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、10
月①27日②29日
（いずれも必着）
までに同課へ。当選者のみ通知。

福岡市政だより

令和３
（2021）
年10月15日

市科学館と九州大学が合同で実施する、体験や実験を通して実践
的な「科学する力」を養う連続講座です。ニュートンコースでは、
「目に
は見えないもの」を見るためにどのような研究が行われ、それがどの
ように生活に生かされているのかを学びます。実験やワークショップ
を行う
「本講座」
と、本講座の内容を振り返り、理解したことを他者へ伝
えられるようにする「探Qゼミ」を実施。時間など詳細はホームページ
で確認を。d11月７日㈰、20日㈯、28日㈰、12月５日㈰、19日㈰、26日㈰、
２月６日㈰、13日㈰、
３月６日㈰、20
来年１月10日（月・祝）、16日㈰、23日㈰、
日㈰l同館（中央区六本松四丁目）他 ※オンライン実施の場合あり
i同館a731-2525f731-2530t小学４〜６年生と保護者のペアc12組
（選考）y１組３万円eホームページで10月24日まで受け付けます。

11/

ふくおか難病ピアサロン
2
8
●
月

市難病相談支援センターの相談員を交え、患者・家族同士で交流で
きます。難病を抱える母親同士の交流会も同時開催。難病に関する情
報も紹介します。d午前10時〜午後４時l市役所１階多目的スペース
i同センターa643-8292f643-1389y無料e電話かファクスで、11月
５日までに同センターへ。ホームページでも受け付けます。

講座・教室 雁の巣レクリエーションセンター

①ジュニアテニス教室②ノルディック・ウォーキング教室

①初心者向け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。雨天中止。d①10月31日㈰午前10時〜正午
②月曜日（祝休日を除く）午前10時〜11時半li同センター（東区奈多）a6063458f607-9057t①５歳〜小学３年生
（保護者同伴）②小学生以上（小学生は
保護者同伴）c①30人（抽選）②各30人
（先着）y①600円②無料（ポールレンタ
ル 代300円 ）e① 往 復 は が き（〒8110204東区奈多1302-53）
かファクス、来所
で、10月24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。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。

広報課からの 視覚・動作・認識等で困っている人へ
お知らせ
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

スマホは
こちらから

福岡市政だより

11

講座

催し 教室 講演

令和３
（2021）
年10月15日

情報 BOX

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

11/

今津リフレッシュ農園
2
ドライブスルーでミカン持ち帰り
12
●
金
他

同農園＝写真＝で収穫されたミカンをドライブスルー形式で持ち帰
ります。d11月12日㈮〜14日㈰午前９時〜午後４時li同農園（西区
今津）a806-2565f806-2570t市内に住む
人c1,000口
（抽選）y１口300円e往復はが
き
（〒819-0165西区今津5685）
に応募事項と
希望口数
（１組２口まで。
１口３㎏程度）
、
希望
日（変更不可）を書いて10月15日〜22日（必
着）に同農園へ。来所でも受け付けます（往
復はがきを持参してください）
。
１組１通。

11/

うつ病予防講座 ①うつ病について学ぼう②人間関係で
3
傷つきやすい人のためのうつを予防する認知行動療法
12
●
金
他

11/

13

土
●

11/

13

土
●

正しい知識とうつを予防するための認知行動療法などを学びます。
d11月①12日㈮②26日㈮いずれも午後２時〜３時半 ※希望回のみの
受講も可l東区保健福祉センター（東区箱崎二丁目）i東区健康課
a645-1079f651-3844c各25人（先着）y無料e電話か来所（同セン
ター２階）
で、
10月15日以降に同課へ。

2 海っ子山っ子スクール体験学校

13

土
●
他

2

住まいや住生活の楽しさを感じられるセミナーやワークショップ（一
部有料）
、クイズラリーなどを開催。セミナーとワークショップは事前
に申し込みが可能。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５時lソラリアプラザ１階（中央区天神二丁目）i
県建築住宅センターa781-5169f715-5230y入場無料e不要

世界アルツハイマーデー記念講演会
「認知症ご本人、
4
家族、
そして住民が主人公になる地域健康活動」
13
●

講師は立命館大学衣笠総合研究機構教授の早川岳人氏。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〜４時lふくふく
プラザ（中央区荒戸三丁目）i認知症の人と家族の会福岡県支部
af771-8595t県内に住む人c会場、オンライン各60人（先着）y無
料eファクスか、件名を
「アルツ講演会申し込み」
としたメール
（m info.
fukuoka.alz@gmail.com）
に、応募事項と参加方法（会場またはオンライ
ン）
、
講師への質問を書いて同支部へ。定員を超えた場合のみ通知。

優しさを伝えるケア技術
「ユマニチュードⓇ」Vol.14
〜相手の世界に入り込む〜

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。
認知症の人が現実とかけ離れ
たことをするとき、本人にとって
はそれが真実なのです。そんなと
きには、思い切って相手の世界に
入り込んでみると安心してもらえ
ます。
i認知症支援課a711-4891f733-5587

加齢や病気、障がいなどによって外出が不自由となった人に付き添
うボランティアの養成講座です。d11月13日、20日、27日の土曜日午
前10時〜正午
（連続講座）lふくふくプラザ
（中央区荒戸三丁目）i市
社会福祉協議会ボランティアセンターa713-0777f713-0778t講座
修了後、ボランティア活動に参加できる人c20人（先着）y500円e電
話かファクス、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、10月15日以降に同センターへ。

西障がい者フレンドホーム
3
14
●
日

冬の絵手紙教室

冬の草花や季節のものをモチーフとした年賀状などを作ります。d
午前10時〜正午li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f8837037t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）c10人
（抽選）y300円e電話かファクス、来所で、10月
15日〜31日に同ホームへ。空きがあれば当日も受け付けます。

街歩きとミニ座学

11/

15 3 〜志賀海神社山誉祭と綿津見三座巡拝〜
●
月

11/

住まいるフェア

3 外出付き添いボランティア入門講座

11/

同スクールは自然に恵まれた環境にある小規模校に特別転入学で
きる制度です。対象校で１日体験学習を実施します。d午前10時25分
〜 正 午l勝 馬 小 学 校（ 東 区 勝 馬 ）i教 育 支 援 課a711-4636f7335780t来年度の新１年生と保護者c５組（先着）y無料e電話かファ
クス、メール（m kyoikushien.BES@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と当
日参加する保護者氏名を書いて、10月15日以降に同課へ。定員を超え
た場合のみ通知。

11/

土

11/

15

やまほめさい

収穫を感謝する山誉祭が行われている志賀海神社（東区）を参拝し
た後、同社表津宮・仲津宮・沖津宮を巡り、志賀島国民休暇村で
「社人」
について学びます。志賀島名物「サザエ丼」の昼食付き。d午前８時〜
午後４時l集合は市営渡船志賀島旅客待合所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.j
pt20歳以上c30人（先着）y4,500円 ※市営渡船・JR海ノ中道線（香
椎線）
・西鉄バス利用参加者は1,000円引きe電話かメールで、10月15
日以降に問い合わせ先へ。

3 子ども食堂 始めるために、続けるために

ウェブ会議サービス
「Zoom（ズーム）
」
を利用して、地域で子どもたち
の居場所づくりや食事の提供を行う
「子ども食堂」
を開設・運営するた
他
めに必要な知識や子どもたちの現状などを学びます。テーマは①「子
ども食堂って何だろう」
「食品衛生管理とアレルギー」②「子どものSOS
の拾い方〜コロナ禍の子どもたち〜」です。詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。d11月①15日㈪②25日㈭いずれも午後２時〜
４時 ※希望回のみの受講も可i食育促進ネットワーク福岡a2923306f292-3217t子ども食堂を開設したい人、開設して間もない人
c各50人（先着）y無料eファクスかメール（m info@shokuiku-fuku
oka.jp）に応募事項と希望日、子ども食堂を開設済みの場合は食堂名
を書いて、10月16日以降に問い合わせ先へ。定員を超えた場合のみ
通知。

月
●

催 し

油山市民の森

②③は中学生以下は保護者同伴。詳細は問い合わ
せを。li油山市民の森
（南区桧原）a871-6969f80
1-1463t①未就学児と保護者②不問③小学生以上
y各200円（③はコンパスレンタル代別途150円）e
往復はがき（〒811-1355南区桧原855-４）に代表者の
応募事項と参加者全員の氏名・年齢を書いて10月15
日〜11月５日（必着）に同施設へ。ホームページでも
受け付けます。空きがあれば当日も受け付け可。
過去の「おやこトコトコさんぽ」
内容
日時
定員
（先着）
①おやこトコトコさんぽ
（自然ガイドと一緒に散歩します）

11／24㈬11:00〜12:00

②バードウオッチング
11／28㈰9:30〜12:00
（散策しながら野鳥を探し観察します）
③オリエンテーリング体験
（チェックポ
イントを巡りながら散策します）

11／28㈰10:30〜12:30

10人
20人
20人
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を書いてください。
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お知
らせ

催し 教室

●催し名など
（コースも）
●郵便番号・住所

高齢者の交通事故防止講座

11/

25
木
●

11/

ホームヘルパースキルアップ研修 ①発達障がいと強度行動
3
障がいの理解と対応②重度障がい者の移乗介助と基礎知識
17
●
水
他

d11月①17日㈬午前９時半〜午後４時10分②29日㈪午後１時半〜４時
40分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現 職 のホームヘ ル パ ー、
サービス提供責任者などc各50人
（先着）y無料eホームページに掲
載、または市障がい者基幹相談支援センター
（あいあいセンター４階）
で配布する申込書を10月15日以降に同センターへ。定員を超えた場
合のみ通知。

11/

ジュニア層指導者養成事業コーチングクリニック
2
「メンタルトレーニング」
19
●
金

詳細はホームページで確認を。d午後６時半〜８時半lあいれふ
（中央区舞鶴二丁目）i市スポーツ協会a407-8381f407-8185tジュ
ニア世代（小・中・高）の指導者などc30人（抽選）y500円eホーム
ページで10月15日〜31日に受け付けます。

11/

不登校セミナー「子どもを見守るとは〜子どもとの信頼
3
関係を考える〜」
20
●
土

d午前10時〜正午l早良市民センター（早良区百道二丁目）i不登
校よりそいネット事務局a283-8815f292-3217t子どもの不登校・行
き渋りに悩む保護者や、不登校支援の関係者などc50人
（先着）y500
円e電話かファクス、メール（m info@futokosien-net.main.jp）
で、10月
15日以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

11/

生きものと私たちのくらしトーク・カフェ
3
「動物を描くという表現」
21
●
日

画家の渡辺真希子氏が、描いた生き物たちや描くことで感じた生き
物の豊かさについて話します（内容は大人向け）
。d午後２時〜４時
liまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）a831-0669f831-0670t
小学生以上
（小学生は保護者同伴）c会場30人、
オンライン30人
（いず
れも先着）y無料e電話かメール
（m mamoroom＠fch.chuo.fukuoka.jp）
で、10月15日午前10時以降に同施設へ。オンラインでの参加はホーム
ページのみ受け付け。

11/

九州交響楽団 名曲・午後のオーケストラ
2
〜オペレッタ×講談 新版
「こうもり」
〜
23
●●
火・祝

11/

ヨハン・シュトラウス２世の喜歌劇「こうもり」を講談と共に演奏しま
す。字幕付き。未就学児は入場不可。d午後２時〜４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a8230101f822-8833y全 席 指 定S席5,600円、A席4,700円、B席・車 い す 席
3,700円、学生券1,500円n４カ月〜就学前
（1,000円。託児の申し込みは
テノ.サポートa0120-8000-29へ。先着順）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。

早良障がい者フレンドホーム

23 2 ときめきっず「干支（寅）の絵付け体験」
●●
火・祝

え

と

d午後１時〜１時45分、午後２時15分〜３時li同ホーム（早良区百道
浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に住む障がいのある小学生
（保護者、きょうだい児も参加可）c各５組
（抽選。
１組３人３個まで）y１
個500円e電話かファクス、メール（m sawara-friend@nonohana.or.jp）
に参加者全員の応募事項と希望時間を書いて、10月15日〜30日に同
ホームへ。来所でも受け付けます。

●電話番号
●小中高生は学年

※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。

3 北欧の香り クリスマスリース作り
杉を使って作ります。
メッセージカード付き。
d午後２時〜４時l博多市民センター（博多区
山王一丁目）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 koza@midorimachi.jp）で、
10月20日（必着）までに同課へ。ホームページ
でも受け付けます。

作品例

交通事故を防止する対策を学びます。d午後１時半〜２時半li同
園
（西区今宿青木）a891-2727f891-2784t市内に住む60歳以上c13
人
（先着）y無料e電話かファクス、
来所で、
10月15日以降に同園へ。

●氏名
（ふりがな）
●年齢

10

11/

老人福祉センター若久園
3
認知症カフェ（若久園カフェ）
26
●
金

認知症への不安や心配事、認知症の人の介護について相談できま
す。d午後２時〜４時li同園（南区若久六丁目）a511-7255f5117558t市内に住む人c20人（先着）y無料e電話か来所で、10月26日
以降に同園へ。

催 し

博多伝統職の会展 in アクロス福岡

県知事指定特産民工芸品である博多曲物（まげもの）
、博多張子（はりこ）
、マ
ルティグラス、今宿人形、博多おきあげを展示・販売します。 ※今宿人形は展示
のみd10月16日㈯、17日㈰午前10時〜午後６時lアクロス福岡アトリウム（中央
区天神一丁目）i同会事務局（地域産業支援課内）a441-3303f441-3211y入
場無料

催 し

あいくる 10・11月の事業（一部抜粋）

未就学児は保護者同伴。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。l
iあいくる
（中央区今泉一丁目）a741-3551f741-3541t①小中高生②③１歳〜
高校生y①②無料③100円e①当日正午から整理券を配布②不要③電話かファ
クス、来所で、11月１日以降にあいくるへ。
内容

日時

定員
（先着）

①みんなであそぼう 10／17㈰13:30〜、
14:05〜、23㈯15:30〜、
（ドッヂビー）
16:05〜
（各回25分）

各回20人

10／31㈰10:00〜、
11:00〜、13:00〜、
各回12〜20人
②あいくるハロウィン
14:00〜
（各回30〜50分。コーナーにより （コーナーに
（工作やゲームなど）
異なる）
より異なる）
③おもちゃ病院

11／21㈰10:00〜14:00

25組
（１組１個）

※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。

お知らせ
戦没者遺骨の身元特定のための
DNA鑑定を実施します
遺留品などの手掛かり情報がない
戦没者の遺骨について、遺族から申
請された情報に基づいてDNA鑑定を
実施します。詳細は問い合わせを。
【対象地域（遺骨を収容できた地域）
】
硫黄島、インド、インドネシア、沖縄、
樺太、旧ソ連等、タイ、中部太平洋地
域、東部ニューギニア、
ノモンハン、ビ
スマーク・ソロモン諸島、フィリピン、
ミャンマーi厚生労働省事業課a033595-2219f03-3595-2229

10月18日㈪〜31日㈰ 健康づくり
月間「ふくおか散歩」歩数チャレ
ンジ
歩くことでポイントがたまり、さま
ざまな特典と交換できるスマートフォ
ンアプリ
「ふくおか散歩」を使って、
１
日8,000歩に挑戦してください。達成
すると、通常より多くポイントを獲得
できます。また、ためたポイントで健
康グッズなどが抽選で当たるプレゼ
ントキャンぺーンを11月に実施しま
す。アプリをダウンロードして参加し
てください。詳細はアプリで確認を。
【対象】市内に住む人i政策推進課
a733-5343f733-5587

9
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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

10／27㈬
13:30〜14:00
10／27㈬
14:30〜15:00
10／28㈭
13:30〜13:45
10／28㈭
14:30〜15:00
10／29㈮
13:30〜14:00
10／29㈮
14:30〜15:00
10／31㈰
13:30〜14:30

会場
九州広場
（市役所西側
ふれあい広場横）
飯原公民館
（早良区原
七丁目）
片江公民館
（城南区片
江五丁目）
金隈公民館
（博多区金
の隈一丁目）
東那珂公園
（博多区東
那珂三丁目）
あにまるぽーと
（東区
蒲田五丁目）
ふくおかどうぶつ相談
室
（西区内浜一丁目）
四箇本町集会所
（早良
区四箇三丁目）
JA入部支店
（早良区東
入部六丁目）
六本松２号公園
（中央
区六本松一丁目）
早良区保健福祉セン
ター
（早良区百道一丁
目）
西新公園
（早良区西新
一丁目）
若久中公園
（南区若久
一丁目）
柏原林崎公園
（南区柏
原五丁目）
花畑南公園
（南区花畑
三丁目）
弥永西公民館
（南区弥
永二丁目）
南市民プール
（南区三
宅三丁目）

※詳細はホームページで確認する
か、
あにまるぽーと
（a691-0131f69
1-0132）
へ問い合わせを。

マイナポイントで買い物ができま
す
マイナンバーカードと連携させた
キャッシュレス決済で、12月末までに
買い物またはチャージを行うと、買い
物等で利用できるマイナポイントが１
人 当たり最 大で5,000円 分もらえま
す。
【 対象】令和３年４月末までにマイ
ナンバーカードを申請した人。マイナ
ポイントの利用には マイナンバー
カードの取得 マイキーＩＤの設定
マイナポイントの申し込み（利用する
キャッシュレス決済の登録）―も必
要。各区役所と入部・西部出張所でマ
イキーＩＤの設定、
マイナポイントの申
し込みのサポートを行っています（平
日午前８時45分〜午後５時15分）
。マ
イナンバーカードと同カード取得時に
設定した４桁の暗証番号が必要です。
暗証番号が分からない人は、住所地
の区役所市民課で再設定してくださ
い。iICT推 進 課a711-4105f733-55
82 ※マイナポイントについては、マ
イナンバー総合フリーダイヤル
（a01
20-95-0178）
へ問い合わせを。

【対象者】①令和２年度が対象期間
で、一度も高齢者肺炎球菌の予防接
種を受けたことがない人②令和２年８
月１日以降で接種期限が切れる定期
予防接種が完了していない子どもi
保健予防課a711-4270f733-5535

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

▽

実施日時
10／16㈯
13:30〜14:30
10／21㈭
13:30〜14:00
10／21㈭
14:30〜14:45
10／22㈮
13:30〜14:00
10／22㈮
14:30〜15:00
10／23㈯
13:30〜14:30
10／24㈰
13:30〜14:30
10／25㈪
13:30〜13:45
10／25㈪
14:15〜14:45
10／26㈫
13:30〜14:00

市民投票を実施します。詳細は同
賞公式サイト
「トットコ」で確認を。
【投
票期間】11月１日までi都市景観室
a711-4589f733-5590

▽

生後91日齢以上の犬は、生涯１回
の登録と毎年度１回の狂犬病予防注
射の接種が義務付けられています。
【登録】あにまるぽーと（東区蒲田五
丁目）
、ふくおかどうぶつ相談室（西区
内浜一丁目）
、各区保健福祉センター
（西区を除く）で随時受け付け。市獣
医師会の動物病院でも実施【料金】登
録は3,000円、予防集合注射は3,200円
【予防集合注射】下表の通り実施しま
す。

都市景観賞
「市民賞」
へ投票を

▽

犬の登録および狂犬病予防集合
注射を実施します

10・11月は「県麻薬・覚醒剤・大麻
乱用防止月間」
です
麻薬、覚醒剤、大麻、
シンナー、危険
ドラッグ等の乱用は、乱用者個人の健
康だけでなく、
事故や犯罪の誘因とな
るなど周りの人の生活にも害を及ぼ
します。薬物乱用を絶対に許さない
社会環境をつくりましょう。i県薬務
課a643-3287f643-3305

「たいたいBOOK」から「つなぐ」へ
リニューアルしました
市の見どころや相談窓口、公共施
設 などを 紹 介して い た「 た い た い
BOOK」を大幅に刷新し、役立つ情報と
読者をつなぐ存在となるよう、誌名を
「つなぐ」に変更しました。持ちやすさ
を重視した正方形（サイズは120mm×
120mm）
で、見やすくするために文字を
大きくしています。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中。i同プ
ラザa733-5333f733-5335

大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

内容 届出日

ドラッグストアモリ和
白丘店
（東区和白丘 新設 8月19日
三丁目）

定期予防接種期間を再延長しま
す
新型コロナウイルス感染症の影響
で、定期予防接種を受けられなかった
人の接種期限を９月30日まで延長し
ていましたが、来年３月31日㈭まで再
延長します。接種が済んでいない人
は早めに接種してください。
【 対象と
なる予防接種】①高齢者肺炎球菌予
防接種②子どもの定期予防接種全般

「全国ひとり親世帯等調査」
および
「市ひとり親家庭実態調査」にご
協力を
一人親家庭の日常生活の状況など
を把握し、今後の福祉政策の充実を
図るための調査を実施します。11月
上旬に調査員証を携帯した調査員が
自宅を訪問することがあります。
【対
象】市の住民基本台帳上で無作為に
抽出した一人親家庭iこども家庭課
a711-4238f733-5534

市環境行動賞の表彰対象者を募
集
環境にやさしい都市の実現を目指
し、リサイクル活動や地域清掃など、
環境保全等に貢献した市民や団体を
表 彰します。自薦・他 薦は問 いませ
ん。詳細は市ホームページで確認す
るか問い合わせを。
【 部門】個人、団
体、学校、事業者の４部門【募集期間】
11月15日
（消印有効）
まで【表彰式】来
年６月【推薦・応募方法】市ホームペー
ジに掲載、または環境政策課（市役所
13階）
、情報プラザ
（同１階）
、各区生活
環境課、各区役所情報コーナー、入
部・西部出張所などで配布する推薦
（応募）用紙を提出。i環境政策課a
733-5381f733-5592

しごと
※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。

①シニア世代のライフプランセミ
ナー②60歳からの再就職（再就職の
ための準備とその方法・ノウハウ）

【縦覧期間】来年１月４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）

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

「つなぐ」表紙

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

①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。②求
人の探し方などについて説明します。
終了後に個別相談会あり
（希望者の
み。先着３人）
。いずれもオンラインで
の参加可。詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。d11月12日
㈮①午前10時〜正午②午後２時〜４
時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 お お むね60歳 以 上c各20人
（先着）y無料e電話かファクスに応
募事項と②の個別相談を希望する場
合はその旨も書いて、10月15日以降
に同事務局へ。定員を超えた場合の
み通知。

情報 BOX
応募事項

意見

しごと 相談 募集

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。

令和４年度市立学校臨時教職員
の選考試験の申し込み受け付け
令和３年度中に勤務可能な人につ
いても受け付け中。
【募集区分】講師、
養護助教諭、学校栄養職員、実習助
手、事務職員
【資格】
免許
（募集区分に
より異なる）を有するか取得見込みの
人 ※実習助手、事務職員を除く【実
施要項・申込書の配布】教職員第１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】11月26日（消印有効）までi
同課a711-4754f733-5536

職業訓練12月生を募集
①ものづくり溶接科②機械加工技
術科③（企業実習付き）機械加工技術
科④住宅リフォーム技術科⑤電気設
備技術科―で募集（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。d12月１日㈬〜来年
５月31日㈫①午前９時〜午後４時②〜
⑤午前９時10分〜午後３時40分li
①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）a09
48-22-4988f0948-22-4912② 〜 ⑤ 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）a093-64
1-6909f093-631-6516tハローワーク
（公共職業安定所）に求職の申請をし
ている人c①15人②10人③５人④20
人⑤21人（いずれも選考）y無料（教
n０歳〜就学前
科書代など別）
（無料。
詳細は問い合わせを）e来所で11月
①10日②〜⑤５日までに住所地のハ
ローワークへ。

福岡市政だより

施設の情報
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年10月15日
●催し名など
（コースも）
●郵便番号・住所

サービス業等合同会社説明会
約60社が参加。詳細はホームペー
ジで確認を。d11月８日㈪、９日㈫午
前11時〜午後１時半、
２時半〜５時（企
業入れ替え２部制）lエルガーラホー
ル
（中央区天神一丁目）i県若者就職
支援センターa720-8832f725-1776
t来年３月大学等卒業予定者、
３年以
内の既卒者、39歳未満の求職者c各
回70人（先着）y無料eホームページ
で10月18日以降に受け付けます。

アクティブシニアしごと合同説明
会
d11月11日㈭午前11時10分〜午後０
時40分、
１時半〜３時l福岡国際会議
場
（博多区石城町）i県70歳現役応援
センタ ーa432-2540f432-2513tお
おむね60歳以上c各70人
（先着）y無
料e電話かファクスに応募事項と希
望時間を書いて、10月15日以降に同
センターへ。

老人福祉センター舞鶴園
ア就業相談

シニ

キャリアコンサルタントの資格を有
する同園園長が、対面で個別の相談
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。d11月６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、10月15日以
降に同園へ。定員を超えた場合のみ
通知。

●氏名
（ふりがな）
●年齢

●電話番号
●小中高生は学年

シニア活躍応援セミナー 初心者
のための
「販売のお仕事」
コンビニエンスストア店内の仕事
内容について学びます。実技もあり。
オンラインでの参加も可能。詳細は
ホームページで確認するか問い合わ
せを。d11月８日㈪午後２時〜４時l
ふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）
i同セミナー事務局
（パーソルテンプ
スタッフ内）a433-7780f287-9330t
市内に住むおおむね60歳以上c18人
（先着）y無料e電話かファクスで、10
月15日以降に同事務局へ。定員を超
えた場合のみ通知。

※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。

相 談
成年後見および相続税・贈与税に
関する無料相談会
相談時間は１人30分以内。d10月
23日㈯午前10時〜午後３時45分
（受け
付けは３時15分まで）l九州北部税
理士会館
（博多区博多駅南一丁目）i
九州北部税理士会a433-2366f4813878c35人（ 先 着 ）y無 料e電 話で
10月15日以降に同会へ。

福岡地区職業訓練協会の講習
①パソコン「Excel中級データベー
スと実務関数」講座②ファイナンシャ
ル・プランナー３級講習③パソコン
「イ
ラストレーター」講座―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。d①11
月25日㈭、26日㈮、29日㈪、12月１日㈬
午前10時〜午後３時②11月26日〜来
年１月14日の火・金曜日午前９時20分
〜11時50分
（12月28日、31日、来年１月
４日を除く）③12月６日㈪〜９日㈭、13
日㈪午前10時〜午後４時（13日は３時
まで）l①③アミカス（南区高宮三丁
目）②なみきスクエア（東区千早四丁
目 ）i同 協 会a671-6831f672-2133
t①エクセルの基本操作ができる人
②不問③パソコンの基本操作ができ
る人c①③11人②14人（いずれも先
着）y①１万6,000円
（テキスト代別）
②
２万円③２万4,000円n①③６カ月〜小
学３年生（無料。先着順）②なしe電話
か来所（東区千早五丁目）で、10月18
日以降に同協会へ。

意見募集
市水産業総合計画
（案）
について
【案の閲覧・配布】10月15日から水
産振興課（市役所14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】11月15日（消印有効）までi同課
a711-4364f733-5557

市農林業総合計画
（案）
について
【案の閲覧・配布】10月15日から政
策企画課（市役所14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】11月15日（消印有効）までi同課
a711-4841f733-5583

総合図書館

花畑園芸公園

〒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
x月曜日
（日・祝休日は午後７時まで）
（祝休日のときは翌平日）
、
月末

〒811-1353 南区柏原七丁目571-１

福岡映像コンテスト
①表彰式②受賞作品の上映会。時間
など詳細は問い合わせを。d11月３日
（ 水・祝 ）①午前11時から②午後１時から
（開場は各開始時間の30分前）i福岡映
像協会a411-5449f451-9299c各120人
（先着）y無料e不要
映像ホール・シネラ 11月上映スケジュール
中国映画特集
４日㈭ ［後］
遠い帰郷
５日㈮

［前］
夢にかける女［後］
あたし
が踊る！

［前］
無窮動［後］
胡同
（フート
６日㈯
ン）
の理髪師

７日㈰ ［前］
窒息［後］
北京の自転車

20日㈯［前］
野山［後］
心の香り

10日㈬［後］
無窮動

21日㈰［前］
私の一生［後］
哀戀花火

11日㈭［前］
窒息［後］
胡同の理髪師
［前］
心の香り［後］
北京の自転
12日㈮
車
［前］
夢にかける女［後］
遠い帰
13日㈯
郷
14日㈰［前］
あたしが踊る！
［後］
草の家
17日㈬［後］
哀戀花火
（あいれんはなび）
18日㈭［前］
春蚕
（はるご）
［後］
野山
19日㈮［前］
草の家［後］
一人と八人
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街角の天使［後］
田舎町の
23日 ［前］
（火・祝） 春
24日㈬［後］
春蚕
25日㈭［前］
十字路［後］
街角の天使

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。
※11月中旬に予定していた
「園芸まつ
り」
は中止します。
さつき盆栽展示会
d10月22日㈮〜24日㈰午前９時〜午後
４時半y無料

26日㈮［前］
田舎町の春［後］
私の一生
27日㈯［前］
十字路［後］
一人と八人
※［前］
＝午前11時、
［後］
＝午後２時。
詳細はホームページで確認するか問い
合わせを。
過去の同展示会

植物園

アミカス（男女共同参画推進センター）

〒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）

〒815-0083 南区高宮三丁目３-１

作品例

d11月20日㈯午後１時半〜３時半c10人
④押し花教室受講者作品展
d11月16日㈫〜12月５日㈰y無料
（先着）y2,000円
⑤寒蘭
（カンラン）
展
⑦園芸講座〜寄せ植え講座〜
約100鉢を展示。販売もあり。d11月
花苗や観葉植物を使って作ります。
d11月24日㈬午後１時半〜３時半c30人
16日㈫〜21日㈰y入場無料
（抽選）y2,000円
⑧親子体験教室〜リースづくり〜
園内の植物
を 使って 作り
ます。d12月５
日 ㈰ 午 後１時
半 〜３時 半t
小学生と保護
者c12組（ 抽
⑥寒蘭
（カンラン）
を育ててみよう
選。
１組４人ま
東洋ランについて学んだ後、カンラン で）y無料
の苗を鉢植えし、育て方を学びます。
過去の寒蘭展

※いずれも入園料別。②③⑥は当日
午後１時から受け付け。⑦⑧の申し込み
は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、⑧は参
加人数も書いて、11月⑦10日⑧21日（い
ずれも必着）までに同園へ。ホームペー
ジでも受け付けます。
①ハーブまつり
ハーブ苗の販売、スワッグ
（壁飾り）
作
り
（500円）など。d10月30日㈯、31日㈰
午前10時〜午後４時y入場無料
②園芸講座〜秋の庭木の管理〜
d11月12日㈮午後１時半〜３時半c30人
（先着）y無料
③植物観察会
（ドングリ、紅葉他）
d11月13日㈯午後１時半〜３時半c30人
（先着）y無料

a526-3755 f526-3766

o午前９時半～午後９時半（日・祝休
x第２
日は午後５時まで）
・最終火曜日
（ 祝 休 日のときは翌 平 日 ）
。アミカス
図書室は第３火曜日も休み。
ビジネスパーソンのための足のケアと
靴えらび
足のケアの仕方や靴の選び方・履き
方、さまざまな足のトラブルについて学
びます。d11月14日㈰午後２時〜４時t
市内に住むか通勤する男性c30人（先
着）y無料n６カ月〜小学３年生（無料。
10日前までに要申し込み）eホームペー
ジで10月15日以降に受け付けます。
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情報 BOX

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

美術館

埋蔵文化財センター

〒810-0051 中央区大濠公園１-６ a7１４-6051 f７14-6071o午前９時半～午後５時半。10月の金・土曜日は午後８
x月曜日
（祝休日のときは翌平日）
時まで開館
（入館は閉館30分前まで）

〒812-0881 博多区井相田二丁目１-94

※①②はコレクション展（近現代美 ③つきなみ講座 特別編「電力王は数奇 ⑤ファミリーDAY 初めてのベビーカー
術）
、料金は一般200円、高大生150円、中 者（すきしゃ）となった 松永安左エ門の ツアー
学生以下・市内に住む65歳以上無料。④ 茶」
小さな子どもと一緒に市美術館の作
⑤⑥の申し込みは往復はがきかメール
開催中の特別展「没後50年 電力王・ 品を楽しむ方法や設備について紹介し
（m workshop@fukuoka-art-museum.jp） 松永安左エ門の茶」に関連し、数奇者茶 ます。d11月４日㈭、
５日㈮午前９時半、
に代表者の応募事項と参加者全員の氏 人・美術品収集家としての横顔に迫りま 10時40分から（各回40分）tおおむね１
名・年齢、④希望時間⑤希望日時⑥希望 す。d10月30日㈯午後２時〜３時半c180 歳半までの子どもと保護者（ベビーカー
日を書いて、10月24日（必着）までに市 人（先着）y無料e当日午後１時から整 か抱っこひもで移動）c各回３組（抽選。
美術館へ。
理券を配布
１組４人まで）y無料
①近代日本の美術 明治から昭和初期 ④ファミリーDAY オンラインツアーで ⑥ファミリーDAY アーティストと一緒
まで
楽しむ市美術館
に風の彫刻をつくろう
福岡県ゆかりの作家を紹介します。
ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）
」
屋外彫刻「ウィンド・スカルプチャー
d10月19日㈫〜12月26日㈰
を使って、ボランティアスタッフと会話し （SG）II」にちなんだ彫刻をアーティスト
②自画像のようなもの
ながら美術作品を見ます。d11月３日 の牛島智子さんと一緒に作ります。d
午前10時15分、午後１時、
２時15分 11月６日㈯、
７日㈰午前10時〜正午t小
さまざまな動機で自分自身の姿を表 （水・祝）
（各回45分）t小学生c各回５人
（抽 中学生（保護者も参加可）c各20人（抽
してきた美術家たちの作品を紹介しま から
選）y無料
選）y無料
す。d10月19日㈫〜12月26日㈰

健康づくりサポートセンター

内容
①よかドック

対象

費用

40～74歳

500円

o午前９時～午後５時
（入館は閉館30
x月曜日
分前まで）
考古学講座「石材からわかる九州の縄
文時代・弥生時代の玉文化」
熊本大学埋蔵文化財調査センターの
大坪志子氏が、自然科学と考古学によ
る玉文化の研究成果について話しま
す。d11月13日㈯午後１時半〜３時c50
人（抽選）y無料eメール（m maibun-c.
EPB@city.fukuoka.lg.jp）か来所で、10月
31日までに同センターへ（１通につき１
人）
。

はかた伝統工芸館

〒810-0073 中央区舞鶴二丁目５-１ あいれふ内
o午前９時～午後５時
休日＆ナイト健診
（総合健診）
d①〜⑪11月７日㈰、
９日㈫、13日㈯、14
日㈰、21日㈰、27日㈯、28日㈰午前８時半
〜10時半
（９日は午後６時〜７時）※③④
は９日を除く⑫11月７日㈰午前８時半〜
10時半、
９日㈫午後６時〜７時⑬11月28
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。

a571-2921 f571-2825

a7５1-２８０６ f７５１-２５７２

②よかドック30

30～39歳

500円

⑨肺がん検診

40～64歳

500円

③胃透視検査

40歳以上

600円

⑩結核・肺がん検
診

65歳以上

無料

⑪喀痰
（かくたん）
50歳以上
細胞診検査

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

50歳以上の
④胃内視鏡検査
1,800円
偶数年齢者
⑤胃がんリスク
検査
⑥乳がん検診

35歳か40歳 1,000円
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

〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１ 市博物館
２階 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）
梶原博多人形工房 源氏物語貝絵展
博多人形師の梶原正二氏による、源
氏物語五十四帖を題材にした貝絵の作
品を展示します。一部販売あり。d10月
26日㈫〜31日㈰y入場無料

※11月７日㈰、
９日㈫、13日㈯、
21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。

梶原正二 作「若紫」

西部３Rステーション（リサイクルプラザ）

臨海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）

〒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）

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y①〜④500円⑤
無料e①〜④はがきかファクス、メール
（m seibuplaza２＠f-kankyo.or.jp）
、来所
で、10月①②21日③④22日（いずれも必
着）までに同施設へ。当選者のみ通知。
⑤電話かファクス、来所で、希望日の３日
前までに同施設へ。

11・12月の催し
②残り布でショルダーバッグ作
８人
一部講座は材料を持参。t市内に住
り 11／５〜19の金曜日13:00
（抽選） むか通勤・通学する人y①1,000円②⑤
〜16:00（連続講座）
〜⑦無料（⑥は部品代別）③400円④500
円e①〜⑤⑦往復はがきかファクスで、
③着物から簡単作務衣
（さむ
①10月25日②10月27日③10月26日④11
え）
上下・裏付き作り
８人
11／６〜27の土曜日13:00〜 （抽選） 月２日⑤⑦11月３日（いずれも必着）まで
に同施設へ。来所、ホームページでも受
16:00（連続講座）
け付けます。⑥電話か来所で、11月１日
④着物からスタンドカラーの
以降に同施設へ。
内容・日時
定員
単衣
（ひとえ）
コート作り
８人
内容・日時
定員
11／７〜28の日曜日13:00〜 （抽選）
①初心者向け・着物からスラッ
①やさしいパッチワーク講座
16:00（連続講座）
シュ開きチュニック作り
８人
10人
11／５〜12／３の金曜日10:00〜
11／４〜18の木曜日13:00〜 （抽選）
（抽選）
⑤ハーブ入りリサイクルせっけ 各５人
13:00
（11／19を除く。連続講座）
16:00（連続講座）
ん作り 水曜日10:30〜11:30 （先着）
②プランター菜園講座
10人
11／６㈯13:30〜15:30
（抽選）

③自立するペンケース作り
10人
11／６㈯、
13㈯10:00〜13:00
（抽選）
（連続講座）
④ダンボールコンポスト講座
10人
11／12㈮10:30〜12:00
（抽選）
⑤包丁研ぎ講座
４人
11／13㈯10:00〜12:00
（抽選）
⑥傘の修理
各６人
11／17㈬、
21㈰10:00〜13:00 （先着）
⑦ダーニング講座
（ほつれたり
10人
破れたりした衣類を修繕します）
（抽選）
11／20㈯10:00〜13:00

まもるーむ福岡（保健環境学習室）

科学館

〒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）

〒810-0044 中央区六本松四丁目２-１ a731-2525 f731-2530
o午前９時半〜午後９時半 ※基本展示室は午後６時まで（入場は５時半まで）
x火曜日
（祝休日のときは翌平日）

※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。申し込みは①③④電話かメール
（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、
10月15日午前10時以降に同施設へ。
（④
は10月27日まで 受 け 付 け。
１通３人ま
で）
。②電話か来所で、当日午前10時以
降に同施設へ。
①カブトガニのペーパークラフト
カブトガニのペーパークラフトを作
り、生態についても学びます。d11月13
日㈯午前10時半〜11時c30人
（先着）
②映像シアター
「海の色のひみつ」
映像とクイズで、時々変わることがあ
る海の色について学びます。d11月13
日㈯午前11時半〜11時50分c30人（先
着）

③あっとびっくり、測ってみよう放射線
※①②のスケジュールなど詳細は
放射線の測定や空中を飛ぶ放射線の
観察を行い、その力や性質を学びます。 ホームページで確認するか問い合わせ
d11月20日㈯午前10時半〜正午t小学 を。
生以上c30人
（先着）
①サイエンスショー
「冷たい世界」
④超低温の世界を体験しよう
氷よりも冷たい液体窒素を使った実
マイナス196℃の液体窒素を使って、 験ショーです。d開催中〜10月31日㈰
超低温の世界で物がどうなるのかを実 の土日祝日c各回45人（先着）y無料
験します。d11月27日㈯午前10時半〜 （基本展示室の入場券が必要）e不要
正午t小学生c15人
（抽選）
②テーブルサイエンス
「雲のひみつ」
実験やクイズで、雲に関する科学を紹
介します。d開催中〜11月29日㈪c各
回５人（先着）y無料（基本展示室の入
場券が必要）e不要

③おはなし会
同館の開館４周年記念に合わせ、
宇宙
について話します。d10月23日㈯午後１
時半〜１時45分c10人（先着）y無料e
不要
④ちびっこものづくりプログラム「くる
ぴょこカップをつくろう」
蒸気機関の車輪を動かすクランクと
同じ仕組みを利用し、回転運動を往復
運動に変えて、ぴょこぴょこ動くおも
ちゃを作ります。未就学児推奨（保護者
同伴）
。d10月31日㈰午後１時〜２時半
の10分程度c30人（先着）y無料e不
要

