
　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（11月前半の日・祝日）
診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。

11月３日（水・祝）
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
11月７日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
11月14日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）	 a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）	 a641-1966
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）	 a891-2511

※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

背振少年自然の家　①せふり親子天文教室〜知ってる？宇
宙で働く機械〜②せふりの自然に親しむつどい

①星空について学び、実験やクラフト作り、天体観察をします。②「コロナ禍の
お正月」をテーマに昔ながらの正月遊びなどをします。いずれも詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。d①11月27日㈯午後７時〜９時②12月11日
㈯午前10時〜12日㈰午後２時（１泊２日）li背振少年自然の家（早良区板屋）
a804-6771f804-6772t①小学４年〜中学生と保護者②小中学生と保護者
c①15組②７組（いずれも抽選。１組①４人②５人まで）y①大人1,000円、小中学
生500円②大人6,500円、小中学生5,000円eホームページで11月①20日②12日
まで受け付けます。

催 し

市民芸術祭　T
ザ
HE F

ファースト
IRST C

ク ラ ス
LASS

　美術作品を見るだけでなく感じて楽しむ体験型ツアーを実施します。時間な
ど詳細はホームページで確認を。小学生以下は保護者同伴。d11月５日㈮〜７日
㈰、12日㈮〜14日㈰lアジア美術館（博多区下川端町 リバレインセンタービル
７・８階）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-6259c各回８人（先着）y一般
1,500円、中学生以下1,000円（観覧料別）eホームページで受け付けます。

催 し

11/

6
●土
他

2市防災フェア

　防災関係機関による啓発ブースでの展示やステージイベント、消防
車の展示など。11月２日㈫〜６日㈯は市役所１階多目的スペースで啓
発パネルの展示も行います。d午前10時〜午後４時l市役所西側ふ
れあい広場i地域防災課a711-4156f733-5861y無料e不要

11/

7
●日

3公開講座「災害と情報 あなたの町のハザードマップの
見方教えます」

ハザードマップの見方や使い方をオンラインで学びます。d午後１
時半〜４時半i壬子会（九州大学土木系教室同窓会）af807-0950y

無料eホームページで11月６日まで受け付けます。

11/

10
●水

3博多にわか講習会

　市無形民俗文化財指定の郷土芸能「博多にわか」の講習会を実施し
ます。d午後１時〜２時（開場は午後０時40分）lふくふくプラザ４階

（中央区荒戸三丁目）i博多仁和加（にわか）振興会・高平a090-7472-
1788f566-7546c25人（先着）y無料e不要

11/

13
●土

2福岡レインボー映画祭 ①「出
シュツヒツ

櫃（カミングアウト）中国 
LGBTの叫び」②「であること」

　性的マイノリティーに関する理解や認識を深め、多様性について考
えます。各映画終了後にアフタートーク（各20分）あり。詳細は市ホー
ムページで確認を。d①午後１時半から（54分）②午後３時半から（94
分）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i人権推進課a711-4338
f733-5863c100人（先着）y無料e往復はがき（〒810-8620住所不要）
に参加者全員の応募事項を書いて11月１日以降に同課へ。市ホーム
ページでも受け付けます。１通につき２人まで。車いすで来場の場合
は申込時にその旨を記入してください。

11/

13
●土

2博多織求評会Y
ユーチューブ

ouTubeライブ配信

　承天寺で行われる博多織の展示会「博多織求評会」をライブ配信し
ます。詳細はホームページで確認を。d午後３時〜４時i博多織工業
組合a409-5162f409-5086y無料e不要

11/

14
●日

2わんにゃんよかイベント in あにまるぽーと

　犬の手入れ、猫の譲渡相談、子ども向けの紙芝居など。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）a691-0131f691-0132y無料e不要

11/

14
●日
他

2アジア美術館　コレクション展「わが黄金のベンガル
よ」学芸員によるギャラリートーク

①独立への闘い②豊かな自然と文化―をテーマに話します。d11
月①14日㈰②28日㈰いずれも午後２時〜２時半li同美術館（博多区
下川端町 リバレインセンタービル７階）a263-1100f263-1105c各10
人（先着）y無料（アジアギャラリー観覧料が必要）eファクスかメール

（m faam@faam.ajibi.jp）に、応募事項と希望日（両方も可）、ファクスの
場合はファクス番号も書いて、11月１日以降に同美術館へ。

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

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

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

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

福岡市政だより
令和3（2021）年11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。



生ごみ堆肥を使った菜園講座

　①コンポストの基本講座（段ボール、木枠、設置型）とタマネギの植え付け②コ
ンポストの使い方親子講座（段ボール、木枠）とタマネギの植え付け、バレイショ
の収穫―を行います。d11月①17日㈬②27日㈯いずれも
午前10時〜正午l立花寺１丁目種苗育成施設内（博多区
立花寺一丁目）i循環生活研究所a405-5217f405-
5951t市内に住む人（②は小学生以下と保護者）c①10
人②20人（いずれも抽選）y無料eはがき（〒811-0201東
区三苫４-４-27）かファクス、メール（m info@jun-namaken.
com）に参加者全員の応募事項と希望日を書いて、各開催
日の８日前（必着）までに同研究所へ。

講座・教室

老人福祉センター寿楽園　
①お家

うち
時間を楽しむ手作り講座②お口の健康講座

　①は郵送された制作キットを使って「がま口」を自宅で作ります。d①開催中〜
11月14日㈰②11月11日㈭午前10時〜正午l②同園（城南区南片江二丁目）i同
園af861-1123t市内に住むおおむね60歳以上c①10人（先着）②12人（抽選）
y無料e①電話かファクスで同園へ。②電話か来所で、11月６日までに同園へ。

講座・教室

「博多町家」ふるさと館　あかり絵の世界

　素焼きの人形と照明、博多弁を組み合わせたオブジェ「あかり絵」の作家・入江
千春氏の作品を展示。d11月３日（水・祝）〜30日㈫午前10時〜午後６時（展示棟の
入館は閉館30分前まで） ※22日㈪は休館li同館（博多区冷泉町）a281-7761 
f281-7762y無料（展示棟入館料別）

催 し

段ボールコンポスト

11/

15
●月

4遺言の日市民セミナー

　遺言に関する法改正について弁護士が話します。ウェブ会議サービ
ス「Zoom（ズーム）」での参加も可。d午後１時半〜３時半li県弁護士
会館（中央区六本松四丁目）a741-6416f715-3207c会場30人、オン
ライン100人（いずれも先着）y無料eファクスに応募事項と参加方法

（会場またはオンライン）を書いて同会館へ。ホームページでも受け
付けます。

11/

17
●水
他

2博多ガイドの会 お櫛田さんから住吉さんをぶら散歩
〜キャナルシティ博多周辺の今・昔〜

　キャナルシティ博多（博多区）周辺を中心に散策します。d11月17日
㈬、19日㈮、20日㈯午後１時半〜３時半l集合は櫛田神社（博多区上川
端町）、解散は住吉神社（博多区住吉三丁目）i博多区企画振興課a4 
19-1012f434-0053t小学生以上（小学生は保護者同伴）c各18人（抽
選）y700円e電話かファクスに応募事項と希望日を書いて、11月８日
までに同課へ。ホームページでも受け付けます。当選者のみ通知。

11/

18
●木

2老人福祉センター舞鶴園
優しい認知症ケア「ユマニチュード®」ビデオ上映会

　「ユマニチュードって何だろう 入門編」を上映します。d午後３時〜４
時半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c15人（先着）y無料e電話かファクス、来所で、11月
１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

11/

18
●木

2外国人学生が語る「ふるさとの街と福岡」

　トルコ出身のアクサイ・フルカンさんが、ふるさとの街などについて
日本語で話します。d午後６時半〜７時半li福岡よかトピア国際交
流財団（博多区店屋町 市国際会館）a262-1744f262-2700c33人（先
着）y500円（外国人学生は無料）e電話かファクス、メール（m attaka 
@fcif.or.jp）で、11月１日以降に同財団へ。定員を超えた場合のみ通知。

11/

19
●金
他

2老人福祉センター長生園
①長生園オレンジカフェ②福岡歴史文化特別講座

①認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気の中で話や相談
ができます。②「菅原道真公と天神様」について学びます。d11月①19
日㈮午後２時〜３時半②25日㈭午前10時〜正午li同園（博多区千代
一丁目）a641-0903f641-0907t市内に住む①おおむね50歳以上②
おおむね60歳以上c各20人（先着）y無料e電話かファクス、来所で、
11月①２日②１日以降に同園へ。②はメール（m cho-seien@magokorok
ai.jp）でも受け付けます。いずれも定員を超えた場合のみ通知。

11/

20
●土

3市文学館定例講座
ももちはま草紙 「朝鮮海峡」―記憶と文学

　元JNNソウル特派員の西嶋真司氏が話します。d午後２時〜３時半
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a

852-0606f852-0609c40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、11月10日（必着）までに同課へ。当選者のみ通知。

11/

20
●土
他

2もーもーらんど油山牧場　①綿花摘み＆クリスマス
リース作り②オシャレなしめ縄飾り作り

①は摘み取った綿花を使ってリースを作ります。いずれも小学生以
下のみの参加不可。d①11月20日㈯午前10時半〜正午②12月４日㈯
午前10時半〜11時半li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040c

①15組②24人（いずれも抽選。①は１組２人まで）t①不問②６歳以上
y①１組400円②1,500円e往復はがき（〒811-1353南区柏原710-２）に
参加者全員の応募事項と当日連絡可能な電話番号、代表者の氏名を
書いて11月１日〜①５日②10日（いずれも必着）に同牧場へ。ホーム
ページでも受け付けます。

11/

20
●土
他

2ドキュメンタリー映画「普通に死ぬ 〜いのちの自立〜」
上映会／トークイベント

　年齢を重ねてゆく重い障がいのある人とその家族、支援者の取り
組みを追ったドキュメンタリー映画を上映します。20日㈯午後の回は
上映後に監督などを迎えたアフタートークを、21日㈰の上映後は監
督・出演者と「いのちの自立」を考えるシンポジウムも実施。詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。d11月20日㈯午前10時〜
正午、午後２時〜４時55分、21日㈰午後１時〜５時半 ※上映会（各回２
時間）のみの参加可l市科学館（中央区六本松四丁目）i市文化芸術
振興財団a263-6265f263-6259c各回100人（先着）y一般1,000円、
25歳以下800円 ※車いすなどの付き添いの場合は割引ありeチケッ
トぴあ、ローソンチケットなどでチケットを販売。

11/

21
●日

3雁の巣レクリエーションセンター
アビスパ福岡親子サッカー教室（アビースクール）

　アビスパ福岡のスクールコーチによる親子サッカー教室。d午前10
時〜11時半li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t小学
１〜３年生と保護者のペアc20組（抽選）y１組100円e往復はがき

（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクス、来所で、11月12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。

11/

21
●日

2臨海３Ｒステーション　イーコトフェスタ

　竹とんぼ・凧揚げ講習会や、オンラインで学ぶ野菜づくり講座など
を実施します。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３時li同ステーション（東区箱崎ふ頭四丁目）a642-
4641f642-4598y入場無料eホームページを確認の上、11月１日〜
14日に申し込みを。

11/

21
●日

3城南障がい者フレンドホーム　親子編み物教室

　親子で子ども用の指編みマフラーを作ります。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
に住む小学生以上の障がい児と保護者c４組（抽選。１組２人まで）y

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、11月２日〜10日（必着）に同
ホームへ。当選者のみ通知。
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●催し名など（コースも）　 ●氏名（ふりがな）　 ●電話番号
●郵便番号・住所 ●年齢 ●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演 応募等のはがきの料金は 63 円です。

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報



Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

l①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a401-3456f739-6081tおおむね60歳c①10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、11月
１日午前10時以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

内容 日時 費用

①「眠ってるミシンありませんか？洋裁教室」11／18㈭
13:30〜16:30 4,500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

「アサーティブコミュニケーション」相手を
尊重しつつ、効果的な伝え方を学びます。 ▽

３部＝「自由懇談タイム」

11／26㈮

▽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
優しさを伝えるケア技術「ユマニチュードⓇ」Vol.15
〜何度も尋ねるときは、楽しい気分に切り替える〜

　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」を目指しています。
　何度も同じことを尋ねるときには、実は不
安な気持ちを質問で表現しているかもしれ
ません。そんなときには質問と関連がある、
別の楽しいことを提案してみることも解決策
になります。
i認知症支援課a711-4891f733-5587

●認知症コミュニケーション・ケア技法「ユマニチュード®」
専門職向けオンライン研修（基礎研修１）
　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。d来年１月16日㈰午前10時〜午後５時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
通勤する看護・介護等の専門職c30人（先着）y１万6,500円eホームページで
11月１日以降に受け付けます。

11/

23
●●火・祝

2今津リフレッシュ農園　野菜収穫体験

d午前９時〜正午、正午〜午後３時半li同農園（西区今津）a806-25 
65f806-2570t市内に住む人c150口（抽選）y１口1,000円（ジャガイ
モ５株、大根２本、白菜２株程度）e往復はがき（〒819-0165西区今津56 
85）に応募事項と希望時間帯を書いて11月１日〜９日（必着）に同園へ。
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口。

11/

23
●●火・祝

2ダイバーと一緒に海中海岸同時清掃
FUNクリーンアップデー

d午前10時〜正午l福浜海岸（中央区福浜）iふくおかFUNaf407-
6970c100人（先着）y無料eメール（m fukuokafun.info@gmail.com）
に参加者全員の応募事項を書いて、11月１日以降に問い合わせ先へ。

11/

23
●●火・祝

2ふくふくプラザ　　バリアフリー映画上映会「風の電話」

　岩手県大槌町にある、亡き人に思いを伝える電話ボックス「風の
電話」をモチーフにした映画。日本語字幕、副音声付き。d午後１時半
〜４時l同プラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会総務課
a 731-2932f731-2934c110人（抽選）y300円e電話かファクスで、11
月１日〜15日に同課へ。１通２人まで。ホームページでも受け付け。

11/

23
●●火・祝
他

3キッズフォレスタークラブ
〜ふくおかの森を知ろう・守ろう〜

　水源を守る機能を持つ水源かん養林（早良区曲渕）で森の観察、手
入れを行います。d11月23日（火・祝）、27日㈯午後１時半〜４時 ※内容は
同じl集合・解散は早良区飯場 ※入部出張所からの送迎もありi環
境調整課a733-5389f733-5592t小学生以上（小学生は保護者同伴）
c７組（先着。１組４人まで）y無料eファクスかメール（m k-chosei.
EB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日、参加人数、送迎を利用す
る場合はその旨も書いて、11月１日以降に同課へ。

11/

24
●水

3花畑園芸公園　園芸講座 ウメのせん定と冬期管理

　ウメの樹を活性化させて実を付けるためのせん定を学びます。d午
後１時半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-3754 
c30人（先着）y無料e電話かファクスで、11月17日以降に同公園へ。

11/

24
●水
他

2かなたけの里公園
はじめてのノコギリ、はじめてのたき火

　まき作りとたき火体験をします。d11月24日㈬、12月１日㈬午後１時
〜３時li同公園（西区金武）a811-5118f400-0147t未就学児と保
護者c各５組（先着。１組４人まで）y１組500円e電話か来所で、11月１
日以降に同公園へ。

11/

27
●土

2東区、よかまち・よかとこ歩
さ ん ぽ

・歩・歩
 「わじろ歴史探訪 上和白を訪ねて」

　松原口堤、明覚寺、宮前古墳などを巡ります。d午前10時〜午後０
時半l集合は和白公園（東区和白三丁目）、解散は大神神社（東区高
美台二丁目）i東区歴史ガイドボランティア連絡会・山田a090-5484-
5674m ymd3425@gmail.comc25人（抽選）y500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11月15日（必
着）までに東区生涯学習推進課へ。

11/

27
●土

2はかた伝統芸能四季の舞 〜霜月〜

　博多の伝統芸能団体が唄や舞を披露します。d午後１時半〜３時半
lFFGホール（中央区天神二丁目）i博多伝統芸能振興会a441-1118 
f441-1149c340人（先着）y4,000円e電話かファクス、メール（m fkk
dentou@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。ホームページでも受け付けます。 

11/

27
●土

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」 古代ロマンまち歩き〜那珂・比恵編〜

　博多区の那珂八幡古墳や東光寺剣塚古墳などを巡ります。小学生
以下は保護者同伴。d午後１時〜３時半l集合はJR竹下駅前、解散は
玉屋食品 壱岐の島（博多区博多駅南四丁目）i福岡観光コンベンショ
ンビューローa733-5050f733-5055c12人（先着）y800円、小学生以
下100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を書いて、11月４日午前10時以降に問い合
わせ先へ。

11/

27
●土
他

3市民防災センター　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などを学びま
す。d11月27日㈯、28日㈰午後２時〜３時li同センター（早良区百道
浜一丁目）a847-5990f847-5970t１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。１組２人まで） ※子どもの同伴も可y無料e電話かファク
スに応募事項と希望日を書いて、11月１日以降に同センターへ。

11/

28
●日

2西障がい者フレンドホーム
クリスマスオーナメント教室

　紙粘土とワイヤーを使って自分の名前の飾りを作り、リースを制作
します。d午前10時〜正午li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017 
f883-7037t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）y350円e電話か来所で、11月２
日〜16日に同ホームへ。空きがあれば当日も受け付けます。

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
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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。



①コーチングクリニック「選手を育てるスポーツコミュニケー
ション」②市生涯スポーツ講座

　①選手の考える力を伸ばすための効果的な関わり方などを学びます。②ス
ポーツの役割や指導方法などを学びます。実技もあり。受講後は地域やサーク
ル等に指導者として派遣される市スポーツリーダー・バンクへの登録も可能（有
料）。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d①12月10日㈮午後６時
半〜８時半②来年１月８日〜23日の土・日曜日午前９時半〜午後５時45分（連続講
座）lあいれふ（中央区舞鶴二丁目） ※②は中央体育館（中央区赤坂二丁目）で
実施する日もありi市スポーツ協会a407-8381f407-8185t①ジュニア世代

（小・中・高）の指導者など②市内に住むか通勤する満18歳以上（令和３年４月１日
現在）c①30人②50人（いずれも抽選）y①500円②問い合わせをe①ホーム
ページで11月１日〜15日に受け付けます。②11月１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、各公民館などで配布する申込書
を11月19日（必着）までに同協会へ。当選者のみ通知。

講座・教室

11/

28
●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あるドングリ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）a566-8208f 

566-8920t小学生（保護者同伴）c15人（先着）y500円e電話か来所
で、11月５日以降に同公園へ。

11/

28
●日

3オンライン万華鏡作り（海ごみ工作）

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使ったオンライン講座。海洋
ごみとして問題となっているマイクロプラスチックで作ります。事前に
制作キットを郵送。d午前10時〜11時iふくおかFUNaf407-6970c 

20人（先着）y無料eメール（m fukuokafun.info@gmail.com）に参加者
全員の応募事項を書いて11月１日以降に問い合わせ先へ。

11/

28
●日

3今宿野外活動センター　あおぞらピザ教室

　石窯でピザを作ります。高校生以下は保護者同伴。d午前10時〜
正午、午後１時半〜３時半li同センター（西区今宿上ノ原）a806-31 
14f806-3115c各５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（〒819-0163西区今宿上ノ原217-２）に参加
者全員の応募事項と希望時間、食物アレルギーの有無を書いて11月
１日〜16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。

11/

28
●日

2リメンバー福岡 自死遺族の集い

　家族、友人、恋人などを自死（自殺）で亡くした人たちが、寄り添い語
り合う集い。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使用します。詳細
はホームページで確認を。d午後１時15分〜４時i市精神保健福祉セ
ンターa737-1275f737-8827y無料eホームページで11月26日まで
受け付けます。

11/

30
●火

3シニア世代のライフプランセミナー

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」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、11月１日以降に問い合わせ先へ。定員を超
えた場合のみ通知。

12/

4
●土

2楽水園　落語

　福岡市のアマチュア落語集団・内浜落語会の四笑亭楽狐 （よんしょう
てい らっこ）、粗忽家勘江（そこつや かんこう）が出演。抹茶サービス付
き。d午後１時〜２時半li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c 

15人（先着）y1,500円e電話か来所で、11月１日午前９時以降に同園へ。

12/

4
●土

2 VR能

　日本の伝統芸能「能」と、VR（仮想現実）技術を駆使した映像を融合
させた舞台。詳細はホームページで確認を。d午後１時〜、４時半〜 
※内容は同じlアクロス福岡イベントホール（中央区天神一丁目）i

アクロス福岡チケットセンターa725-9112f725-9102c各260人（先
着）y一般4,000円、学生2,000円n４か月〜就学前（無料。託児の申し
込みは前日までにテノ.サポートa0120-8000-29へ。先着順）e電話か
来所（アクロス福岡２階）で同センターへ。ホームページでも受け付け。

12/

8
●水

2九州交響楽団 定期演奏会
〜400回に刻む 小泉九響 極みのブラームス〜

　ブラームスの交響曲第２、３番を演奏します。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。

12/

9
●木

3東図書館　生き活
い

き講座
「ロコモ予防で健康寿命をのばそう」

　保健師・運動指導士からロコモティブシンドローム予防について学
びます。椅子に座って行うストレッチもあり。d午後２時〜３時lなみ
きスクエア（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973t18
歳以上c18人（先着）e電話か来所（なみきスクエア内）で、11月１日以
降に東図書館へ。

12/

14
●火

3
老人福祉センター若久園　
健康増進講座「食事を美

お い

味しく食べる」
　純真学園大学保健医療学部看護学科教授の後藤みゆき氏が話し
ます。d午後１時半〜２時半li同園（南区若久六丁目）a511-7255f 

511-7558t市内に住む60歳以上c20人（抽選）y無料e電話か来所
で、11月９日〜30日までに同園へ。空きがあれば当日も受け付けます。

12/

18
●土

3アミカス　女性の人生サポート講座 
「知って活用しよう労働のルール」

　職場のハラスメント、残業代の不払いやパートの更新など、守られ
なければならない労働のルールについて学びます。d午後２時〜４時
liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766t女性c40人

（先着）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10日前までに申し込みを。先着順）e電話かファクス、メール

（m amikas@city.fukuoka.lg.jp）で、11月１日以降に同施設へ。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。

12/

19
●日

2海の中道青少年海の家　ファミリーキャンプ
〜家族で協力、海の家版豆腐作り〜 

　海水を使った豆腐作りを体験します。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c40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11月
19日まで受け付けます。

12/

20
●月

3ホームヘルパースキルアップ研修 
高次脳機能障がいの理解と対応

d午前10時〜午後２時半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c50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11月１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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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



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11月①④９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） 12／10㈮ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 30人

②入門 12／３㈮ 南消防署（南区塩原二丁目） 541-0219 25人

③普通１

12／11㈯ 市民防災センター（早良区百道浜
一丁目） 821-0245 20人

12／12㈰ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 30人
12／14㈫ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人
12／16㈭ さいとぴあ（西区西都二丁目） 806-0642 20人

④上級 12／３㈮ 消防本部 791-7151 各30人
12／18㈯

　※時間は①午後７時〜８時半②午前10時〜11時半③午前10時〜午後１時④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。

講座・教室

介護実習普及センター　12月の講座

　①②はオンライン受講も可能。詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。li同センター（中央区荒戸三丁目 ふくふくプラザ３階）a731-8100f731-
5361y①〜⑤⑧⑨無料⑥300円⑦500円e電話かファクス、メール（m f_kaigon 
@fukuwel.or.jp）、来所で、11月１日以降に同センターへ。

内容 日時 定員（先着）
①認知症を理解しよう 12／１㈬13:30〜15:30 45人
②心が行きづまる前に知っておきたいこと 12／２㈭14:00〜16:00 40人

③介護ベッドを正しく使おう 12／４㈯11:00〜13:00、
12／９㈭10:00〜12:00 各８人

④今日から使える介護１日講座 12／７㈫10:30〜15:00 ８人
⑤こんな時はどうするの、認知症の人への
関わり 12／８＝家族編、15＝ご近所編

12／８㈬、15㈬
13:30〜15:30 各45人

⑥自助具製作教室（紙パックに取り付けて注
ぎやすくする紙パックハンドルを作ります） 12／11㈯14:00〜16:00 10人

⑦食べやすいおせち料理 12／14㈫10:00〜12:00 10人

⑧滑らせてらくらくベッド上の移動 12／18㈯11:00〜13:00、
23㈭10:00〜12:00 各８人

⑨知ることからはじめよう、認知症支援制度 12／22㈬13:30〜15:30 45人

講座・教室

受給終了後に「雇用主都合による解
雇以外の離職、廃業、休業等により減
収した場合」も再受給が可能になって
います。支給期間は３カ月で延長はあ
りません。また、11月末までに申請し
た場合は職業訓練給付金との併給が
可能です（ただし今年５月以前の支給
を除く）。詳細は市ホームページで確
認を。【申請期間】11月30日（消印有
効）までi市生活自立支援センター
a0120-17-3456f732-1190、同センター
分室a0120-20-0607f791-7353

新しい水洗化区域のお知らせ
　10月21日から次の区域の一部が新
しく水洗化（下水処理）区域になりまし
た。【東区】唐原五丁目、みなと香椎一
丁目・三丁目【博多区】金の隈一丁目

お知らせ
住居確保給付金の再支給の申請
期間が11月末まで延長されまし
た

　同給付金は、離職、廃業または休業
等での収入減少により経済的に困窮
し住居を失う恐れのある人に対して、
家賃相当分の給付金を支給して住居
の確保と就職に向けた支援を行う制
度です。これまで一度給付金の受給
が終了した人は「雇用主の都合により
新たに解雇された場合」のみ再受給
が可能でしたが、今年２月の改正で、

【南区】桧原三丁目【早良区】早良七
丁目、重留六丁目、田村七丁目、野芥
五丁目【西区】今宿駅前一丁目、今津、
大字徳永、富士見一丁目、大字元岡。
水洗化区域になった各家庭では次の
ように改修してください。 ▽くみ取り
便所は３年以内に水洗便所に改造する

（貸付制度あり） ▽風呂、台所などの
雑排水は６カ月以内に排水設備を設
置し下水管（汚水管）に流す ▽排除方
式が分流式になっている区域の汚水
は汚水管へ、雨水は側溝か雨水管に
流れるように接続する。i下水道事業
調整課a711-4428f733-5533、貸付
制度は下水道管理課a711-4534f73 
3-5596
2011年製以前の消火器は設置す
ることができなくなります

　消防法令に基づいて設置している
消火器で製造年が2011年以前のもの

（旧規格消火器）は、来年１月１日以降
設置することができなくなります。ま
だ旧規格の消火器を設置している場
合は計画的に交換を進めてくださ
い。 ※消火器の側面の「適応火災
マーク」が文字表示の場合は交換が
必要。絵表示であれば交換は不要で
す。詳細は市ホームページで確認を。
i査察課a725-6626f791-2699
マリノアシティ福岡で未使用・未
開封の食品の寄付を受け付けま
す

　家庭で使い切れない未使用・未開
封の食品を集め、必要とする団体など
に無償で提供する「フードドライブ」を
マリノアシティ福岡（西区小戸二丁
目）で行います。引き取り可能な食品
など詳細は市ホームページで確認す
るか問い合わせを。d11月５日㈮〜７
日㈰午前10時〜午後５時i西部３Ｒス
テーションa882-3190f882-4580
秋の地下鉄さんぽ フォトコンテス
ト
　地下鉄沿線にある友泉亭公園（城
南区友泉亭）などで撮影した写真に
＃（ハッシュタグ）を付けてツイッター
で投稿してください。応募方法など詳
細はホームページで確認を。d11月１
日㈪〜12月24日㈮iお客様サービス
センターa734-7800f734-7801tツ
イッターのアカウントを持ち、市地下
鉄のツイッターをフォローしている人
「市西部工場建替事業」に係る計
画段階環境配慮書の公表・説明会

　市環境影響評価条例の規定に基づ
き、配慮書を公表し、説明会を開催し
ます。環境保全の見地から期間中は
意見書を提出することができます。詳
細は市ホームページで確認するか問
い合わせを。【公表】11月22日㈪まで
西部工場再整備担当（市役所13階）、
西部工場管理棟（西区大字拾六町）、

西区企画振興課（西区役所３階）、西
部出張所で【説明会】11月12日㈮午後
７時、14日㈰午前10時半から西部工場
で。定員は各回30人（先着）。申し込み
は電話か来所で、11月１日以降に同担
当へ。i同担当a711-4764f733-5599

松風園　紅葉の写真展 作品募集
　同公園内で撮影した写真を募集

（先着30点。１人１点）。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
li同園（中央区平尾三丁目）af52 
4-8264y無料（撮影時は入園料が必
要）e作品の裏に応募事項と作品タ
イトル、撮影年月日を書いた紙を貼り
郵送（〒810-0014中央区平尾３-28）で、
11月１日以降に同園へ。来所でも受け
付けます。定員を超えた場合のみ通
知。
楽水園　フォトコンテスト 作品募
集

　同園で撮影した写真を募集（選考
10点。１人１点）。来年２月２日㈬〜28日
㈪に来園者が投票を行い、最優秀賞１
作品に景品を進呈。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
li同園（博多区住吉二丁目）af 

262-6665y無料（撮影時は入園料が
必要）e作品の裏に応募事項と作品
タイトル、撮影年月日を書いた紙を貼
り郵送（〒812-0018博多区住吉２-10-
７）で、12月27日（必着）までに同園へ。
来所でも受け付けます。定員を超え
た場合のみ通知。
市一時預かり事業（一般型）の補
助金交付対象事業者を募集

　児童福祉法の規定に基づく同事業
を実施または実施予定で、補助金の
交付を希望する事業者を募集。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。【募集要
項の配布】11月１日から事業企画課

（市役所13階）で。市ホームページに
も掲載【申込期間】11月26日までi同
課a711-4114f733-5718
政治倫理審査会で市長、市議会
議員の資産などを審査しました

　「福岡市長の政治倫理に関する条
例」および「福岡市議会議員の政治倫
理に関する条例」に基づき、市長、市
議会議員の資産などについて、８月24
日に市政治倫理審査会で審査が行わ
れました。審査の対象は市長および
市議会議員の令和２年12月31日現在
の資産等報告書、令和２年分の所得
等報告書、令和３年４月１日現在の関
連会社等報告書です。各報告書の記
載事項等を審査した結果、特に指摘
すべき事項はないとの「審査報告書」
が提出されました。同報告書および
議事録は総務企画局総務課（市役所
８階）で閲覧できます。i同課a711-
4044f724-2098

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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友泉亭公園　紅葉の写真展 作品
募集

　同公園内で撮影した写真を募集
（先着50点。１人１点）。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
li同公園（城南区友泉亭）af711-
0415y無料（撮影時は入園料が必要）
e作品の裏に応募事項と作品タイト
ル、撮影年月日を書いた紙を貼り郵送

（〒814-0122城南区友泉亭１-46）で、11
月１日以降に同公園へ。来所でも受け
付けます。定員を超えた場合のみ通
知。

来年度奨学生を募集
　保護者が市内に住み、来年４月に県
内の高等学校、高等専門学校、専修学
校高等課程に進学予定で、学費の支
払いが困難な人に奨学金を貸し付け
ます。卒業後に返還が必要。【金額（予
定）】 ▽ 公立＝月額１万円、１万5,000
円、１万8,000円のいずれかと入学資金
５万円 ▽私立＝月額１万円、１万5,000
円、２万5,000円のいずれかと入学資
金10万円【申し込み】各中学校で配布
する願書に保護者の令和３年度所得
証明書を添付して、在学する中学校
へ提出。詳細は市教育振興会に確認
を。i同会a721-1709f721-1739
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】来年１月24日㈪まで。
期間中は、市に意見書を提出できま
す【縦覧場所】政策調整課（市役所14
階）、県中小企業振興課（県庁７階）i

政策調整課a711-4326f733-5593
名称（所在地） 内容 届出日

（仮称）コーナンＰＲＯ城
南片江店（城南区片
江五丁目）

新設 ９月９日

マックスバリュエクス
プレス福岡空港店（博
多区大井二丁目）

変更９月13日

しごと

市オンライン合同会社説明会
　約40社が出展。ウェブ会議サービス

「Zoom（ズーム）」を使ったライブ配信
形式で行います。就活セミナーも実
施。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。d11月５日㈮、６日
㈯午前10時〜午後６時10分i同説明
会運営事務局（カウテレビジョン内）
a401-6055f600-7074t求職中の人、
来年３月に大学などを卒業予定の人

　※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。

y無料eホームページで受け付けま
す。
老人福祉センター若久園　シニ
アのための就業支援合同企業説
明会

　積極的にシニアを雇用している企
業による説明会。終了後に個別相談
会もあり（希望者のみ）。d11月30日
㈫午後１時半〜３時半li同園（南区
若久六丁目）a511-7255f511-7558 
t市内に住むおおむね60歳以上c20
人（先着）y無料e電話かファクス、来
所で、11月２日以降に同園へ。
城南区課税課職員（短期一般事務
補助）を募集

　個人市民税に係る書類の受け付
け・分類・ファイリングなどの業務に従
事。【任用期間】来年２月１日〜５月31
日の間【募集案内・申込書の配布】同課

（城南区役所２階）、城南市民センター
（城南区片江五丁目）、城南市民プール
（城南区片江一丁目）などで。市ホー
ムページにも掲載【申込期間】11月１
日〜22日（消印有効）i同課a833-40 
31f841-2145

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「AutoCADによる建築・機
械設計」講習②パソコン「ホームペー
ジ作成（HTML／CSS編）」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。
d来年１月７日〜①３月11日の火・金
曜日午後６時半〜９時②２月18日の
火・金曜日午後７時〜９時（いずれも２
月11日を除く）li同協会（東区千早
五 丁 目 ）a671-6831f672-2133t文
字入力、マウス操作ができる人c各
15人（先着）y①４万9,000円②２万
2,000円e電話か来所で、11月２日以
降に同協会へ。
留守家庭子ども会運営スタッフ

（補助支援員）の登録者を募集
　市内の小学校内に設置する同会
で、入会児童の育成支援を行う職員
の補助員として活動。【活動時間】月
〜金曜日の午後１時半〜７時、土曜日
は午前８時〜午後６時。学校休業日な
ど午前中からの場合もあり【謝礼】１
時間950円【申し込み】写真付きの履
歴書を持参で放課後こども育成課

（市役所13階）へ。随時受け付け。i同
課a711-4662f733-5736
シニア活躍応援セミナー 初心者
のための「コールセンターのお仕
事」

　仕事内容や求められる技能につい
ての説明、電話対応の業務体験など。
オンラインでの参加も可。詳細は問
い合わせを。d12月３日㈮午後２時〜
４時lふくふくプラザ（中央区荒戸三
丁目）i同セミナー事務局（パーソル

テンプスタッフ内）a433-7780f287-
9330t市内に住むおおむね60歳以上
c30人（先着）y無料e電話かファク
スで、11月１日以降に同事務局へ。定
員を超えた場合のみ通知。
市保育士・保育所支援センター出
張相談会

　保育所等への就労に関する相談に
応じます。同センターへの登録と求人
票の閲覧、保育所等の見学申し込み
なども可能（登録には保育士証また
は子育て支援員研修修了証書の登録
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。d11月①19日㈮②26日㈮いず
れも午前10時〜午後３時lハロー
ワーク①福岡中央（中央区赤坂一丁
目）②福岡東（東区千早六丁目）i同
センターa711-6808f733-5718t市
内の保育所等への就職を希望する人
y無料e不要

シニア活躍応援セミナー 高齢者
と企業の交流会＆個別面談会

　求人内容の説明や交流会など。
d11月29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c20人（先
着）y無料e電話かファクスで、11月
１日以降に同事務局へ。定員を超えた
場合のみ通知。
老人福祉センター長生園　アク
ティブシニア就業合同企業説明
会

　高齢者を積極的に雇用している企
業による説明会。個別相談会も実施。
d11月27日㈯ 午 後１時 半〜３時 半
li同園（博多区千代一丁目）a641-
0903f641-0907t市内に住むおおむ
ね60歳以上c15人（先着）y無料e

電話かファクス、メール（m cho-seien 
@magokorokai.jp）、来所で、11月２日
以降に同園へ。 定員を超えた場合の
み通知。

職業訓練来年１月生を募集
　①ものづくりCAD科NCコース②ビル
管理技術科③住宅リフォームCAD技術
科④建設機械科⑤ビジネスワーク科
⑥ビル設備サービス科⑦（企業実習
付）ビル設備サービス科⑧CAD／CAM
科⑨（導入講習付）スマート生産サ
ポート科―で募集。託児あり。日程や

料金など詳細はホームページで確認
するか問い合わせを。d来年１月５日
㈬〜①〜⑧６月30日㈭⑨７月28日㈭
li①〜⑤福岡職業能力開発促進セ
ンター飯塚訓練センター（飯塚市柏
の森）a0948-22-4988f0948-22-4912 
⑥〜⑨福岡職業能力開発促進セン
ター（北九州市八幡西区穴生三丁目）
a093-641-6909f093-631-6516tハ
ローワーク（公共職業安定所）に求職
申請をしている人e来所で11月１日
〜12月①〜⑤８日⑥〜⑨６日に住所
地のハローワークへ。

ひとり親家庭支援センター 就業
支援講習会

　いずれも連続講座。詳細は問い合
わせを。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c各10人
（選考）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、11月２日〜16日に同センター
へ（月曜休館）。

内容 日程

秘書検定３級 11／25〜
来年１／６の木曜日

初めての
パソコン

11／28〜
12／19の日曜日

介護事務 11／28〜
来年１／16の日曜日

ワード・
エクセル基礎

11／30〜
12／10の火〜金曜日

簿記３級 12／11〜
来年２／19の土曜日

ワード・
エクセル基礎

来年１／９〜
３／６の日曜日

パワー
ポイント

来年１／13〜20の
水〜金曜日

エクセル
検定対策

来年１／15〜
２／19の土曜日

メンタルヘル
ス３種

来年１／21〜
２／９の水・金曜日

ホームページ
作成

来年１／26〜
２／10の水〜金曜日

会計ソフト
講座

来年２／22〜
３／３の火・木曜日

　※時間は午前９時半〜午後４時半
（秘書検定の一部日程と介護事務は
３時半まで）
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

お知
らせ しごと

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報



シニアのための健康おしごと鑑
定団「まだまだ働ける度診断会＆
おしごと相談」

　体力・処理能力・個性の診断会と仕
事の相談会を実施。d11月①29日㈪
②30日㈫いずれも午前10時〜午後４
時l①あすみん（中央区今泉一丁目）
②老人福祉センター舞鶴園（中央区
長浜一丁目）i県新雇用開発課a64 
3-3593f643-3619tおおむね60歳以
上c各50人（先着）y無料e電話か
ファクスで、11月１日以降に問い合わ
せ先へ。
特別支援学校・特別支援学級の職
員を募集

　特別支援学校介助員、特別支援学
校給食介助員、特別支援学級職員、特
別支援学級介助員を募集。【任用期
間】来年４月１日〜再来年３月31日（再
任用あり）【募集案内・申込書の配布】
11月２日から市発達教育センター（中
央区地行浜二丁目）、各特別支援学
校、情報プラザ（市役所１階）、各区役
所情報コーナー、入部・西部出張所
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】11月17日（消印有効）までi同セ
ンターa845-0015f845-0025
中央区健康課 母子訪問指導に従
事する助産師または保健師を募
集

　【資格】病院勤務などの実務経験を
３年以上有する助産師か保健師【申し
込み】必要書類（履歴書、資格免許証
の写し）を郵送（〒810-0073中央区舞
鶴２-５-１ あいれふ６階）か持参で同課
へ。i同課a761-7338f734-1690
老人福祉センター舞鶴園　シニ
アのための就業支援 合同企業説
明会

d11月29日㈪ 午 後１時 半〜３時 半
li同園（中央区長浜一丁目）a771-
7677f716-0046t市内に住むおおむ
ね60歳以上c15人（先着）y無料e

電話かファクス、来所で、11月１日以降
に同園へ。定員を超えた場合のみ通
知。
県中高年就職支援センター　求
職者と企業をつなぐ「ミニ面接
会」

　県内企業３社程度が参加。希望企
業の担当者から仕事内容などを聞く
ことができます。履歴書不要。d11月
９日㈫午後２時〜４時l市中小企業サ
ポートセンター（博多区博多駅前二丁
目 福岡商工会議所ビル２階）i県中
高年就職支援センター（アソウヒュー
マニーセンター内）a711-7760f725-
3622tおおむね40歳から64歳までの
求職者y無料e電話かメール（m ts
c-f@ahc-net.co.jp）で、11月９日までに
問い合わせ先へ。ホームページでも

部税理士会福岡支部a472-3410f47 
2-3416t個人y無料e当日先着順（予
約不可）

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は視覚障
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。d11月17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
行政書士による「暮らしと事業」無
料相談会

　会社設立・建設業許可、相続等の相
談に応じます。d11月６日㈯午前10時
〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l中央市民センター２階（中央区赤坂
二丁目）i県行政書士会a641-2501 
f641-2503y無料e不要

日曜労働相談会
　電話と面談で相談に応じます。相
談内容によって弁護士も対応。d11
月14日㈰午前10時〜午後６時（受け付
けは５時半まで）li福岡労働者支
援事務所（中央区赤坂一丁目）a735-
6149f712-0497y無料e不要

無料調停相談会
　民事・家事調停委員が金銭問題、交
通事故、家庭内の問題などの相談に
応じます。詳細は福岡民事調停協会
に電話（a781-3141）で問い合わせ
を。d11月13日㈯午前10時〜午後３
時l香椎公民館（東区香椎駅前二丁
目）y無料e不要

精神保健福祉センター 専門相談
　いずれも無料。【専門電話相談】 ▽

依存症・引きこもり＝火・木曜日 ▽ 発
達障がい・性同一性障がい＝第１・３水
曜日（いずれも祝休日を除く）午前10
時〜午後１時a737-8829【専門医師に
よる面接相談】アルコール・薬物・ギャ
ンブル等への依存症、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）a737-8825f737-882 
7

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。d11月21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、11月１日以降に同

受け付けます。当日まで受け付け可。
高齢者活躍人材確保育成事業「事
務補助（スマホ）」技能講習

　スマートフォン（アンドロイド）の基
礎から情報受発信を行うためのアプ
リの操作まで学びます。d12月８日㈬
午前９時半〜午後４時45分l博多バ
スターミナルビル（博多区博多駅中
央街）i県シルバー人材センター連
合会a292-1857f623-5677t市内に
住み、勤労意欲のある60歳以上c15人

（選考）y無料e11月１日から同連合会
（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）などで配布またはホームページに
掲載する申込書で11月26日（必着）ま
でに同連合会へ。受講決定者のみ通
知。
福岡コンベンションセンター職員
を募集

　福岡国際会議場（博多区石城町）
で、事務系総合職（運営、営業、総務）
と技術系総合職（施設の維持管理・運
営）を募集。資格条件あり。【採用予定
日】来年４月１日【募集案内】ホーム
ページに掲載【申込期間】11月11日

（必着）までi同センター企画総務課
a262-3364f262-4701
中高年求職者向け フォークリフト
運転技能講座

　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。d12月８日㈬
〜16日㈭ ※日程はコースによって異
なるl博多市民センター（博多区山
王一丁目）他i県中高年就職支援セ
ンターa477-6088f477-6091tおお
むね40歳から64歳までの求職者c20
人（抽選）y無料e申込書を11月24日

（必着）までに問い合わせ先へ。当選
者のみ通知。

税理士による無料税務相談会
d11月16日㈫〜18日㈭午前10時〜午
後５時（受け付けは午前９時半〜午後
４時半。相談時間は１人30分以内）l

市役所１階多目的スペースi九州北

相 談

相談室へ。

自死遺族法律相談
　臨床心理士同席の下、弁護士が相
談に応じます。d12月１日㈬午後１時
〜４時li天神弁護士センター（中央
区渡辺通五丁目 南天神ビル２階）
af738-0073t家族や恋人、友人な
どを自死（自殺）で亡くした人やその
支援者c３人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で同センターへ。

医師による不妊専門相談
　不妊治療の医師・宮原明子氏が相談
に応じます。d11月18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_fun
in@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11
月１日午前10時以降に同センターへ。

ひきこもり相談
　臨床心理士や社会福祉士などが、
電話や面接で相談に応じます。d平
日午前10時〜午後５時liひきこも
り成年地域支援センター「よかよか
ルーム」（中央区舞鶴二丁目 あいれふ
３階）a716-3344f716-3394t市内に
住むおおむね20歳以上の引きこもり
本人やその家族などy無料e面接を
希望する場合は電話かファクスで同
ルームへ予約を。
ゲーム依存等に対応したひきこも
り相談

　ゲームやネット依存で悩む引きこも
りの人の相談に応じます。d水〜土曜
日午前９時〜午後１時liカウンセリ
ングスペース やどりぎ（博多区吉塚
一丁目）a409-5178m yadorigi@japa
nmac.or.jpt市内に住むおおむね15
歳以上の引きこもり本人とその家族
y電話相談は無料。面接相談は初回
のみ無料。

全国一斉「女性の人権ホットライ
ン」強化週間

　女性に対する暴力、セクハラ、ス
トーカー行為などの相談に電話で応
じます。【相談専用電話】a0570-070-
810d11月12日㈮、15日㈪〜18日㈭午
前８時半〜午後７時。13日㈯、14日㈰
午前10時〜午後５時i福岡法務局人
権擁護部a739-4151f722-6183y無
料e不要

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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ファミリーDAY
　ファミリーDAYは、市美術館の開館記
念日（11月３日）を中心に開催される、親
子のための催しです。当日はさまざまな
プログラムを実施します。t①不問②③
５歳以上④小学生以上c①②③なし④
各20人（先着）y無料（②③高校生以上
は展示室観覧料が必要）e①②③不要
④各開始時刻の15分前から整理券を配
布。

内容 日時
①おうちでアート１
分コレクション紹介

（ 美 術 館 の 作 品 を
動画で紹介します）

11／３（水・祝）9:30〜
（ユーチューブで
公開）

つきなみ講座「どこでも美術館がやって
きた 〜他施設とのコラボについて〜」
d11月20日㈯午後３時〜４時（受け付け
は２時半から）c54人（先着）y無料e

不要
花とピアノの饗宴（きょうえん）
　市文化賞を受賞した華道家の片山健
氏の講演と華道のデモンストレーション
や、ピアニストの宮谷理香氏の演奏な
ど。未就学児は入場不可。d11月21日㈰
午後１時〜３時、４時〜６時i西日本華道
連盟福岡支部（西日本新聞イベントサー
ビス内）a711-5491f731-5210c各180
人（先着）y3,000円（前売りは500円引
き）eローソンチケットなどで販売中。

市美術館と油山市民の森で「想いの種」
をつくろう
　連続講座。１日目はいろいろな種を見
つけて観察し、２日目はその種を基に粘
土などを使って自分の気持ちを表現す
る立体作品を作ります。d11月23日（火・
祝）午前10時〜午後２時、28日㈰午前10
時〜午後２時半l23日＝油山市民の森

（南区桧原）、28日＝市美術館t小学生
以上c20人（抽選）y200円（保険料別。
23日のみ）e往復はがきかメール（m w 
orkshop@fukuoka-art-museum.jp）に 代
表者の応募事項と参加者全員の氏名・
年齢を書いて11月10日までに市美術館
へ。１通４人まで。

②アート観察隊
（ワークシートに書
かれた質問を読み
ながら美術作品を
観察します）

11／３（水・祝）、６㈯、
７㈰10：00〜15：00

③かいとうキッズ 美
術館の謎をとけ（美
術館や作品につい
てのクイズを解いて
学びます）

11／３（水・祝）、６㈯、
７㈰10：00〜15：00

④アフリカンプリン
トなバッジをつくろ
う（いろんな絵の具
で色を付けてバッジ
を作ります）

11／６㈯10:00〜、
11:00〜、13:00〜、
14:00〜

（各60分程度）

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）

11月の催し（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③は上履きを持参、会場は ▽11日＝城南体育館（城南
区別府六丁目） ▽17日＝コミセンわじろ（東区和白丘一丁目）c①③なし②⑤10組

（いずれも先着）④15人（先着）y①〜④無料⑤200円e①③不要②⑤電話か来所
で、11月②10日⑤４日以降にあいくるへ。⑤はファクスでも受け付けます。④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） 11／６㈯13:30〜15:30 １歳〜高校生
②育ちのひろば（運動遊び） 11／11㈭11:00〜12:00 １、２歳児

③あいくるがやってくる（親子あそび）11／11㈭、17㈬10:00〜
12:00 ２歳〜就学前

④お手玉あそび 11／13㈯14:00〜15:00 １歳〜高校生
⑤木育おもちゃのひろば 11／17㈬10:00〜12:00 ０歳〜就学前
来年１月から始まる幼児体育クラブの参加者を募集
　詳細はホームページで確認を。t年長児e締め切りは12月12日（必着）。

l①大濠公園（中央区）②〜④同センターt市内に住む人（④は18歳以上で運動に
支障のない人）e電話か来所で、①11月１日以降②〜④開催日の７日前までに同セ
ンターへ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時 定員（先着） 費用
①ニコニコペース健
康教室（ウォーキング）

11／20㈯14:00〜16:00
（毎月第３土曜日開催） 12人 200円

②１日糖尿病教室
（食事指導、運動指導）12／11㈯、25㈯10:00〜15:00 各12人 1,000円

（食事付き）
③気軽に糖尿病教室 12／20㈪13:30〜15:30 ８人 500円

④やせナイト塾
（生活習慣改善教室）

来年１／６〜20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

１セット８人 １セット
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。

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

③ダイバーから見た博多湾の魅力と課
題
　博多湾の水中映像を見ながら、博多
湾の生物多様性と環境保全の大切さを
学びます。d12月５日㈰午前10時半〜正
午t小学生以上c30人（先着）
④ビリビリ体験「ライデン瓶を作ろう」
　静電気をためることができるライデ
ン瓶を作り、静電気が発生する仕組みを
学びます。d12月11日㈯午前10時半〜
正午t小学生c15人（抽選）

②はじめよう地図とコンパス（初心者向
け）
d12月11日㈯午前10時〜正午t18歳以
上c10人（抽選）y500円（コンパスレン
タル代別途150円）
③バードウオッチング
　散策しながら野鳥を探し観察します。
双眼鏡の無料貸し出しあり（数量限定）。
中学生以下は保護者同伴。d12月12日
㈰午前９時半〜正午c20人（抽選）y 

200円

　※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、
11月３日午前10時以降に同施設へ。①③
１通５人まで④１通３人まで。①④は17日
締め切り。②電話か来所で、当日午前10
時以降に同施設へ（１組５人まで）。
①松ぼっくりツリーを作ろう
d12月４日㈯午前10時半〜11時c30人

（抽選）
②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。d12月４日㈯午前11時半〜11時50
分c30人（先着）

　※いずれも申し込みは往復はがきに
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11月１日〜①12日
②③19日（いずれも必着）に同施設へ。
ホームページでも受け付けます。空き
があれば当日も受け付け可。
①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。d12月４日㈯午前10時半〜午
後０時半、午後２時〜４時t小学３年生以
上（中学生以
下は保護者同
伴 ）c各５人

（抽選）y500
円

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）

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

植物画コンクールの作品を募集
　募集部門は中学生・高校生の部、一般
の部。応募は１人１点（Ｂ４サイズ・縦長。
未発表の作品に限る）。詳細は問い合わ
せを。e11月１日から同園、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、各公民館などで配布
する募集要項またはホームページを確
認の上、来年１月31日（必着）までに同園
へ。
　※以下はいずれも入園料別。

「すてない暮らし」はじめよう 生ごみと
雑草の堆肥づくり講座
　講師は循環生活研究所理事の木村真
知子氏他。d11月19日㈮午前10時〜11
時半（受け付けは９時半から）c20人（先
着）y700円e不要

　※①③④のスケジュールなど詳細は
ホームページで確認するか問い合わせを。
①テーブルサイエンス「おへそのひみ
つ」
　おへそのひみつを探り、生き物の生
まれ方や進化について考えます。d11月
１日㈪〜29日㈪c各回５人（先着）y無料

（基本展示室の入場券が必要）
②サイエンスショー「バン バン バキュー
ム大作戦」
　まわりの空気がなくなるとどうなるの
かを確かめます。d11月３日（水・祝）〜28日
㈰の土日祝日午後１時半〜、４時半〜c

各回45人（先着）y無料（基本展示室の
入場券が必要）

③プラネタリウム番組 エッシャーユニ
バース〜宇宙を描いたトリックスター〜
　「だまし絵」や巧妙な敷き詰め模様の
版画作家エッシャーの作品に迫ります。
小学校高学年以上（推奨）。d開催中〜
来年３月７日㈪c220人（先着）y大人
510円、高校生310円、小中学生200円、
未就学児無料
④プラネタリウム こぐま座のティオ 12
星座のなかまたち
　こぐま座の男の子ティオの冒険ストー
リーです。d開催中〜来年３月７日㈪
c220人（先着）y大人510円、高校生
310円、小中学生200円、未就学児無料

花と緑のまちかど写真展
d12月７日㈫〜26日㈰y無料
プチ盆栽づくり
d12月11日㈯午後１時半〜３時半c20人

（抽選）y2,800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27日（必着）まで
に同園へ。ホームページでも受け付け
ます。

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）

科学館
〒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）

過去の同講座 過去の同イベント

昨年の同イベントの作品

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

情報BOX 福岡市政だより
令和3（2021）年11月１日 8施設の情報

●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報




