
　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29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。

南障がい者フレンドホーム

　①③はクリスマスや正月などをモチーフにちぎり絵を作ります。li同ホーム
（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856t市内に住む①②障がいのある人（②
はアンドロイドのスマートフォンを持参できる人）③障がい児・者と保護者のペア
y①③600円②無料e電話かファクス、メール（m minami-friend03@c-fukushin.or
.jp）に応募事項と障がいの名称、②は希望時間も書いて、11月①22日②27日③
30日までに同ホームへ。来所でも受け付けます。

内容 日時 定員
（抽選）

①季節のちぎり絵教室 11／30㈫13:30～15:00 ５人

②はじめてのスマートフォン Android（ア
ンドロイド）

12／６～20の月曜日で全３日
10:00～12:00または
13:00～15:00

各３人

③親子で楽しい 季節のちぎり絵教室 12／11㈯14:00～15:30 ３組

講座・教室

〒 810-8620 は市役所専用の郵便番号です。市役所の住所を書かなくても郵便物が届きます。

夜間・休日急患診療 急患診療は、急病患者に対して応急処置を行うものですので、後日かかりつけの医療機関などで受診してください。
以下の内容は市ホームページ（「福岡市 救急医療・消防」で検索）にも掲載しています。

●救急車を呼ぶべきか
　迷ったときは
　県救急医療情報センターが、看護師による相談や現在受
診できる最寄りの医療機関の案内等を、年中無休で24時間
行います。a471-0099でも受け付けます。
　また、現在診療中の医療機関をホームページ（「ふくおか
医療情報ネット」で検索）で確認できます。

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
☎847-1099

平 日 内科、小児科 ▼  午後７時半〜翌朝６時半

土 曜 日 小児科 ▼  午後５時〜翌朝７時半
内科 ▼  午後７時〜翌朝７時半

日・祝休日
内科、小児科、外科、産婦人科
 ▼  午前９時〜翌朝７時半
眼科、耳鼻咽喉科 ▶ 午前９時〜午後11時半

　※内科・小児科・耳鼻咽喉科は、待ち人数などの診療状況
をホームページ（「福岡市急患診療センター　待ち時間」で
検索）で確認できます。

●歯科急患診療所（中央区大名一丁目）
　日・祝休日の急患診療を歯科急患診療所（県歯科医師会館
内☎752-0648）で午前９時〜午後４時半に行います。

●急患診療所（各区保健福祉センター）
区 電　話 診療科 診療日時
東 651-3835

内科・小児科

日・祝休日の
午前９時
〜午後４時半

南 541-3299

博多 441-0020

内科城南 831-7979

西 882-3145
　※新型コロナウイルス感染防止のため、37.5℃以上の発
熱がある場合は急患診療センターで受診してください。
　※乳幼児は、検査機器などが比較的充実した急患診療
センターでの受診をお願いします。

●小児救急医療電話相談
a＃8000
　子どもの急な病気やけがなどについて、午後７時（土曜日
＝正午、日・祝休日＝午前７時）〜翌朝７時に電話相談を行っ
ています。a661-0771でも受け付けます。

●外科当番医（11月後半の日・祝日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
11月21日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	 a721-5252
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525
11月23日（火・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
八木病院（東区馬出二丁目21-25）	 a651-0022
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）	 a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）	 a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）	 a841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）	a891-1234
11月28日㈰
原三信病院（博多区大博町１-８）	 a291-3434
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）	 a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）	 a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）	 a558-0081
昭和病院（西区徳永大町911-１）	 a807-8811
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）	 a891-2511
　※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

S
スマートニュース
martNewsで市の情報が見られます

　スマホ・タブレット向けニュース閲覧アプリ「SmartNews」に、市
の最新情報などを配信しています。アプリは右のコードからイ
ンストールできます。詳細は市ホームページに掲載。i広報課
a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

人権を尊重する市民の集い「SNS時代、今や貴
あ な た

方も発信者〜
悪意なき人権侵害を防ぐ為

ため
に〜」（オンライン）

　講師は元TBS報道キャスターの下村健一氏。後日配信も行います。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせを。d12月10日㈮午後２時半～４時５分i南区
生涯学習推進課a559-5172f562-3824c500人（先着）y無料eホームページで
受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

講 演

11/

20
●土

2桧原運動公園　ひばるマルシェ

　飲食や物販など、桧原（南区）近辺の商店街から約20店が出店しま
す。松ぼっくりを使用したクラフト教室などもあり。d午前11時～午後
４時 ※雨天中止。その場合は11月27日㈯に開催li同公園（南区桧
原五丁目）a566-8208f566-8920y入場無料e不要

11/

22
●月

2市障がい者施設商品合同販売会

　障がい者施設で作られたアクセサリー、カレンダー、パン、クッキー、
コーヒーなどを販売。d午前10時～午後５時l市役所１階多目的ス
ペースi障がい企画課a711-4248f711-4818y入場無料e不要

11/

23
●●火・祝

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

　がん経験者による講演をオンラインで実施。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。d午前10時半～正午、午後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）
f413-6334tがん経験者、その家族、がんに携わる医療従事者などc

各15人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m info@mothers-
dream.org）に応募事項と希望時間、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、11月15日以降に問い合
わせ先へ。

11/

27
●土

2今年会えなかったあの人に送ろう、絵はがき年賀状

　手書きで年賀状を作ります。必要な道具は貸し出します。d午前10
時～正午l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）iアラカンフェス
タ実行委員会事務局a401-3456f739-6081c20人（先着）y1,000円
e電話かファクスで、11月15日午前10時以降に同事務局へ。

11/

28
●日

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

d午前10時～11時半li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-
0046t市内に住む60歳以上c10人（先着）y500円e電話かファクス、
来所で、11月15日以降に同園へ。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

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

情報BOX 福岡市政だより
令和３（2021）年11月15日 14催し 講座

教室 講演



市生活ガイドを配布しています

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

広報課からの
お知らせ

応募等のはがきの料金は 63 円です。

バードウオッチング in 和白干潟

　鳥の種類を当てるゲームをしながら、冬の渡り
鳥＝写真＝を観察。雨天中止。d12月４日㈯午前
10時～正午l集合は和白干潟海の広場（東区和
白四丁目）i和白干潟を守る会・山之内a090-
8412-2663f944-1543c50人（先着）y無料e電
話かファクス、メール（m yamanouchi-y@mub.biglo
be.ne.jp）で、11月15日以降に同会へ。定員を超え
た場合のみ通知。

催 し

歌劇 ザ・レビューシアター公演 チームハート「ナポレオン・
永遠の夢〜ジュテームを貴

あ な た
方へ〜」に招待します

　専用劇場での公演に無料で招待します。詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d11月15日㈪～12月30日㈭午前11時半～午後１時、３時半～５時x

水曜日l歌劇 ザ・レビューシアター（東区香椎照葉六丁目）i歌劇 ザ・レビュー
運営事務局a0570-01-8785m info@fk.kageki-rev.nett４歳以上（小学生以下は
保護者同伴。４歳以下は保護者の膝上での観覧）c各回10人（抽選）y無料e電
話かメールに応募事項とメールアドレス、希望日時を書いて、希望日の３日前ま
でに問い合わせ先へ。来所でも受け付けます。当選者のみ通知。 ※応募は１人
１回。

催 し

11/

30
●火
他

2市総合体育館　①運動機能チェック＆ノルディック
ウォーク体験会②個人参加バレーボール

　①運動機能の測定や、２本のポールを使った運動効果の高い歩き
方の体験会を行います。オンラインによるセミナーもあり。②ゲーム
を通して交流します。初心者も参加可。d①11月30日㈫午前10時～正
午②12月19日㈰午後７時～９時li同体育館（東区香椎照葉六丁目）
a410-0314f410-0318t18歳以上c各30人（先着）y①1,000円②500
円e①電話かメール（m info@fukuoka-city-arena.jp）、来所で、11月16
日以降に同体育館へ。②電話か来所で、11月16日以降に同体育館へ。

12/

3
●金

4老人福祉センター寿楽園　
とくとくトーク「だまされんばい悪質商法」講演会

　市消費生活センターの職員が悪質商法の最新情報や対処方法な
どを紹介します。d午後１時～３時li同園（城南区南片江二丁目）
af861-1123t市内に住むおおむね60歳以上c12人（抽選）y無料
e電話かメール（m jyurakuen@c-fukushin.or.jp）、来所で、11月27日
までに同園へ。空きがあれば当日も受け付け可。

12/

3
●金
他

3婚活力アップオンラインセミナー

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したセミナー。オンライ
ンイベントにも役立つ会話術や印象を良くする方法などを学びます。
d12月３日㈮、８日㈬午後７時～８時 ※各回の内容は同じiこども未
来局総務企画課a711-4170f733-5534t独身者c各25人（先着）y

無料e電話かファクス、メール（m somu.CB@city.fukuoka.lg.jp）に応募
事項と希望日、メールアドレスを書いて、11月15日以降に同課へ。

12/

4
●土

3月隈パークゴルフ場　パークゴルフ初心者教室

　講義と実技。中学生以下は保護者同伴。d午前10時～正午li同
ゴルフ場（博多区月隈三丁目）a504-5333f586-5388c８人（先着）y 

1,000円e電話かファクス、来所で、11月16日以降に同ゴルフ場へ。

12/

4
●土

2福岡女学院 クリスマスコンサート

　器楽を中心としたコンサートです。演奏曲はコレッリの合奏協奏曲
「クリスマス協奏曲」Op.６-８など。未就学児は入場不可。d午後２時半
～３時半l同学院ギール記念講堂（南区曰佐三丁目）i同学院総務課
a581-1492f575-2480c600人（先着）y1,500円（小学生～大学生は
1,000円）e同学院、チケットぴあなどでチケットを販売中。

12/

4
●土
他

2ウエルカムサポーターと英語で楽しむ
「福岡城跡ウォーキングツアー」

　福岡城跡を英語で案内します。小学生以下は保護者同伴。d12月４
日～25日の土曜日午前10時半～正午l集合は地下鉄赤坂駅、解散は
福岡城下之橋御門（中央区城内）i福岡観光コンベンションビュー
ローa733-5050f733-5055c各10人（先着）y100円eホームページ
で11月15日以降に受け付けます。

12/

5
●日

2なみきスクエア　クリスマスコンサート

　ブラボー音楽隊（作曲家・演奏家から成る子どものためのクラシッ
ク音楽集団）が、アコーディオン、ギター、クラリネットなどを使って演
奏します。小学３年生以下は保護者同伴。d午後１時～２時半lなみき
スクエア（東区千早四丁目）iなみきスクエアCLUB（クラブ）事務局
a542-0224m info@kodomo-abc.orgc400人（先着）y1,500円（前売り
は500円引き）、未就学児無料e電話かメールで、11月15日以降に同事
務局へ。ホームページでも受け付けます。

12/

5
●日

3東図書館　五感に触れる植物ワークショップ ハーブ
のある暮らし〜冬のハーブティーのたのしみ方〜

　自分に合ったオリジナルブレンドを作ります。d午後１時半～３時半
lなみきスクエア（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-39 
73t高校生以上c12人（先着）y1,500円e電話か来所（なみきスクエ
ア内）で、11月15日以降に東図書館へ。定員を超えた場合のみ通知。

12/

5
●日

3自転車の乗り方教室〜補助輪なしにチャレンジ〜

　プロサイクルロードレースチームの選手が、自転車の正しい乗り方
や基本的な交通ルール・マナーを指導する体験型教室。自転車用ヘル
メットを持参してください。自転車の持ち込み可。d午前10時半～正
午、午後１時～２時半l西油山中央公園（早良区西油山）i防犯・交通
安全課a711-4061f711-4059t小学生（保護者同伴）c各10人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m bouhankotsu.CAB@city.fukuoka.
lg.jp）に応募事項と希望時間、自転車・ヘルメットの持ち込みの有無を
書いて、11月15日以降に同課へ。 ※過去回参加者は申し込み不可。

12/

5
●日
他

2福岡城市民の会 福岡城「城下町巡り」東西南北コース

　①東②西③南④北の４コースあり。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。詳細は問い合わせを。
d①12月５日㈰②来年１月16日㈰③２月13日㈰④３月13日㈰いずれも
午前10時～正午l集合は①福岡城むかし探訪館②④福岡城下之橋
御門③三の丸スクエア（いずれも中央区城内）、解散は①旧福岡県公
会堂貴賓館（中央区西中洲）②浄満寺（中央区地行二丁目）③筑紫女
学園高校（中央区警固二丁目）④平野国臣像（中央区西公園）i同会
a716-8238f716-8254c各10人（抽選）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）に応募事項と希望コースを
書いて、11月15日～各開催日の１週間前（必着）に同会へ。落選者のみ
通知。

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

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



はかた伝統工芸館　体験教室

　①博多人形の絵付け②博多張子（はりこ）の絵付け③博多織の染色や小物作
り。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d①第１日曜日②第２日曜
日③第３日曜日いずれも午後２時～４時の間li同館（早良区百道浜三丁目 市
博物館２階）a409-5450f409-5460c先着順y有料（体験によって異なる）e電
話かファクス、メール（m info@hakata-dentou-kougeikan.jp）に希望する体験と希
望日を書いて、希望日の前日までに同館へ。来所でも受け付けます。

講座・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。

あいくる　11・12月の催し（一部抜粋）

　未就学児は保護者同伴。①は上履き、②は上履きと床に敷くタオルなどを持
参。l① ▽11月17日㈬＝コミセンわじろ（東区和白丘一丁目） ▽12月１日㈬＝城南
体育館（城南区別府六丁目）② ▽11月19日㈮＝南体育館（南区塩原二丁目） ▽11
月26日㈮＝早良体育館（早良区四箇六丁目）③～⑦あいくる（中央区今泉一丁
目）iあいくるa741-3551f741-3541c①②なし③各回20人（先着）④15人（先
着）⑤⑥10組（先着）⑦25組（先着。１組１個）y①～⑤無料⑥200円⑦100円e①
②不要③④当日正午から整理券を配布⑤電話か来所で、11月28日以降にあいく
るへ。⑥⑦電話かファクス、来所で、12月⑥２日⑦１日以降にあいくるへ。

内容 日時 対象
①あいくるがやってくる

（親子遊び）
11／17㈬、12／１㈬
10:00～12:00 ２歳～就学前

②あかちゃんといっしょ
（乳幼児の親子遊び）

11／19㈮、26㈮
10:30～11:30

まだ一人で歩けない
乳幼児

③みんなであそぼう（ドッヂ
ビー）

11／21㈰、27㈯
13:30～、14:05～（各25分） 小中高生

④ふれあいひろば（おはなし
会） 11／27㈯14:00～15:00 ０歳～高校生

⑤育ちのひろば（親子遊び） 12／１㈬11:00～12:00 １、２歳児
⑥木育おもちゃのひろば 12／15㈬10:00～12:00 ０歳～就学前
⑦おもちゃ病院 12／19㈰10:00～14:00 ０歳～高校生
　※その他、「クリスマスアレンジメント」を12月25日㈯に実施。対象は４歳～高
校生。締め切りは12月12日（必着）。申込方法など詳細はホームページで確認を。

催 し

日本庭園（①楽水園②松風園③友泉亭公園）で成人式写真
撮影

　着付けや衣装レンタルはありませんので、撮影したい衣装等で来園してくだ
さい。写真のデータはDVDで渡します（10カット。プリントなどの希望があれば別
料金で郵送対応可）。抹茶サービス付き。d来年１月10日（月・祝）午前10時～午後
４時li①楽水園（博多区住吉二丁目）af262-6665②松風園（中央区平尾三丁
目）af524-8264③友泉亭公園（城南区友泉亭）af711-0415c各園11組（先着）
y8,000円（入園料別）e電話か来所で、11月15日以降に各問い合わせ先へ。

催 し

雁の巣レクリエーションセンター　
ノルディック・ウォーキング教室

　２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（３km
程度歩きます）＝写真。雨天中止。d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 ）a606-
3458f607-9057t小学生以上（小学生
は保護者同伴）c各30人（先着）y無料

（ポールレンタル代300円）e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。

講座・教室

12/

11
●土

3市埋蔵文化財センター　
考古学講座「るつぼからさぐる中世博多の金属生産」

　国立科学博物館の沓名貴彦氏が、金属の生産に使った道具の自然
科学分析の成果について話します。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）か来所で、11月28
日までに同センターへ。１通につき１人。

12/

11
●土

3老人福祉センター早寿園　健康講座「お口の健康講座」

　専門家が「お口と体との関係」などについて話します。d午後１時～
２時半li同園（早良区重留七丁目）a804-7750f804-7751t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、11月16
日以降に同園へ。

12/

11
●土

3楽水園　羽子板づくり教室〜お正月のお飾りに〜

　初心者向け。d午後１時～３時li同園（博多区住吉二丁目）af 

262-6665c５人（先着）y1,000円（入園料別）e電話か来所で、11月15
日以降に同園へ。

12/

11
●土

3フラワーデザイン体験レッスン　
生花で作るお正月壁飾り「スワッグ」

d午前11時～午後０時半、１時半～３時l市植物園（中央区小笹五丁
目）i日本フラワーデザイナー協会福岡県支部a070-3080-3305f 

525-2167t中学生以上c各15人（抽選）y1,500円（入園料別）e電話
か往復はがき（〒810-0033中央区小笹２-10-40-606）に応募事項と希望
時間を書いて、11月15日～25日（必着）に同支部へ。

12/

12
●日
他

2城南障がい者フレンドホーム　①ふれあいクリスマス会
②まるでステンドグラス グラスデコに挑戦

d12月①12日㈰②24日㈮いずれも午
後１時～３時li同ホーム（城南区南
片江二丁目）a861-1180f861-1123 
t市内に住む人（①は障がい者や小
学生）c①15人②10人（いずれも抽
選）y各500円e電話かはがき（〒814-
0143城南区南片江２-32-１）、ファクス、
メール（m jyonan.f@c-fukushin.or.jp）、
来所で、11月16日～12月１日（必着）に同ホームへ。

②
の
作
品
例

12/

14
●火

3「発達障がい」について学ぶ講座

　成人期の発達障がいについて学びます。d午後１時半～３時半l城
南区保健福祉センター（城南区鳥飼五丁目）i城南区健康課a831-
4209f822-5844c25人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m ke
nko.JWO@city.fukuoka.lg.jp）、来所（同センター２階）で、同課へ。

12/

15
●水
他

2老人福祉センター若久園　①紙芝居で伝える終活講座
②認知症カフェ（若久園カフェ）

　①映画「瞼（まぶた）の母」「愛染（あいぜん）かつら」などを題材にし
た紙芝居で相続・遺言など終活全般について学びます。②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。d12月①
15日㈬午後１時～２時半②24日㈮午後２時～４時li同園（南区若久
六丁目）a511-7255f511-7558t市内に住む人（①はおおむね60歳以
上）c各20人（①抽選②先着）y無料e電話か来所で、①11月16日～
12月10日②11月24日以降に同園へ。①は空きがあれば当日も受け付
けます。

12/

16
●木
他

2アミカス　託児で安心 アミカスBOOKタイム

　託児付きで読書やDVD鑑賞ができます。d12月16日㈭～18日㈯午
前10時～11時50分lアミカス（南区高宮三丁目）iアミカス図書室
a534-7593f534-7595t６カ月～小学３年生の子どもの保護者c各
15人（抽選）y無料eメール（m amitosho@city.fukuoka.lg.jp）に応募
事項と子どもの名前（ふりがな）、年齢・月齢、希望日（第２希望まで可）
を書いて、11月27日までに同図書室へ。来所（アミカス２階）、ホーム
ページでも受け付けます。当選者のみ通知。

情報BOX 福岡市政だより
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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



「福岡市政だよりW
ウェブ
EB版」のご案内

　市政だよりの記事を、市ホームページで公開しています。「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a711-4016f732- 
1358

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから

優しさを伝えるケア技術「ユマニチュードⓇ」Vol.16
〜良い思い出を知っておくことも大切な技術〜

　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。
　本人のうれしかった出来事、
仕事の功績などの「良い思い
出」は、不安になったときの特
効薬です。困ったときにはその
ことについて語り合うことで、
本人の気持ちが落ち着き、安
心します。
i認知症支援課a711-4891f 

733-5587

老人福祉センター東香園

li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳以上
（①は家族の参加も可）y無料e電話かファクス、来所で、11月16日以降に同園
へ。

内容 日時 定員（先着）

①東香園カフェ
（認知症予防に関する話と相談会。三味線
の演奏会もあり）

11／24㈬13:00～14:00 20人

②年金セミナー
（希望者には個別相談会もあり。先着２人）11／25㈭13:00～14:00 20人

③高齢者のためのスマートフォン講座
（１人１台貸し出し。スマートフォンの機能
を学びます）

12／７㈫13:00～15:00 15人

④いきいき健康体操
（高齢者向けの運動をします） 12／９㈭15:00～16:00 20人

催 し

催 し 「博多町家」ふるさと館　①絵付け工芸体験オンライン講座
「つくらんね博多」②博多町家思い出図画展

　①は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。詳細は
問い合わせを。d① ▽博多人形＝11月27日㈯、12月18日㈯午前９時45分～11時
45分、12月６日㈪午後１時45分～３時45分 ▽博多張子（はりこ）＝11月30日㈫、12
月14日㈫午後１時45分～３時45分 ▽博多独楽（こま）＝11月24日㈬、12月１日㈬午
後１時45分～３時45分、12月22日㈬午前９時45分～11時45分。②11月28日㈰～来
年２月５日㈯午前10時～午後６時（入館は５時半まで） ※12月27日㈪、12月29日㈬
～31日㈮、来年１月24日㈪は休館l②は同館（博多区冷泉町）i同館a281-
7761f281-7762c①各回５人（先着） ※４人以上で催行②なしy①2,780円（筆・
絵の具が必要な場合は別途1,000円。九州圏外は送料の追加料金が必要）②無料

（展示棟入館料別）e①メール（m furusatokan@hakatamachiya.com）に代表者の
応募事項と参加人数、希望する絵付け・日時を書いて同館へ。②不要

12/

16
●木
他

2市障がい児・者美術展（福岡コアサイド・アート）

　市内に住むか通勤・通学（所）する障がい児・者による絵画、書道、陶
芸など（えがく・もじ・あそぶの３部門）の作品を展示します。d12月16
日㈭～21日㈫午前９時半～午後６時（金・土曜日は午後８時まで。入室
はいずれも30分前まで）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階）i同展実行委員会事務局a713-1480f715-3561y

無料

12/

18
●土

3 FINA世界水泳2022 FUKUOKA OC オフィシャルプロジェクト
スポーツ体験塾「水球教室」

　世界水泳の競技種目にもなっている水球の体験教室。d午前10時
～11時半l総合西市民プール（西区西の丘一丁目）i市スポーツ協
会事業課a407-8381f407-8185t25ｍ程度泳げる小学生c30人（抽
選）y500円eホームページで11月15日～30日に受け付けます。

12/

19
●日

2早良障がい者フレンドホーム　クリスマス会

　楽器でクリスマスソング演奏、カード作り、なぞなぞ、福笑いなどを
します。d午後１時～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人（きょうだい児、保護者
も参加可）c10人（抽選）y500円e電話かファクス、メール（m sawa 
ra-friend@nonohana.or.jp）、来所で、11月16日～30日に同ホームへ。

12/

22
●水

3西障がい者フレンドホーム　
ハーバリウムボールペン教室

　ドライフラワーを使って作ります。d午後２時～４時li同ホーム
（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037t市内に住む障がいのある
人（保護者または介助者の同伴可）c10人（抽選）y500円e電話か
ファクス、来所で、11月16日～30日に同ホームへ。空きがあれば当日も
受け付けます。

12/

26
●日

2九州交響楽団　第九公演

　指揮は秋山和慶氏。ベートーベンの「交響曲第９番ニ短調 作品125
（合唱付き）」を演奏します。未就学児は入場不可。d午後３時～５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a823-0101f822-8833yS席6,000円、A席5,000円、B席・車いす席
4,000円、学生席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。

12/

27
●月

3舞鶴公園　お正月飾りを作ろう

　乾燥したハスなどを使って作ります。d午前10時
半～午後０時半、２時～４時li同公園（中央区城
内）a781-2153f715-7590c各６人（抽選）y1,500
円e往復はがき（〒810-0043中央区城内１-４）かメー
ル（m maiduru@midorimachi.jp）に応募事項と希望時
間を書いて、11月15日～22日（消印有効）に同公園
へ。

2022
1/

23
●日

2ふうせんバレーボール大会

　風船を使ってバレーボールをします（１チーム６～12人）。d午前10
時～午後５時l南体育館（南区塩原二丁目）iさん・さんプラザa511-
1132f552-3447t障がい者と介助者を含むチームc240人（先着）y

１チーム1,500円e11月15日からホームページに掲載、または同プラザ
（南区清水一丁目）で配布する申込書を同プラザへ。定員を超えた場
合のみ通知。

作
品
例

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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福岡城　基金

　
福
岡
城
は
、黒
田
官
兵
衛（
如

水
）・
長
政
親
子
に
よ
っ
て
現
在
の
中

央
区
城
内
に
築
城
さ
れ
ま
し
た
。47

余
り
の
櫓
を
配
置
し
た
と
い
わ
れ
、

日
本
で
も
有
数
の
規
模
を
誇
る
城

郭
で
し
た
が
、現
在
は
多
く
の
建
物

が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
は
、潮
見
櫓
な
ど
福
岡
城
の
歴

史
的
建
造
物（
櫓
・
門
等
）の
復
元

整
備
を
目
的
と
し
た
寄
付
金
を
、平

成
26
年
度
か
ら
15
年
間
の
計
画
で

募
集
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
に
１

６
０
０
件
、総
額
１
億
円
を
超
え
る

寄
付
を
頂
い
て
い
ま
す
。

　
寄
付
金
は「
ふ
る
さ
と
納
税
」と

し
て
扱
わ
れ
、住
民
税
や
所
得
税
の

控
除
が
受
け
ら
れ
る
ほ
か
、市
外
居

住
者
に
は
金
額
に
応
じ
て
福
岡
の
特

産
品
を
進
呈
し
ま
す
。ま
た
、１
万

円
以
上
寄
付
し
た
人
の
う
ち
、希
望

者
の
芳
名
板
を
城
内
に
掲
示
し
て
い

ま
す
。

　
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を
。

福岡みんなの城基金

i史跡整備活用課 a711-4784 f733-5537 m shiseki.EPB@city.fukuoka.lg.jp

ふるさと納税で福岡城を復元しませんか

や
ぐ
ら

芳
名
板（
例
）

表 裏

視覚・動作・認識等で困っている人へ
市ホームページが見やすくなります

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

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから

福北連携コーナー
北九州魅力満喫パスポートを販売中

　北九州市内の観光施設（関門海峡ミュージアム、九州鉄道記念館、小倉城、皿
倉山ケーブルカー・スロープカーほか）の割引体験パスポートを販売しています。
詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d販売・利用期間は来年３月
13日㈰までi北九州市観光課a093-551-8150f093-551-8151t県内に住む人
y一般400円、小中高生200円、未就学児無料e北九州市総合観光案内所（JR小
倉駅３階）、皿倉山ケーブルカー山麓駅（北九州市八幡東区尾倉）など北九州市
内５カ所で販売。県内在住を確認できるもの（マイナンバーカードなど）が必要。

国道３号バイパス（下臼井〜空港
口）の都市計画案説明会

　同バイパス（都市計画道路 別府香
椎線）の下臼井交差点（東区）～空港
口交差点（博多区）間の渋滞対策に向
けた都市計画案の説明会を行いま
す。d11月25日㈭午後７時～、27日㈯
午後２時～（各１時間程度）l県中小
企業振興センター（博多区吉塚本町）
i道路計画課a711-4462f733-5533 
eファクスかメール（m dorokeikaku.
RSB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項
と希望日、参加人数を書いて、11月24
日までに同課へ。

市教育委員会表彰
　学校教育や社会教育の振興発展に
貢献した61人と28団体を表彰しまし
た。詳細は市ホームページで確認を。
i市教育委員会総務課a711-4605f 

711-4600
高齢者の新型コロナウイルス感
染症検査（抗原定量検査）費用を
助成します

　発熱等の症状がなく自ら希望して
市内の実施医療機関で同検査を受け
る場合に、検査費用の半額を助成しま
す。詳細は市ホームページで確認す
るか問い合わせを。【実施期間】来年３
月31日㈭まで【対象】市内に住む65歳
以上（検査日時点）【料金】自己負担額
4,000円i市新型コロナウイルス感染
症相談ダイヤルa711-4126f406-5075
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
交通系ICカード「はやかけん」ポイ
ントサービスを見直します

　「はやかけん」を利用して市地下鉄
に乗車した場合に付与するはやかけ
んポイントサービスのうち、乗車料金
に応じたポイント（基本ポイント、ボー
ナスポイント）付与サービスは11月30
日㈫をもって終了します。また、12月１
日㈬から、「ひと駅ポイント」の付与ポ
イント数を60ポイント（小児・割引は30
ポイント）に変更します。詳細は市
ホームページで確認を。iお客様

サービスセンターa734-7800f734- 
7801

エスカレーターは歩いたらおっか
ねぇ 映画グッズプレゼントキャン
ペーン

　エスカレーター安全利用に関する
アンケートにインターネットで答えた
人に、抽選で映画「老後の資金があり
ません！」のグッズを進呈。応募方法な
ど詳細はホームページで確認するか
地下鉄各駅のポスターで確認を。d

開催中～11月30日㈫iお客様サービ
スセンターa734-7800f734-7801t

記名式の交通系ICカード「はやかけ
ん」を持っている人

同キャンペーンのポスター

不動産を公売します
　市税滞納処分で差し押さえた不動
産を入札により公売します。詳細は市
ホームページまたは各区納税課、特
別滞納整理課（市役所北別館２階）で
配布する不動産公売広報で確認を。

【入札および開札】12月８日㈬午前10
時から市役所10階1002会議室でi特
別滞納整理課a711-4213f711-4219
公売財産 所在地 床面積

マンション 中央区薬
院二丁目 78.74平方㍍

マンション 南区大池
一丁目 46.48平方㍍

世界水泳をヴィーガン料理でおも
てなし 飲食店向け講演会

　卵や乳製品を含む動物性食品を口
にしない完全菜食主義者「ヴィーガ
ン」について学びます。講師は、東京・
青山「The Burn（ザ・バーン）」料理長の
米澤文雄氏、ヴィーガンアスリートの
一ノ瀬メイ氏。d11月29日㈪午後２時
～４時lハカタギ グランヒューリ（博
多区博多駅中央街）iクルーズ課a 

711-4559f733-5901t市内の飲食店
など食に携わる人c100人（抽選）y

無料e市ホームページに掲載、また
は情報プラザ（市役所１階）で配布す
る申込書を11月22日までに同課へ。
市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。

「博多町家思い出図画展」作品を
募集

　テーマは「なつかしい思い出」。サイ
ズは４～10号。水彩、油彩、貼り絵など
自由。額装、パネル不可。受賞作品は
来年５月ごろから「博多町家」ふるさと
館に展示します。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。li同館

（博多区冷泉町）a281-7761f281-77 
62t40歳以上e作品（１人３点まで）
の裏に応募事項と題名、作品の説明
を書いて郵送（〒812-0039博多区冷泉
町６-10）か持参で、来年３月15日（必
着）までに同館へ。

お知らせ
板付基地返還促進協議会定期総会

（書面開催）

　書面で行われた同総会で、協議会
の今後の運動方針や今年度事業計画
など、板付基地の早期全面返還を目指
し運動を進めていくことを決定しまし
た。詳細は市ホームページに掲載。i

総務企画局総務課a711-4044f724- 
2098

博多座　市民檜
ひのき

舞台の月

　料金や申し込み方法など詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを。
l博多座（博多区下川端町）i①WAGUMIa099-248-9130f099-248-9185②博多座
電話予約センターa263-5555f263-3632③福岡藤本会a474-2013f260-8082④
福岡和の祭典実行委員会事務局a738-2677m fukuoka.saiten@gmail.com⑤海上
自衛隊佐世保音楽隊・徳安a090-3233-8893m soukyu-senki@crux.ocn.ne.jpt小
学生以上e①～④受け付け中（③は11月30日まで受け付け）。先着順⑤往復はが
き（〒857-0056佐世保市平瀬町18 佐世保地方総監部広報係）に代表者の応募事
項と参加人数（２人まで）を書いて12月３日（消印有効）までに申し込みを（抽選）。

公演名 日時
①WAGUMI公演 12／５㈰15:30～
②博多座神楽まつり 12／８㈬11:00～
③創立25周年記念 福岡藤本会公演

「令和を寿（ことほ）ぐ 三弦のひびき」 12／11㈯10:00～、15:00～

④福岡 和の祭典 12／12㈰17:00～
⑤海上自衛隊 佐世保音楽隊「クリスマスコンサート」12／19㈰18:30～

催 し

ドローンで年賀状動画撮影＠
アット

福岡城

　ドローンを使い、福岡城跡の小天守台で写真・動画（約15秒）を撮影します。
データは後日メールなどで渡します（CD-R希望の場合は応相談）。①着物②甲冑

（かっちゅう）③乗馬でのオプション撮影も可。詳細は問い合わせを。d開催中～
12月26日㈰午前９時～午後２時（月曜日を除く）li福岡城 舞遊の館（中央区城
内 三の丸スクエア内）a707-3191f707-3193t６歳以上（中学生以下は保護者
同伴）c各日４組（先着）y１組3,300円（３人まで。４人以上は１人につき1,000円追
加） ※オプション追加料金は１人①5,500円②2,000円③6,000円e電話かメール

（m info@myyounoyakata.com）に応募事項と希望日時、オプションの有無を書い
て同館へ。ホームページでも受け付けます。

催 し
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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 お知
らせ

催し 講座
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らせ しごと 相談 意見
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福岡県最低賃金が改定されまし
た

　10月１日から、最低賃金が１時間
870円に改定されました。最低賃金引
き上げには「業務改善助成金」を活用
してください。詳細は問い合わせを。
i▷最低賃金について＝福岡労働局
賃金室a411-4578f411-4875▷業務
改善助成金について＝福岡働き方改
革推進支援センターa0800-888-1699 
f433-1277
公衆無線LAN（Wi-Fi）利用時の情報
漏えいに注意しましょう

　外出先等での公衆無線LAN（Wi-Fi）
の利用は便利ですが、通信内容が他
人に見られてしまうなどの危険も潜ん
でいます。個人情報を悪用されないよ
う、IDやパスワードなどのログイン情
報やクレジットカード番号のような決
済に関する情報等の入力は避けましょ
う。i広報課a711-4827f732-1358

しごと

地域保健福祉課 地域ネット支援
員を募集

　各区地域保健福祉課で、医療、介
護、保健などの関係機関と連携し、高
齢者の在宅支援に関する業務に従
事。【資格】 ▽看護師か保健師の有資
格者 ▽高齢者の在宅支援や介護の現
場で実務経験がある―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）【募集案内の配
布】11月10日から地域包括ケア推進課

（市役所12階）、情報プラザ（同１階）、
各区地域保健福祉課、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16日～12月７日（必着）i

地域包括ケア推進課a711-4373f73 
3-5587
地域保健福祉課 相談・支援業務
等職員を募集

　各区地域保健福祉課で、高齢者の
相談・支援および地域包括支援セン
ターの支援などの業務に従事。【資
格】次のいずれかに該当する人 ▽社
会福祉士の有資格者 ▽保健師か看護
師の有資格者（看護師の場合は地域
ケア・地域保健などの実務経験と介
護支援専門員の資格も必要） ▽介護
支援専門員の有資格者で、実務経験
が３年以上ある【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】11月10日
から地域包括ケア推進課（市役所12
階）、情報プラザ（同１階）、各区地域保
健福祉課、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16日～12月７日（必着）i地域包括
ケア推進課a711-4373f733-5587
地域保健福祉課 「生き活（い）き
講座」職員を募集

　各区地域保健福祉課で、公民館な
どで開催する高齢者を対象とした健
康づくり・介護予防講座の運営・実施
などに従事。【資格】 ▽ 保健師または
健康運動指導士の有資格者 ▽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―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】11月10日から地

　※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。

域包括ケア推進課（市役所12階）、情
報プラザ（同１階）、各区地域保健福祉
課、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16日
～12月７日（必着）i地域包括ケア推
進課a711-4373f733-5587
開発・建築調整課 建築調整担当
員を募集

　建築紛争の予防と調整に関する書
類審査、受け付け、現場完了検査およ
び建築協定の窓口での案内業務に従
事。【資格】建築基準適合判定資格
者、一級または二級建築士、一級また
は二級建築施工管理技士。３年以上
の実務経験も必要【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】11月16
日から同課（市役所４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】12月７日（必着）ま
でi同課a711-4777f733-5584

就職活動を支援します
　各区の就労相談窓口で、専門相談
員が就職活動中の人の相談に応じま
す（予約制）。さまざまな年代の求職
者に対応し、就職先の開拓も行います

（博多区にはおおむね35～50歳の求
職者を対象に専任の相談員も配置）。
オンラインによる相談もあり。また、
就職支援セミナーも行っています。詳
細は市ホームページで確認するか問
い合わせを。l各区役所 ※博多区は
福岡商工会議所ビル１階（博多区博
多駅前二丁目）、南区はアミカス１階

（南区高宮三丁目）i市就労相談窓口
a733-0717f711-1682t15歳以上y

無料e電話で問い合わせ先へ。市
ホームページでも受け付けます。
市こども総合相談センター 一時保
護所児童指導員（昼間・夜間・深夜）

　同センター内の一時保護所におい
て子どもの生活指導等の業務に従
事。資格要件あり。【任用期間】来年１
月１日～３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】11月15日から同
センター（中央区地行浜二丁目）、情
報プラザ（市役所１階）、各区役所情報
コーナー、入部・西部出張所で。市
ホームページにも掲載【申込期間】11
月26日（必着）までiこども支援第２
課a832-7100f832-7830
市立急患診療センター①看護師・
准看護師②医療事務（臨時職員）
を募集

　詳細はホームページに掲載。【資
格】①土・日曜・祝休日に月３～５回出
勤できる看護師または准看護師。②
平日・土・日曜・祝休日に月５～６日出
勤できる人。いずれもゴールデンウ
イーク、年末年始は出勤が必須。他要
件あり【勤務場所】同センター（早良
区百道浜一丁目）、東・博多・南・城南・
西区の急患診療所（各区保健福祉セ
ンター内）【申込期間】12月18日まで
i市立急患診療センターa847-1099 
f847-1096
福岡地区水道企業団職員（事務
職・技術職）を募集

　【勤務場所】東区奈多、南区清水四
丁目、大野城市牛頸一丁目【資格】庶
務・経理業務の実務経験、ネットワー
ク管理の実務経験、上下水道施設で３
年以上の実務経験、水質検査の実務
経験、建築施設の設計・監督や維持管
理等で３年以上の実務経験、１級土木
施工管理技士など、募集区分ごとに
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】同企業団本庁舎
（南区清水四丁目）、情報プラザ（市役
所１階）、各区役所情報コーナー、入
部・西部出張所で。ホームページにも
掲載【申込期間】12月16日（必着）まで
i同企業団総務課a552-1731f552- 
1729

老人福祉センター舞鶴園　シニ
ア就業相談

　キャリアコンサルタントの資格を有
する同園園長が、対面で個別の相談
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。d12月４日㈯午後３時～５時l 

i同園（中央区長浜一丁目）a771-76 
77f716-0046t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、11月15日以降に
同園へ。定員を超えた場合のみ通知。
高齢者のためのマンション管理講
習会

　企業の担当者から基本的な知識や
具体的な仕事内容などを聞くことが
できます。d11月25日㈭午後１時～３
時l県立図書館 別館２階（東区箱崎
一丁目）i県70歳現役応援センター
福岡オフィスa432-2577f432-2513 
t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15日以
降に問い合わせ先へ。定員を超えた
場合のみ通知。
先輩に聞こう 今からでも始めら
れる「大人の創業セミナー」

　「九州パンケーキ」の生みの親であ
る村岡浩司氏の講演や創業経験者の
体験談を聞けるオンラインセミナー。
ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」
を使います。オンライン受講が困難
な人はスタートアップカフェ（中央区
大名二丁目）での受講も可。詳細は問
い合わせを。d12月13日㈪午後２時～
４時iアラカンフェスタ実行委員会事
務局a401-3456f739-6081t55歳以
上c会場10人（先着）、オンラインは
定員なしy無料e電話かメール（m 
info@r60festa.jp）に応募事項と受講
方法（オンラインか会場）を書いて、11
月15日以降に同事務局へ。定員を超
えた場合のみ通知。

市保育士就職支援研修会
　最新の保育事情を伝えるほか、保
育実践講座や求人紹介、就職相談会
などを実施。d12月９日㈭午後１時～
３時半lふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）i指導監査課a711-4262f 

733-5718t保育士の資格を有するか
取得見込みで保育所に就職を希望す
る人（来年３月に卒業見込みの学生も
可）c25人（先着）n６カ月～小学３年
生（無料。子どもの名前、年齢・月齢を
書いて11月24日までに申し込みを。
先着順）y無料e電話かはがき（〒 
810-8620住所不要）、ファクス、メール

（m hoiku-kyujin-kyushoku@city.fuku
oka.lg.jp）、来所（市役所13階）で、11月
15日以降に同課へ。市ホームページ
でも受け付けます。

家庭相談員（産休代替）を募集
　中央区子育て支援課で、児童の養
育に関する相談、一人親家庭などの

自立支援、女性に関する相談などの
業務に従事。【資格】次のいずれかに
該当する人 ▽ 専門の相談機関で児
童・婦人・一人親家庭等に関する相談
業務のいずれかに２年以上従事 ▽社
会福祉主事として２年以上児童福祉
事業に従事 ▽４年制大学で、児童福
祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学
もしくは社会学を専修する学科（相当
する課程も可）を修めて卒業 ▽医師
免許を持つ【任用期間】来年１月11日
～３月31日（再任用あり）【募集案内・
申込書の配布】こども家庭課（市役所
13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こども家
庭課a711-4238f733-5534
老人福祉センター寿楽園　シニ
アのための就業支援講座「60歳か
らの再就職」

　希望者には相談会もあり。d11月
27日㈯午後１時～３時li同園（城南
区南片江二丁目）af861-1123t市
内に住むおおむね60歳以上c12人

（抽選）y無料e電話か来所で、11月
20日までに同園へ。空きがあれば当
日も受け付けます。
老人福祉センター福寿園　高齢
者就業支援事業 市シルバー人材
センター西出張所新入会説明会

　入会すると月10日程度の就業が可
能です。d11月25日㈭午後１時半～３
時半li同園（西区今宿青木）a891-
2727f891-2784t市内に住む60歳以
上c10人（選考）y無料e電話か来所
で、11月21日までに同園へ。

市立小呂保育所の保育士を募集
　詳細はハローワーク（公共職業安
定所）で確認するか問い合わせを。

【任用期間】来年１月１日から（期限の
定めなし）【申込期間】11月30日まで
i市漁業協同組合小呂島支所a809-
1560f809-1594
高齢者活躍人材確保育成事業「調
理補助」技能講習

　食材管理の基礎知識、食中毒の予
防知識などについて学びます。d12
月15日㈬、16日㈭午前10時～午後４時

（連続講座）lふくふくプラザ（中央区
荒戸三丁目）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c10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11月15日～12月３日

（必着）に同連合会へ。受講決定者の
み通知。

国民健康保険給付職員を募集
　東・南・城南・西区保険年金課、西部
出張所で、療養費等の請求内容の点
検・審査・調査や第三者行為求償など
の業務に従事。【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】保険医療課
（市役所12階）、情報プラザ（同１階）、
各区保険年金課、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19日（消印有効）までi保険
医療課a711-4390f733-5441

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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総合図書館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目７-１　a852-0600 f852-0609
o午前10時～午後８時（日・祝休日は午後７時まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）、月末

映像ホール・シネラ　12月上映スケジュール
　表内の[前]は午前11時、[後]は午後２
時上映開始。詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。
日本語吹替版で見る世界名作劇場

１日㈬ [前]テンプルちゃんの小公女 
[後]密林の王者ターザン

２日㈭ [前]禁じられた遊び [後]橋

３日㈮ [前]人間の運命 [後]密林の王
者ターザン

４日㈯ [前]テンプルちゃんの小公女 
[後]禁じられた遊び

５日㈰ [前]橋 [後]人間の運命

トルコ映画特集
８日㈬ [後]少女ヘジャル

９日㈭ [前]インターナショナル [後]至
上の掟

10日㈮ [前]卵 [後]難民キャンプ
11日㈯ [前]11時10分前 [後]９月

12日㈰ [前]沈黙の夜 [後]私は彼では
ない

15日㈬ [後]私は彼ではない
16日㈭ [前]９月 [後]沈黙の夜

17日㈮ [前]難民キャンプ [後]11時10
分前

18日㈯ [前]卵 [後]至上の掟

19日㈰ [前]少女ヘジャル [後]イン
ターナショナル

22日㈬ [後]インターナショナル

23日㈭ [前]少女ヘジャル [後]至上の
掟

24日㈮ [前]11時10分前 [後]卵

25日㈯ [前]難民キャンプ [後]沈黙の
夜

26日㈰ [前]９月 [後]私は彼ではない

休日健診（総合健診）
d①～⑪12月４日㈯、５日㈰、12日㈰、19
日㈰午前８時半～10時半⑫12月５日㈰
午前８時半～10時半⑬12月19日㈰午前
10時～正午t市内に住む人。①は市国
民健康保険加入者。⑪は⑨か⑩の受診
者で喫煙など一定の条件の該当者c先
着順y一部減免ありn３カ月～小学３年
生（500円。希望日の４日前までに要予
約）e電話か来所、ホームページで予約
を。

内容 対象 費用
①よかドック 40～74歳 500円

②よかドック30 30～39歳 500円

③胃透視検査 40歳以上 600円

④胃内視鏡検査 50歳以上の
偶数年齢者 1,800円

⑤胃がんリスク
検査 35歳か40歳 1,000円

⑥乳がん検診
40～49歳 1,300円

50歳以上 1,000円

⑦子宮頸（けい）
がん検診 20歳以上 400円

⑧大腸がん検診 40歳以上 500円

⑨肺がん検診 40～64歳 500円

⑩結核・肺がん検
診 65歳以上 無料

⑪喀痰（かくたん）
細胞診検査 50歳以上 700円

⑫骨粗しょう症検
査 40歳以上 500円

⑬歯周病検診 18歳以上 1,000円
　※12月４日㈯、５日㈰、19日㈰は、⑦の
検診を女性医師が行います。①②⑥の
健（検）診は、全日程女性医師および女
性技師です。

健康づくりサポートセンター
〒810-0073 中央区舞鶴二丁目５-１ あいれふ内　a7５1-２８０６ f７５１-２５７２
o午前９時～午後５時

11・12月の講座
　①桃・スモモのせん定と冬期管理②
ガーデンシクラメンを使った寄せ植え
教室③キウイフルーツ・ブドウのせん定
と冬期管理④楽しいクリスマスリース
ワークショップ⑤落ち葉等の身近な材
料を用いた堆肥の作り方。d①11月26
日㈮②11月27日㈯③12月４日㈯④12月
５日㈰⑤12月８日㈬いずれも午後１時半
～３時半c①③⑤30人②10人④20人

（いずれも先着）y①③⑤無料②2,800
円④800円e電話かファクスで同公園へ

（受け付け開始は各開催日の１週間前）。

手作りお正月キャンプ
　しめ縄＝写真＝作りやたこ揚げなどを
します。d12月25日㈯午後３時半～27日
㈪午後２時（２泊３日）t小学４年～中学
生c30人（ 抽 選 ）y8,000円eホ ー ム
ページで11月25日まで受け付けます。

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。

海の中道青少年海の家
〒811-0321 東区西戸崎（海浜公園内）
a603-2700 f603-2782
利用受付時間　午前９時～午後５時

会計年度任用職員（一般事務）を募集

　勤務条件や健康保険など、詳細は募集案内で確
認するか人事課へ問い合わせを。【職務内容】本庁
舎や区役所等で一般事務に従事【任用期間】来年
４月１日～令和５年３月31日（再任用あり）【勤務時
間】週38時間45分【各種手当】期末手当、通勤手当
等【募集案内・申込書の配布】同課（市役所８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【申し
込み】申込書を郵送で11月30日（消印有効）までに総務事務センターへ。電子申
請も可【募集人数】100人程度i同課a711-4122f733-5559

人事課からの
お知らせ

国民健康保険業務職員を募集

　中央・博多・城南区保険年金課で、
国民健康保険等に関する相談、窓口
業務などに従事。【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】保険年金課
（市役所12階）、情報プラザ（同１階）、
各区保険年金課、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19日（消印有効）までi保険
年金課a711-4242f733-5441
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）

　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（個別相談会を除く）。詳細
はホームページで確認するか問い合
わせを。d12月15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

（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f 

671-2214t市内に住む60歳以上c①
15人（選考）②15人（先着）y無料e電
話かファクス、来所で、①11月16日～
19日②11月16日以降に同園へ。

福岡地区職業訓練協会の講習
　①ファイナンシャル・プランナー２
級学科実技直前対策講習②パソコン

「Accessでデータベース作成」講習③
パソコン「Excel VBA マクロ」講習―を
開催（いずれも連続講座）。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
a671-6831f672-2133

老人福祉センター東香園　行政
相談会

　総務省行政相談委員が行政サービ
スなどの相談に応じます。d11月19日
㈮正午～午後２時li同園（東区香
住ケ丘一丁目）a671-2213f671-22 
14t市内に住む60歳以上c10人（先
着）y無料e電話かファクス、来所で、
11月16日以降に同園へ。

相 談

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）a433-7780f 

287-9330t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、
11月15日以降に同事務局へ。定員を
超えた場合のみ通知。

中小企業による合同会社説明会
d12月９日㈭正午～午後２時、３時～５
時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
a720-8832f725-1776t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70人（先着）
y無料eホームページで11月15日以
降に受け付けます。
老人福祉センター東香園　①ア
クティブシニア就業支援講座＆相
談会②シニアを積極的に雇用し
ている企業の合同企業説明会と
相談会

　①は希望者には相談会もあり。
d①11月20日㈯午前11時～正午②12
月４日㈯午後１時半～３時li同園

老人福祉センター福寿園　法律
年金相談

　金銭・不動産・相続など日常生活で
の法律相談に弁護士が応じます。
d12月17日㈮午後１時半～３時半（１
人20分）li同園（西区今宿青木）a 

891-2727f891-2784t市内に住む60
歳以上c５人（先着）y無料e電話か
来所で、12月１日以降に同園へ。
犯罪被害者をサポートする相談
窓口を開設しています

　①福岡犯罪被害者総合サポートセ
ンターa409-1356（午前９時～午後４
時）②性暴力被害者支援センター・ふ
くおかa409-8100（24時間）③県警の
犯罪被害相談「心のリリーフ・ライン」
a632-7830（午前９時～午後５時45分）
④県警の性犯罪被害相談電話a♯
8103（24時間）へ。 ※①③平日（年末
年始を除く）②④年中無休

働く人のライフサポート相談会
　仕事や子育て・介護、法律等、暮らし
に関わる悩みや不安についての相談
に弁護士などが応じます。d12月４日
㈯午前10時～午後４時lイオンマリ
ナタウン店１階センターコートエスカ
レーター前（西区豊浜三丁目）i福岡
地域労働者福祉推進協議会a283-52 
80f283-5251y無料e不要
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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

しごと 相談 施設の情報

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



12月の催し
　一部講座は材料を持参。②の会場は
まちスポ福岡東（東区下原四丁目）。詳
細はホームページで確認するか問い合
わせを。t市内に住むか通勤・通学する
人 ※②小学生（保護者の送迎が必要）
⑧４歳～12歳と保護者⑨小学生以上と
保護者y①⑤⑥⑦⑩⑫無料（⑩⑫は部
品代別）②600円③500円④200円⑧１人
300円⑨１組200円⑪700円e①～④⑦
⑧⑨⑪往復はがきかファクスで、①②11
月24日③④11月29日⑦11月30日⑧⑨12
月１日⑪12月９日（いずれも必着）に同施
設へ。来所、ホームページでも受け付け
ます。⑤来所で当日午後１時から受け付
けます。⑥⑩⑫電話か来所で、12月１日
以降に同施設へ。

パパとママのためのキャンプ教室
　ロープワーク＝写真＝など、キャンプ
に必要な技術を学びます。高校生以下
は保護者同伴。d12月５日㈰午前10時
～午後１時c６組（先着。１組５人まで）y

１組3,000円n０歳～小学生（無料。申込
時に予約を。先着順）e電話で11月21日
以降に同セン
ターへ。ホー
ムページでも
受 け 付 け ま
す。

内容・日時 定員
①堆肥・菜園づくり講座　
12／２㈭13:30～15:30

10人
（抽選）

②お買い物・クッキングでSDGｓ
を学ぼう　
12／４㈯10:00～13:00

10人
（抽選）

③ダンボールコンポスト講座　
12／７㈫10:30～12:00

10人
（抽選）

④簡単パンツ作り　
12／８㈬、15㈬10:00～13:00（連
続講座）

８人
（抽選）

⑤生ごみ堆肥づくりと菜園相
談会　12／９㈭13:30～15:30 ー
⑥木製のまな板削り　
12／９㈭、18㈯10:00～15:00

各11人
（先着）

⑦包丁研ぎ講座　
12／10㈮10:00～12:00

６人
（抽選）

⑧親子エコクッキング講座　
12／11㈯10:00～12:00

５組
（抽選。

１組３
人まで）

⑨親子de子ども布ぞうり作り
（子ども用の布ぞうりを作りま
す。１組１足）　
12／12㈰10:00～13:00

６組
（抽選）

⑩傘の修理　
12／15㈬、19㈰10:00～13:00

各６人
（先着）

⑪和モダンなしめ縄作り　
12／19㈰10:00～13:00

10人
（抽選）

⑫おもちゃ病院　
12／26㈰10:00～14:00

10人
（先着）

臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒812-0051 東区箱崎ふ頭四丁目13-42　a６４２-４６４１ f６４２-４５９８
o午前10時～午後５時 x月曜日（祝休日のときは翌平日）

西部３Rステーション （リサイクルプラザ）

〒819-0162 西区今宿青木1043-２　a8８２-３１９０ f8８２-４５80
o午前10時～午後５時 x月曜日（祝休日のときは翌平日）

③着物や羽織からフラットカ
ラーのジャケット作り　
12／３～17の金曜日13:00～
16:00（連続講座）

８人
（抽選）

④古布で干支の羽子板作り　
12／４㈯、11㈯13:00～16:00（連
続講座）

８人
（抽選）

⑤パッチワーク教室　12／７
㈫、14㈫、18㈯、21㈫、来年１／
８㈯、15㈯、18㈫、25㈫13:00～
16:00（連続講座）

８人
（抽選）

⑥着物や羽織でVネックチュ
ニック作り　12／９～23の木曜
日13:00～16:00（連続講座）

８人
（抽選）

⑦ハーブ入りリサイクルせっけ
ん作り　水曜日10:30～11:30

各５人
（先着）

レモングラスでしめ飾りづくり
　レモングラスを編んで、ナンテンの実
などで飾り付けます＝写真。d12月21日
㈫午後１時半～３時半c20人（抽選）
y1,000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、12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。

市美術展の作品を募集
　来年３月23日㈬～４月３日㈰に市美術
館で開催される同展の作品を募集。出
品者本人が制作した未発表の作品に限
ります。応募作品は直接搬入してくださ
い。審査後、入賞・入選作品を展示しま
す。出品料など詳細は問い合わせを。t

福岡都市圏に住むか市内に通勤・通学
する人【作品搬入日】来年１月29日㈯、30
日㈰午前10時～午後５時

②しめ縄リース作り
d12月19日㈰午前10時、11時、午後１時
半、２時半から（各回１時間）c各６組（抽
選。１組４人まで）y１個1,000円（１組２個
まで）
③油山きのこ倶楽部（くらぶ）
　キノコの案内人「きのこちゃん」との
キノコの観察会です＝写真。d12月26日
㈰午後２時～３時半c10人（抽選）y中
学生以上500円、小学生200円

12月・来年１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y①800円②③④⑥
500円⑤1,000円⑦無料e①～⑥はがき
かファクス、メール（m seibuplaza2＠f-k
ankyo.or.jp）、来所で、11月①②③19日④
⑤⑥20日（いずれも必着）までに同施設
へ。当選者のみ通知。⑦電話かファクス、
来所で、希望日の３日前までに同施設へ。

内容・日時 定員
①衣類のリフォーム教室　
12／１～来年１／26の水曜日
13:00～16:00（12／29を除く。
連続講座）

８人
（抽選）

②古布で干支（えと）の押し絵
作り　12／２㈭13:00～16:00

８人
（抽選）

　※いずれも入園料別。
園芸講座〜冬のバラの手入れと管理〜
d12月７日㈫午後１時半～３時半（受け
付けは１時から）c50人（先着）y無料e

不要
冬の野鳥観察会
d12月12日㈰午前10時～午後０時半（受
け付けは午前９時半から）c50人（先着）
y無料e不要

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。
市科学館×まもるーむ福岡 空気の力を
見てみよう
　空気の重さや圧力を体験できる実験
を行い、目に見えない空気の性質につ
いて学びます。d12月12日㈰午前10時
半、11時半から（各50分）t小学生以上
c各25人（先着）e電話かメール（m ma
moroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、11月17
日午前10時以
降 に 同 施 設
へ。１通５人ま
で。

映像シアター 私たちの吸っている空気
　映像とクイズで福岡の大気環境につ
いて学びます。d12月18日㈯午前11時
半～11時50分c30人（先着）e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。
城東高校科学部×まもるーむ福岡 星空
教室
　講義と星座早見盤作りを通して、城東
高校科学部の学生から天体や天文現象
について学びます。d12月25日㈯午前
10時半～正午t小学生以上c30人（先
着）e電話かメール（m mamoroom@fch.
chuo.fukuoka.jp）で、11月17日午前10時
以降に同施設へ。１通５人まで。

　※コレクション展の料金は一般200
円、高大生150円、中学生以下・市内に住
む65歳以上無料。
コレクション展（古美術）かがやく螺鈿

（らでん）、はなやぐ蒔絵（まきえ）
d11月16日㈫～来年１月16日㈰
コレクション展（古美術）古色蒼然（こ
しょくそうぜん） 時を重ねた美の世界
　陶器や青銅器などの工芸品を展示し
ます。d11月16日㈫～来年１月16日㈰
コレクション展（古美術）これであなた
も仙厓（せんがい）通
　ユーモアあふれる禅画で知られる仙
厓の作品を楽しむためのポイントを紹介
します。d11月16日㈫～来年１月16日㈰

ミニ展示「見えや聞こえのお助けアイテ
ム」
　クリアな音質の集音器、視覚障がい
がある人のために開発された誘導ソフ
トマット＝写真＝などを展示。d開催中
～11月30日㈫y無料

未来研究室「スタートアップ講座 〜ア
イデアを共創する力に変える〜」
　講師はスタンフォード大学創薬研究
所所長の西村俊彦氏ほか。世界の動き
を理解した上で、チームの仲間と共感
し、創造していくオンラインセミナーで
す。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」
を使用。詳細はホームページで確認す
るか問い合わせを。d12月４日㈯、５日
㈰、11日㈯、12日㈰、19日㈰正午～午後
３時（連続講座）t18歳以上c12人（抽
選）y１万円eホームページで11月23日
まで受け付けます。

　※いずれも対象は小学生以上（中学
生以下は保護者同伴）。申し込みは、往
復はがきに代表者の応募事項と参加者
全員の氏名・年齢、①②は希望時間も書
いて、11月15日～①②11月26日③12月３
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木を磨いて楽しむ講座
　木の手触りを楽しみながら、木片を磨
いてペンダントなどを作ります。d12月
18日㈯午前10時半～午後０時半、２時～
４時c各５人（抽選）y１作品500円

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）

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（入館は閉館30分前まで）x月曜日（祝休日のときは
翌平日）

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）

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）

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）

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）

空
気
砲
の
実
験

過去の観察会

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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