
　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11
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。

アミカス　未来をつくるアウトプットラボ〜モヤモヤから
社会をよくするセルフアップデート計画〜

　SDGsの一つであるジェンダー平等を学び、他の参加者と共にやりたいことを
形にしていきます。講師はビジョナリアル共同代表の中村路子氏、ドネルモ代表
理事の山内泰氏ほか。d来年１月15日、22日、２月５日、12日、19日、３月19日のい
ずれも土曜日午後２時〜４時（連続講座）liアミカス（南区高宮三丁目）a526-
3755f526-3766tおおむね20〜40代c30人（選考）y無料n６カ月〜小学３年生

（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書いて申し込み時に予約を）eメール（m ami
kas@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と職業、応募動機を書いて、来年１月５日まで
にアミカスへ。ホームページでも受け付けます。当選者のみ通知。

講座・教室

福岡城 舞遊の館　まだまだ間に合う七五三撮影会

　着物を着付けし、プロのカメラマンが約50カット撮影。写真データは後日CD-R
で渡します。詳細は問い合わせを。d12月１日㈬〜26日㈰午前10時〜午後２時

（月曜日を除く）li同館（中央区城内 三の丸スクエア内）a707-3191f707-
3193t３〜７歳と保護者c各日４組（先着。１組３人まで）y１人２万9,800円e電話
で同館へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

博多座「市民半額観劇会」

　ミュージカル「マイ・フェア・レディ」を半額で観覧できます。d来年１月19日㈬、
20日㈭、22日㈯、25日㈫、27日㈭午後５時から（20日は正午の回もあり）、21日㈮、
26日㈬、28日㈮正午からl博多座（博多区下川端町）i市民半額会事務局
a751-8258（平日午前10時〜午後６時）f736-7081t小学生以上c各回30人（抽
選）yＡ席6,750円（事務手数料・振込手数料別）eはがき（〒810-8799福岡中央郵
便局留「市民半額会」）に代表者の応募事項と希望日時（１公演のみ）、参加人数

（２人まで）を書いて12月10日（消印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知
（12月15日ごろ発送）。

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。d12月２日㈭〜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

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（12月前半の日曜日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
12月５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
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）	 a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）	 a821-4731
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）	 a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）	 a881-1331
12月12日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）	 a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）	 a608-0001
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）	 a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）	 a781-6381
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）	 a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）	 a883-2525

　※外科当番医は変更の可能性があります。最新の情報は
各医療機関へお問い合わせください。
　※夜間・休日急患診療は、曜日・時間帯によって、加算（休
日・時間外・深夜）があります。さらに外科当番医は、紹介状
がない場合に必要な選定療養費や、保険が利かない費用が
かかる場合があるため、各医療機関に問い合わせを。

a＃7119

12/

8
●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（中央
区荒戸三丁目）i博多仁和加（にわか）振興会・高平a090-7472-1788 
f566-7546c25人（先着）y無料e不要

12/

12
●日

2わんにゃんよかイベント in あにまるぽーと

　施設見学会、猫の譲渡相談など。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

12/

12
●日

2筑前琵琶、現代音楽による浄
じょうるり

瑠璃人形の世界

　出演は木偶舎勘緑（もくぐうしゃかんろく）、筑前艶恋座（ちくぜんつ
やこいざ）他。浄瑠璃人形のワークショップもあり。d午後２時〜４時
li市民会館（中央区天神五丁目）a761-6567f761-5866c500人（先
着）y無料e不要

12/

12
●日

2九響 ＠ アートカフェ 〜ウィンターコンサート〜

　小学生以下は保護者同伴。詳細はホームページで確認を。d午後６
時半〜７時15分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市文化芸術振興財団a263-6265f263-6259c100人（抽
選）y入場無料e往復はがき（〒812-0027博多区下川端町３－１ リバレ
インセンタービル８階）で、12月５日（必着）までに同財団へ。

12/

16
●木

2外国人学生が語る「ふるさとの街と福岡」

　イスラエル出身のアーノン・ニルさんが、ふるさとの街などについて
日本語で話します。d午後６時半〜７時半li福岡よかトピア国際交流
財団（博多区店屋町 市国際会館）a262-1744f262-2700c33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、12月１日以降に同財団へ。定員を超えた場合のみ通知。

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

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

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

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

福岡市政だより
令和3（2021）年12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。



①英会話教室②フランス語講習③イタリア語教室

　①③はウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用した教室。いずれも連続講
座。定員など詳細は問い合わせを。l②は新日本アプレット（中央区天神四丁目 
博多天神ビル）i①福岡日英協会a476-2155f476-2634②福岡日仏協会・新井
a080-3184-8690（午前10時〜午後７時）f524-8325③福岡日伊協会a476-2153 
f476-2634e電話で12月１日以降に各問い合せ先へ。①はファクス、②はメール

（m info@fukuoka-nichifutsu.com）、③はファクスかメール（m aigfukuoka2@gala
xy.ocn.ne.jp）でも受け付けます。

言語 日時 費用

①英語

来年１／４㈫〜４／22㈮ ▽初級＝月、水曜日18:30
〜20:00 ▽ 初中級＝火曜日10:30〜12:00 ▽ 中級
＝火・木曜日18:30〜20:00または木曜日10:30〜
12:00 ▽ 上級＝金曜日10:30〜12:00または18:30
〜20:00　※いずれも祝休日を除く

２万円
（テキスト代別）

②フランス語
来年１／11㈫〜４／27㈬ ▽はじめてクラス＝火曜
日14:20〜15:40 ▽ 初級＝水曜日15:20〜16:40 ▽

中級＝火曜日19:30〜20:50 ▽ 会話クラス＝水曜
日19:00〜20:20　※いずれも祝休日を除く

１万6,000円
（テキスト代別）

③イタリア語
来年１／17㈪〜３／10㈭ ▽はじめてコース＝火
曜日18:30〜20:00 ▽初中級コース＝月曜日18:30
〜20:00 ▽中級会話コース＝木曜日19:00〜20:30　
※いずれも祝休日を除く

１万3,000円
（テキスト代別）

講座・教室
かなたけの里公園　里の門松づくり体験

　同公園の竹を使って門松を作ります。小学生以下は保護者同伴。詳細はホー
ムページで確認を。d12月18日㈯午前10時〜正午、午後１時〜３時li同公園

（西区金武）a811-5118f400-0147c50組（先着。１組５人まで）y１組800円e来
所で当日午前10時から受け付けます。

催 し

さざんぴあ博多　フラワーアレンジメント体験教室

　いずれも小学生以下は保護者同伴。liさざんぴあ博多（博多区南本町二丁
目）a502-8570f502-8571t①③中学生以下②④不問c各10人（先着）e電話
か来所で、12月１日以降に問い合わせ先へ。いずれか１回のみ。

内容 日時 費用
①子どもクリスマスリース作り（シナモンの香
りがするシナモンリースに飾り付けをします）

12／５㈰
13:00〜14:00 1,000円

②クリスマスリース作り（生木を使います） 12／５㈰
14:30〜15:30 1,500円

③子どもしめ飾り作り 12／12㈰
13:00〜14:00 1,000円

④しめ飾り作り 12／12㈰
14:30〜15:30 1,500円

講座・教室

12/

18
●土

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a090-5519-7878f413-6334tがん経験者、
その家族、がんに携わる医療従事者などc各10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
12月１日以降に問い合わせ先へ。

12/

19
●日

3桧原運動公園　クラフト教室

　松ぼっくりなどを使ってクリスマスツリーを作ります。d午前10時〜
正午li同公園（南区桧原五丁目）a566-8208f566-8920t小学生

（保護者同伴）c８人（先着）y500円e電話か来所で、12月５日以降に
同公園へ。

12/

19
●日

2西部運動公園　ベースボールフェスタ

　的当てピッチングゲームやホークスグッズ抽選会など。d午前10時
〜午後１時li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549t小学生（小
学３年生以下は保護者同伴）c50人（先着）y1,000円e電話か来所
で、12月６日午前９時以降に同公園へ。

12/

19
●日

2さいとぴあ映画館　「パンダコパンダ/パンダコパンダ
と雨ふりサーカス」

　小学１〜３年生向け。d午前10時半〜11時45分、午後１時〜２時15分
liさいとぴあ（西区西都二丁目）a807-8900f807-8895c各150人

（先着）y高校生以上500円、小中学生100円、未就学児無料（未就学児
は保護者同伴）e来所で同施設へ。

12/

19
●日

2市博物館　みんなのミュージアム
「金印の使われ方を知ろう」

　約2,000年前に国宝の金印がどのように使われていたのか、レプリ
カを使って体験します。d午前10時〜正午、午後１時〜３時（受け付け
は各終了時間の30分前まで）li同館（早良区百道浜三丁目）a845-
5011f845-5019c100人（先着）y無料e不要

12/

21
●火

3 NPO法人認定説明会

　市で「認定NPO法人」として認定を受ける際の、申請の要件等につい
て説明します。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」での参加も可。d

午後２時半〜４時lあすみん（中央区今泉一丁目）i市民公益活動推
進課a711-4927f733-5768t市内にのみ事務所を有するNPO法人c

会場20人、オンライン20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m 
koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と法人名、参加方法（会場ま
たはオンライン）を書いて、12月１日以降に同課へ。来所（市役所７階）、
市ホームページでも受け付けます。

12/

21
●火
他

3城南障がい者フレンドホーム　太極拳教室

d12月21日、来年１月18日、２月15日、３月15日のいずれも火曜日午後１
時〜２時半（連続講座）li同ホーム（城南区南片江二丁目）a861-
1180f861-1123t市内に住むか通勤・通学する障がいのある人（直立
での姿勢保持が可能な人）c５人（抽選）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-f
ukushin.or.jp）、来所で、12月１日〜15日（必着）に同ホームへ。

12/

21
●火
他

2博多ガイドの会 中世都市・博多を掘る

　遺跡の発掘現場などを巡ります。d12月21日㈫、22日㈬午後１時半
〜３時半l集合は櫛田神社（博多区上川端町）、解散は旧冷泉小学校

（博多区上川端町）i博多区企画振興課a419-1012f434-0053t高校
生以上c各16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、12月９日までに同課へ。ホームページでも受け付けます。

12/

22
●水
他

3高齢運転者講習会〜認知症予防講座と実技講習〜

　加齢に伴う認知機能・身体能力の低下を予防するための講座と、実
際に運転する体験型の講習。受講者は自家用車で集合。d12月22日
㈬、23日㈭午後１時〜３時半l市消防学校（早良区西入部一丁目）i

防犯・交通安全課a711-4061f711-4059t65歳以上の運転者と家族
（運転者のみも可）c各10組（先着）y無料e電話かファクス、メール
（m bouhankotsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日を書い
て、12月１日以降に同課へ。

情報BOX 福岡市政だより
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演 応募等のはがきの料金は 63 円です。

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報



老人福祉センター長生園

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②③おおむね60歳以上c①③20人②15人（いずれも先着）y無料e電
話かファクス、来所で、12月１日以降に同園へ。②③はメール（m cho-seien@mag
okorokai.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。

内容 日時
①長生園オレンジカフェ（認知症の悩みや不安につい
て、和やかな雰囲気の中で話や相談ができます） 12／17㈮14:00〜15:30
②アクティブシニア就業支援講座「60歳から再就職」 12／18㈯13:30〜15:30
③福岡歴史文化特別講座「博多の名刹（めいさつ） 聖福
寺と仙厓（せんがい）さん」 12／23㈭10:00〜12:00

催 し

優しさを伝えるケア技法「ユマニチュードⓇ」Vol.17
〜お願いするときは一つずつ〜

　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。
　認知症の人は、一度にたくさんの
ことを言われると混乱してしまいま
す。
　何かをお願いするときには、一つ
ずつ頼むと落ち着いて取り組んでも
らえます。
i認知症支援課
a711-4891f733-5587

救命講習

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（①②大人に対する方法
③子どもに対する方法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12月①②１日③④14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
来年
１／18㈫

市民防災センター（早良区百道浜
一丁目） 821-0245 20人

来年
１／19㈬ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人

②普通１

来年
１／14㈮ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 30人
来年
１／21㈮

博多消防署（博多区博多駅前四丁
目） 475-0119 25人

来年
１／24㈪ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人

③普通３ 来年
１／17㈪

消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 各30人
④上級

来年
１／18㈫
来年
１／27㈭

　※時間は①午前10時〜11時半②③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

12/

23
●木

3老人福祉センター福寿園　口腔衛生講座

　体に悪影響を及ぼす歯周病を防ぐ方法を学びます。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c15人（先着）y無料e電話か来所で、12月１日以降に同園へ。

12/

25
●土

2中央市民センター　こどもクリスマス会

　「手作りの人形劇」「不思議な手品とお手玉」「中央図書館おはなし
会」を観賞します。詳細はホームページで確認を。d午前10時〜正午、
午前11時〜午後１時li同センター（中央区赤坂二丁目）a714-5521 
f714-5502t２歳〜小学３年生（未就学児は保護者同伴）c各12組（先
着。１組３人まで）y無料e電話かファクスに参加者全員の応募事項と
希望時間を書いて、12月１日以降に同センターへ。来所でも受け付け
ます。

12/

26
●日

3もーもーらんど油山牧場　ミニ門松作り教室

d午前10時半〜午後０時半li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-
7040t小学生以上のペアc10組（抽選。１組一つ）y１組1,500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を書いて、12月１日〜10日（必着）に同牧場へ。
ホームページでも受け付けます。

12/

26
●日

2アクロス弦楽合奏団セレクション「珠玉の弦楽合奏曲」

　ドントの「ヴァイオリン四重奏曲ホ短調」などを演奏します。未就学
児は入場不可。d午後３時から（２時間程度）lアクロス福岡国際会議
場（中央区天神一丁目）iアクロス福岡チケットセンターa725-9112 
f725-9102c100人（先着）y全席自由一般3,000円、学生1,000円n４
カ月〜就学前（無料。託児の申し込みは前日までにテノ.サポートa01 
20-8000-29へ。先着順）e電話か来所で同センター（アクロス福岡２
階）へ。ホームページでも販売。

12/

27
●月
他

3おはよう小中学生ボウリング教室

　初心者向け。d12月27日㈪、28日㈫午前９時半〜11時半（連続講座）
liパピオボウル（博多区千代一丁目）a633-2500f633-2498t小中学
生（小学３年生以下は保護者同伴）c50人（先着）y1,500円e電話かファ
クスで、12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。

2022
1/

5
●水
他

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　「基礎」「中級」「ワード基礎」「エクセル基礎」「デジカメ」「インターネッ
ト」「ブログ作成」「ワードでお絵かき」の８講座。d来年１月５日㈬〜３月
19日㈯ ※日時や期間は講座により異なるliシニアネット福岡（中央
区大名二丁目）a732-3115f753-6465 ※対応可能日時は平日午前10
時〜午後３時t20歳以上の初心者、中級者c各10人（抽選）y１回1,000
円（テキスト代別）e電話かファクス、来所で問い合わせの上、12月10
日までに申し込みを。

1/

9
●日

3西障がい者フレンドホーム　
初心者のためのパソコン教室

　文字入力と画像貼り付けやチラシ・カレンダー等のひな形を作りま
す。d来年１月９日〜２月６日の日曜日 ▽ワード＝午前10時〜正午 ▽エ
クセル＝午後１時半〜３時半（いずれも連続講座）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c

各５人（抽選）y1,200円e電話かファクスに応募事項と希望講座を書
いて、12月１日〜15日に同ホームへ。来所でも受け付けます。

1/

10
●●月・祝

2九州交響楽団 ニューイヤーコンサート

　J・シュトラウス２世のワルツ「美しく青きドナウ」などを演奏します。
未就学児は入場不可。d午後３時から（２時間程度）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5,500円、A席4,500円、B席・車いす席
3,500円、C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。

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。



老人福祉センター舞鶴園

li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-0046t市内に住む①②おおむ
ね60歳③60歳以上y①②無料③300円e電話かファクス、来所で、12月１日以降
に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。

内容 日時 定員（先着）
①優しい認知症ケア技法「ユマニチュード®」
ビデオ上映会（「ユマニチュードってなんだ
ろう 入門編」を上映します）

12／16㈭15:00〜16:30 15人

②オンライン海外旅行の楽しみ方講座
（体験談を踏まえて解説します）

12／18㈯10:00〜11:30、
13:00〜14:30 各５人

③リラックス・ヨガ講座 「冷え性改善編」 12／20㈪13:00〜14:00 10人

催 し

雁の巣レクリエーションセンター　
ガンレクじてんしゃ教室

　自転車の乗り方のこつを学びます。雨天中止。d月曜日午後４時〜５時li同
センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t４歳〜小学生と保護者のペアc各
５組（先着）y１組500円e当日午後３時半から管理事務所で受け付けます。

講座・教室

老人福祉センター東香園

li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t①③不問②市内に住
む60歳以上（家族の参加も可）c①なし②③20人（先着）y無料e①不要②③電
話かファクス、来所で、12月１日以降に同園へ。

内容 日時
①教室合同作品発表会（書道、絵画、切り絵、染め
花など、シニア教室や講座参加者の作品を展示
します）

12／15㈬〜18㈯9:00〜16:00

②東香園カフェ（認知症予防に関する話と相談
会） 12／22㈬13:00〜14:00
③福岡女子大学の学生によるクリスマスコン
サート（ハンドベルの演奏など） 12／25㈯13:30〜14:30

催 し

あすみん（NPO・ボランティア交流センター）
①NPO広報講座②ボランティア講座

　①広報手段の種類やチラシ作成のポイント等を学びます。②基礎知識のほ
か、ボランティア活動を始める際やボランティアを受け入れる際の心構えなどに
ついて学びます。ボランティア募集情報の紹介もあり。d12月①14日㈫午後７時
〜９時②18日㈯午後２時半〜４時liあすみん（中央区今泉一丁目）a724-4801 
f724-4901c各20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m info＠fnvc.jp）
に応募事項と団体に所属している人は団体名を書いて同施設へ。来所でも受け
付けます。

講座・教室

1/

11
●火
他

3東体育館　
①パラディソ体操②子ども体操教室２

　①有酸素運動や筋力トレーニングをして運動不足と肥満解消を目
指します。②マット運動などの体操やレクリエーションを中心とした運
動をして運動神経を発達させます。いずれも連続講座。d①来年１月
11日〜３月１日の火曜日午前９時半〜10時半②来年１月12日〜３月９日
の水曜日（２月23日を除く）▷年中・年長＝午後３時〜４時▷小学１〜３年
生＝４時〜５時li東体育館（東区香住ケ丘一丁目）a672-0301f672-
0302t①65歳以上②年中〜小学３年生c①15人②各15人（いずれも
抽選）y①4,800円②各6,000円e往復はがき（〒813-0003東区香住ケ
丘１-12-２）で、12月１日〜15日（必着）に東体育館へ。

1/

12
●水

2九州市民大学１月講演会

　浪曲（ろうきょく）師の玉川奈々福が浪花節（なにわぶし）と呼ばれる
浪曲の語り芸をします。未就学児は入場不可。d午後６時〜７時半l

福岡サンパレスホテル＆ホール（博多区築港本町）i同大学事務局
a714-0066f714-6045c2,300人（先着）y3,000円e当日午後５時以
降に同会場へ。

1/

12
●水
他

3初心者太極拳教室

d来年１月12日〜３月23日の水曜日午後１時〜３時（２月23日を除く。連
続講座）l博多体育館（博多区山王一丁目）i市武術太極拳連盟・白
川a090-2508-8875m spfq6649@grace.ocn.ne.jpt市内に住むか通勤
する人c30人（抽選）y3,500円e往復はがき（〒812-0044博多区千代
２-４-23-605）かメールで、12月１日〜来年１月４日（必着）に問い合わせ
先へ。

1/

14
●金
他

3早良障がい者フレンドホーム　こどもパソコン教室

　パソコンの基礎やタイピングゲーム、ペイント機能等を学びます。
d来年１月14日〜３月25日の第２・４金曜日午後５時〜６時（２月11日を
除く。連続講座）li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-2761f 

847-2763t市内に住む障がいのある小学４〜６年生c５人（抽選）y無
料e電話かファクス、メール（m sawara-friend@nonohana.or.jp）、来所
で、12月１日〜15日に同ホームへ。

1/

15
●土

3もったいない食品ロスをなくそう

　ローリングストック（備蓄した食品を定期的に消費し、食べた分だけ
買い足していく方法）について学びます。調理実習もあり。d午前11
時〜午後２時l西部ガスショールームヒナタ福岡（博多区博多駅東二
丁目）i西部ガスクッキングクラブ福岡a411-0515f411-0525t小学
生と保護者のペアc８組（抽選）y１組1,000円eはがき（〒812-0013博
多区博多駅東２-７-27）かファクスに参加者全員の応募事項とメールア
ドレスを書いて、12月15日（必着）までに問い合わせ先へ。来所（博多
区博多駅東二丁目）、ホームページでも受け付けます。当選者のみ通
知。

1/

21
●金
他

3福岡ファミリー・サポート・センター　
提供・両方会員養成講習会

　育児の援助をする「提供会員」と、育児の援助・依頼をする「両方会
員」になるための講習会。d来年１月21日㈮、25日㈫、27日㈭午前10時
〜午後３時（27日は２時半まで。連続講座）lふくふくプラザ（中央区荒
戸三丁目）i福岡ファミリー・サポート・センターa736-1116f713-
0778t市内に住み、心身共に健康で自宅で安全に子どもを預かるこ
とができる人c40人（先着）y無料n６カ月〜就学前（無料。来年１月
14日までに要申し込み。抽選）e電話かファクス、メール（m f-suppo
rt@fukuoka-shakyo.or.jp）で、12月１日以降に同センターへ。定員を超
えた場合のみ通知。

1/

23
●日

2パピオ　ニューイヤージャズライブ

　フルートやギター奏者などによる生演奏。d午後２時〜３時40分
liパピオビールーム（博多区千代一丁目）a633-2180f633-2177t

小学生以上（小学生は保護者同伴）c50人（抽選）y無料eはがき（〒 
812-0044博多区千代１-15-30）に応募事項と小学生は保護者名も書い
て、12月１日〜27日（必着）に問い合わせ先へ（１通につき１人）。来所で
も受け付けます。当選者のみ通知。

2/

12
●土
他

2さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）
レクボッチャ大会

　「ボッチャ」は障がい者向けに考案された球技です。３対３の団体戦
を行います。小学生以下は保護者同伴。d来年２月12日㈯か13日㈰の
いずれか１日、午前９時〜午後５時li同プラザ（南区清水一丁目）a 

511-1132f552-3447t県内に住むか通勤・通学する障がい児・者で構
成されたチーム（１チーム３〜６人。健常者のチームまたは障がい児・
者と健常者の混成チームも可）c36チーム（抽選）y１チーム1,200円
eホームページに掲載する申込書を12月１日〜来年１月８日に同プラ
ザへ。落選者のみ通知。
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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

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あすみん（中央区今泉一丁目）②アミカス（南区高宮三丁目）③OFFICE NOIR 
INC.（オフィスノアール・中央区大名一丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務
局a401-3456f739-6081t①②おおむね60歳③不問c①15人②10人③20人

（いずれも先着）e電話かファクスに応募事項と①は希望する部も書いて、12月
１日午前10時以降に同事務局へ。いずれも定員を超えた場合のみ通知。

内容 日時 費用

①mif（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＝

「ジョハリの窓の作成」自己肯定感の上げ方
を学びます。 ▽３部＝「自由懇談タイム」

12／13㈪

▽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）

②ミシン経験者向け洋裁教室 おしゃれなス
カート作り

12／16㈭
13:30〜16:30 4,500円

③プロの講師に学ぶ美容・美姿勢講座「ミラ
クルマンデー」（姿勢作り、ウォーキング、メー
クの方法など。後日ファッションショー出演の
オプションあり）

来年１／17〜３／
７の月曜日11:00
〜12:30（１／24、
２／７を除く。連
続講座）

３万円

講座・教室

市美術館　ゴッホ展・関連イベント

li市美術館（中央区大濠公園）a714-6051f714-6071tゴッホ展のチケット半
券またはARTNE（アルトネ）チケットオンラインの二次元コード（使用済可）を持っ
ている人c各回180人（抽選）y無料eはがき（〒810-0001中央区天神１-４-１ 西
日本新聞イベントサービス内「ゴッホ展・関連イベント」係）に応募事項と参加者
全員の氏名、参加人数を書いて、12月20日（必着）までに同係へ。１通２人まで。
ホームページでも受け付けます。

内容 日時
①記念講演会「ゴッホとゴーギャン アルルの62
日間〜小説・戯曲『リボルバー』創作を通して〜
作家の考察」講師・原田マハ氏（作家）

来年１／15㈯13:30〜15:00

②アクロス・ミュージアムコンサート in 市美術館 来年１／23㈰１回目＝13:30〜
14:00、２回目＝15:00〜15:30

③記念講演会「僕の絵は売れるの？〜ファン・ゴッ
ホの没後、遺品に何がおこったのか？〜」講師・圀
府寺司氏（大阪大学教授）

来年１／30㈰13:30〜15:00

催 し

きる運動と、ロコモティブシンドローム
（運動器症候群）予防・認知症予防の
講話を併せて行う教室を実施する事
業者を募集。募集エリア等の詳細は
募集要項で確認を。【募集要項の配
布】12月１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）
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】12月17日（必着）までi同課a71 
1-4373f733-5587

県営住宅入居者を募集
　募集団地や戸数など詳細は12月２
日㈭から情報プラザ（市役所１階）、各
区役所情報コーナー、入部・西部出張
所などで配布する募集案内で確認
を。【申込期間】12月９日〜17日（消印
有効）i県住宅供給公社管理課a78 
1-8029f722-1181
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

お知らせ
eLTAX（エルタックス）を利用して
地方税に関する手続きができま
す

　法人市民税、固定資産税（償却資
産）、個人住民税の給与支払報告書や
特別徴収に係る手続きおよび事業所
税について、インターネットを通じた
電子申告、電子申請・届け出を受け付
けています。法人市民税、個人住民税

（特別徴収）、事業所税については電
子納税もできます。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。
ieLTAXヘルプデスクa0570-081459
市介護予防教室実施業務の受託
事業者を募集（追加募集）

　65歳以上の市民が自宅で気軽にで

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るため利用
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a711-4346 
f733-5907

人権擁護委員が委嘱されました
　同委員は、地域住民からの人権相
談の対応や、人権についての啓発活
動を行います。10月１日付で堀本和歌
子氏が委嘱されました。i福岡法務
局人権擁護部a739-4151f722-6183
市政に関する意識調査 パンフ
レット「ふくおかボイス」が完成

　「福岡市の住みやすさ」「博物館」
「福岡・博多の伝統工芸品」について
の市民の意識調査の結果をまとめた

「ふくおかボイス」を情報プラザ（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。市ホーム
ページにも掲載。i広聴課a711-40 
67f733-5580
小中学校に入学予定で経済的に
困っている世帯へ就学援助（入学
準備金の支給）を行います

　経済的な理由で給食費や学用品費
など、学校での学習に必要な費用の
支払いが困難な保護者に、就学援助

（入学準備金の支給）を行います。詳
細は問い合わせを。i教育支援課a 

711-4693f733-5780、各学校t市内
に住み、来年４月に国・県・市立の小中
学校に入学予定の子どもがいる世帯
で ▽生活保護の廃止、停止を受けた
が、なお経済的に困窮している ▽ 市
民税が非課税または減免の適用を受
けている ▽国民年金または国民健康
保険の保険料の全額減免を受けてい
る ▽一人親家庭等で児童扶養手当法
に基づく児童扶養手当を受けている

▽市民税所得割額と県民税所得割額
の合算が本市で定める基準額以下で
ある―などe市ホームページに掲
載、または各学校で配布する申請書
と必要書類を持参で、来年１月４日〜
31日に同課、または各学校へ。
海っ子山っ子スクールの入学希望
者を募集

　同スクールは自然に恵まれた環境
にある小規模校に通学できる制度で
す。勝馬小学校（東区勝馬）で、来年４
月からの入学希望者を募集します。
i教育支援課a711-4636f733-5780 
t市内に住み、公共交通機関を利用

して原則60分以内で通え、１年以上通
学できる来年度新１年生になる児童。
他要件ありc２人（選考）e市ホーム
ページに掲載する申込書を12月９日

（消印有効）までに同課へ。来年１月６
日㈭に面談あり。

スポーツフォトコンテストを開催
　「スポーツ最高」をテーマに写真を
募集。市スポーツ協会のインスタグ
ラムアカウントをフォローし、「＠fukuo
kacity_spokyou」と「＃スポコンフォト」
と「写真のタイトル」を付けて投稿して
ください。作品はホームページやＳＮＳ

（会員制交流サイト）に掲載。入賞者に
は賞品を進呈。詳細はホームページ
で確認を。【募集期間】12月１日〜来年
２月28日i同協会a407-8381f407-8 
185

クロスボウ（ボーガン）の所持が禁
止になります

　銃刀法が改正され、クロスボウ＝イ
ラスト＝の所持が原則禁止・許可制に
なります。改正法が来年３月15日に施
行となることから現在クロスボウを所
持している人は廃棄するか、来年９月
14日までに所持の許可を申請してく
ださい。 ※県内の警察署では不要な
クロスボウの引き取りを無償で行っ
ています。詳細は最寄りの警察署で
確認を。i県警察本部生活保安課a 

641-4141f632-0814

「ながらエクササイズ」動画を配信
しています

　日ごろ運動習慣のない女性が普段
の生活の中で「ながら」で気楽に取り
組める、運動動画を配信しています。
詳細はホームページで確認を。i健
康増進課a711-4374f733-5535
令和４年 市消防出初（でぞめ）式
を中止します

　市消防出初式は新型コロナウイル
スの感染拡大防止のため、中止しま
す。i消防団課a725-6564f791-2994
粗大ごみの年末年始の収集につ
いて

　粗大ごみの受け付け、収集を12月
29日㈬から来年１月３日㈪まで休みま
す。年内の収集を希望する場合は早
めに申し込みを。１日ごとの受付上限
件数があり、上限に達した時点で年明
けの収集になります。i粗大ごみ受
付センターa731-1153f731-1195

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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深夜帯に電話で子どもの各種相
談等を行う事業者（法人）を募集

　公募説明会を12月21日㈫午前10時
から市こども総合相談センター（中央
区地行浜二丁目）で開催。詳細は市
ホームページで確認するか問い合わ
せを。【説明会の申し込み】12月１日か
ら市ホームページに掲載、または同セ
ンターで配布する申込書を12月16日

（必着）までに同センターへi同セン
ター調整課a707-7572f832-7830

放送大学来年４月入学生を募集
　同大学は、インターネットやBS放送
などを利用して授業を行う、国がつ
くった通信制の大学です。所定の単
位を修得すると大学卒業資格を取得
できます。教養学部（15歳以上）・大学
院（18歳以上）の学生を募集。詳細は
問い合わせを。i同大学福岡学習セ
ンターa585-3033f585-3039e電話
かホームページで募集要項を請求の
上、郵送で11月26日〜来年３月15日

（必着）に同大学へ。ホームページで
も受け付けます。

しごと

口腔（こうくう）保健支援センター 
歯科衛生士を募集

　同センター（市役所12階）で歯科口
腔保健の推進に関する事業の企画・
実施・評価などの業務に従事。【資格】
３年以上の実務経験を有する歯科衛
生士。他要件あり【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】同セン
ター、情報プラザ（市役所１階）、各区
健康課で。市ホームページにも掲載

【申込期間】12月１日〜24日（必着）i

同センターa711-4396f733-5535
保険年金課 国民健康保険料等納
付相談員を募集

　各区同課および西部出張所で未納
保険料の相談や催告、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】12月１日から保険
年金課（市役所12階）、情報プラザ（同
１階）、各区保険年金課、西部出張所
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】来年１月17日（消印有効）までi保
険年金課a711-4242f733-5441

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

　※募集する職員等の資格や勤務条
件など、詳細は募集案内で確認する
か問い合わせを。

審査会の補助業務等に従事。【資格】
介護支援専門員（今年度取得見込み
も含む）【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26日から介護
保険課（市役所12階）、情報プラザ（同
１階）、各区福祉・介護保険課、入部・西
部出張所で。市ホームページにも掲
載【申込期間】12月21日（消印有効）ま
でi介護保険課a711-6145f711-62 
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市立こども病院 ナースアシスタ
ント（有期職員）を募集

　詳細はホームページで確認を。【任
用期間】採用日〜来年３月31日（再任
用あり）i同病院総務係a692-3722 
f682-7300
早良区保険年金課職員（一般事務
補助）を募集

　【任用期間】来年度の繁忙期（１〜２
カ月）【募集案内・申込書の配布】12月
１日から同課（早良区役所１階）、情報
プラザ（市役所１階）で。市ホームペー
ジにも掲載【申込期間】12月20日〜来
年１月７日（消印有効）i同課a833-
4323f846-9921
福祉・介護保険課 障がい者自立
支援職員を募集

　各区同課で、障がい者がいる世帯
への訪問調査、各種相談、障がい者介
護給付費等認定審査会の補助業務な
どに従事。【資格】次のいずれかを満
たす人。 ▽介護支援専門員 ▽相談支
援専門員 ▽看護師 ▽保健師 ▽社会福
祉士 ▽精神保健福祉士。他要件あり

【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】障がい福祉課（市役所12
階）、情報プラザ（同１階）、各区福祉・
介護保険課、入部・西部出張所で。市
ホームページにも掲載【申込期間】12
月１日〜24日（消印有効）i障がい福
祉課a711-4249f711-4818
福祉・介護保険課 障がい者相談
専門員を募集

　東・博多・中央・早良区の同課で、障
がい児・者の福祉に関する相談、申請
受け付け、交付事務などに従事。【資
格】次のいずれかを満たす人。 ▽介護
支援専門員 ▽相談支援専門員 ▽看護
師 ▽保健師 ▽社会福祉士 ▽精神保健
福祉士▷行政機関で３年以上相談業
務に従事した人【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】12月１日か
ら障がい企画課（市役所12階）、情報
プラザ（同１階）、各区福祉・介護保険
課、各区役所情報コーナー、入部・西
部出張所で。市ホームページにも掲
載【申込期間】12月23日（消印有効）ま
でi早良区福祉・介護保険課a833-
4353f831-5723

アミカス相談専門員を募集

　家庭や職場などの問題や心の問題
に関する電話、面接での相談業務等
に従事。【資格】次のいずれかを満た
す人。 ▽臨床心理士か精神保健福祉
士、公認心理師の資格を有し、実務経
験を２年以上有する ▽保健師か助産
師で実務経験を２年以上有する ▽児
童、婦人、母子相談機関において実務
経験を２年以上有する【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
26日からアミカス（南区高宮三丁目）、
情報プラザ（市役所１階）、各区役所情
報コーナー、入部・西部出張所など
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】12月23日（必着）までiアミカス
a526-3755f526-3766

健康増進課 食育推進員を募集
　【資格】３年以上の実務経験（管理
栄養士・栄養士の実務経験。合算も
可）を有する管理栄養士。他要件あり

【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】同課（市役所12階）、情報プ
ラザ（同１階）、各区健康課で。市ホー
ムページにも掲載【申込期間】12月１
日〜24日（必着）i健康増進課a711-
4374f733-5535
市スポーツ協会職員（スポーツ指
導員）を募集

　スポーツ教室の企画・実施、利用者
への案内などに従事。【資格】来年３月
31日時点で、教員免許（保健体育）、健
康運動指導士、健康運動実践指導者
のいずれかの資格を持つか、大学・短
大・専門学校で運動指導に関する課
程を修了した人【勤務場所】市スポー
ツ協会本部（西区内浜一丁目）、市民
体育館（博多区東公園）、中央体育館

（中央区赤坂二丁目）、総合西市民
プール（西区西の丘一丁目）のいずれ
か【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29日から同協会、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。
ホームページにも掲載【申込期間】12
月３日〜27日（必着）i同協会総務課
a407-8380f407-8185
障がいのある人を対象に下記の
職種を募集

　【募集職種】①文書整理等補助②
データ入力等補助③図書整理等補助
④学校事務等補助【対象】身体・知的・
精神障がい者（職種により対象が異
なる）【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】12月１日から各問い
合わせ先（市役所①②８階③④11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、障がい

者就労支援センター（中央区長浜三
丁目）などで。市ホームページにも掲
載【申込期間】12月20日（消印有効）ま
でi①②人事課a711-4187f733-55 
59③④教育委員会職員課a711-4609 
f711-4936

議会図書室司書を募集
　議会図書室（市役所８階）で、図書資
料の収集、保管、貸し出し、返却、利用
者のサポート業務などに従事。【資
格】５年以上の実務経験を有する司
書。他要件あり【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】12月１日か
ら調査法制課（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・西部出張所で。市ホームページ
にも掲載【申込期間】12月17日（必着）
までi同課a711-4749f733-5869
留守家庭子ども会（放課後児童ク
ラブ）総括支援員・主任支援員を
募集

　市立小学校内に設置する同会の運
営の現場責任者として児童の育成支
援事務などに従事。【資格】▷保育士▷
教員免許保有者▷放課後児童クラブ
で２年以上活動経験のある人など。詳
細はホームページにも掲載【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】放課後こども育成課（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・西部出張所など
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】12月８日（消印有効）までi同課
a711-4662f733-5736
市こども総合相談センター職員
を募集

　資格要件あり。【募集職種】総合相
談員、夜間電話相談員、こども緊急支
援協力員、里親対応専門員、社会的養
護自立支援員、心理相談員、保健指導
員、児童指導員（夜間・深夜）、教育カウ
ンセラー、スクールカウンセラー、教育
相談員、適応指導教室指導員、スクー
ルソーシャルワーカー等【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】12
月１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】12月17日（必着）までi同セン
ター調整課a832-7833f832-7830
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電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

お知
らせ しごと

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報



①小・中学校司書②読書相談員③
副分館長を募集

　【資格】司書（①②は今年度取得見
込みも含む。③は公共図書館での10
年以上の実務経験も必要）【勤務場
所】①市立小・中学校の図書館②③市
総合図書館（早良区百道浜三丁目）・
各分館（東、早良南図書館を除く）【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】12月７日から市総合図書館・各
分館、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、アミカス（南区高宮三丁目）で。郵
送での請求は、140円切手を貼った返
信用封筒（Ａ４サイズが入るもの）を
同封して教育支援課（〒810-8621住所
不要）へ【申込期間】12月21日（消印有
効）までi①教育支援課a711-4636 
f733-5780②③市総合図書館運営課
a852-0618f852-0609

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「Excel2016」講習②原始
機（げんしばた）による織物・染色講習
③パソコン「ビジネスパソコン」講習
④パソコン「イラストレーター応用」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①１月９日〜２月６日
の日曜日午前９時半〜午後４時半②１
月11日〜３月８日の火曜日午前10時
〜午後４時③１月13日〜３月３日の月・
木曜日午後６時半〜９時（最終日は８
時半まで）④１月16日〜２月６日の日曜
日午前９時半〜午後４時半l①②④
同協会（東区千早五丁目）③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

同協会a671-6831f672-2133t①③
日本語入力、マウス操作ができる人
②不問④イラストレーターソフトを日
常的に使っている人、イラストレー
ター講習修了者c①④15人②12人③
11人（いずれも先着）y①２万3,000円
②３万1,000円 ③３万3,000円 ④２万
6,000円e電話か来所で、12月①②２
日③④３日以降に同協会へ。

職業訓練来年２月生を募集
　①ものづくりCAD科CAMコース②住
環境コーディネーター科③機械CAD
技術科④（企業実習付）機械CAD技術
科⑤金属加工技術科⑥スマート生産
サポート科―で募集。託児あり。日程

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。d12月19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、12月１日以降に同
相談室へ。

行政書士による無料相談会
　成年後見制度の利用、財産管理や
生活・療養看護等の契約、遺言・相続
などの相談に応じます。i成年後見セ
ンターあい愛サポートa673-6696f 

674-3358y無料e不要
日時 会場

12／８㈬
9:30〜12:00

ももちパレス３階
（早良区百道二丁目）

12／12㈰
9:30〜11:30

なみきスクエア２階
（東区千早四丁目）

12／12㈰
10:00〜12:00

ふくふくプラザ４階
（中央区荒戸三丁目）

12／12㈰
13:00〜15:00

大野城まどかぴあ３階
（大野城市曙町二丁目）

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。d来年１月５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。
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
ンブル等の依存症、引きこもりについ
ての相談。電話（a737-8829 火・木曜
日午前10時〜午後１時）かファクスで
事前予約が必要。日時など詳細は問
い合わせを。li同センター（中央区
舞鶴二丁目）a737-8825f737-8827

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２月１
日㈫〜７月28日㈭li①②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）a0948-22-4988 
f0948-22-4912③〜⑥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①②11月29日〜来年１月12日③〜
⑥12月１日〜来年１月７日に住所地の
ハローワークへ。
県立福岡高等技術専門校　令和
４年度訓練生募集
　①自動車整備科②プログラム設計
科③総合印刷システム科④空調設備
科⑤電気設備科⑥建築科⑦ロボット
溶接技術科⑧デジタルエンジニアリ
ング科⑨アパレルサービス科―で募
集（入校日は来年４月８日。①②２年課
程③〜⑨１年課程）。応募資格や方
法、定員など詳細は問い合わせを。

【申込期間】12月３日〜来年１月14日
i同校a681-0261f681-0263
監察指導課 建築保全指導員を募
集

　同課（市役所４階）で建築基準法第
12条に基づく特定建築物等の定期報
告制度に関する指導などに従事。【資
格】建築基準適合判定資格者、一級ま
たは二級建築士、特定建築物調査員

【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25日から同課、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】12月20日

（必着）までi同課a711-4719f733- 
5584

コロナ禍から暮らしを守る生活困
窮者相談会

　経済的問題や生活等の相談に司法
書士が電話で応じます。d12月11日
㈯午前10時〜午後４時i県司法書士
会事務局a722-4131f714-4234y無
料e不要
「人権週間」県内一斉無料電話相
談

　家庭内のもめ事、いじめや差別な
どについて、人権擁護委員と法務局
職員が電話で相談に応じます。【相談
専用電話】a0120-889-405d12月５日
㈰午前９時〜午後５時i福岡法務局
人権擁護部a739-4151f722-6183y

無料e不要

相 談

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の問題を持つ
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 yado
rigi@japanmac.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、メールでの相談は
無料。面接相談は初回のみ無料。

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は内部障
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。d12月15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

境界問題無料相談会
　近隣との境界に関する問題や、土
地・建物に関する測量、登記などにつ
いて、土地家屋調査士が相談に応じ
ます。d12月15日㈬午後１時〜４時（１
組30分）li県土地家屋調査士会（中
央区舞鶴三丁目）a741-5780f731-
5202c５組（先着。１組３人まで）y無
料e電話かファクスで、12月７日午前
10時以降に同会へ。

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。d12月18日㈯午前10
時〜午後４時（受け付けは３時半まで）
lアミカス２階（南区高宮三丁目）i

県行政書士会a641-2501f641-2503 
y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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年末年始の施設休館日は、12月15日号７面に掲載します

つきなみ講座 仙厓（せんがい）さんの
すべて
　江戸時代に聖福寺

（博多区御供所町）の
住職を務めた仙厓の
作品について学びま
す。d12月18日 ㈯ 午
後３時〜４時（受け付
けは２時半から）c 

180人（先着）y無料
e不要

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）

y①③〜⑨無料②300円e電話かファク
ス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、
来所で、12月１日以降に同センターへ。

内容・日時 定員
（先着）

①入浴用具の選び方と活用法　
来年１／６㈭10:00〜12:00、
15㈯11:00〜13:00

各８人

②自助具製作教室（握り箸で使
えるピンセット型の箸＝写真＝
を作ります）　
来年１／８㈯14:00〜16:00

10人

　※いずれも無料。未就学児は保護者
同伴。
乳幼児を対象とした親子あそび
　火〜金曜日に実施（曜日によって時
間・対象年齢など異なる）。詳細はホーム
ページで確認を。
グリーンタッチ（花の手入れなど）
d12月４日㈯午後１時半〜３時半t１歳
〜高校生e不要
お手玉あそび
d12月11日㈯午後２時〜３時t１歳〜高
校生c15人（先着）e当日正午から整理
券を配布。

新米パパ・ママ応急手当て講習会
　１歳未満の子どもに対する心肺蘇生
法や異物除去法＝写真＝などを学びま
す。d12月25日㈯、26日㈰午後２時〜３
時t１歳未満の子どもや孫がいる人、子
どもが生まれる予定の人、仕事で乳児と
接する機会がある人c各12組（先着。１
組大人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、12月１日以降
に 同 セ ン タ ー
へ。

おしゃれなカラーで作るアートフラワー
しめ縄ワークショップ
d12月11日 ㈯
午後１時半〜３
時半c20人（先
着 ）y1,500円
e電話かファ
クスで、12月４
日以降に同公
園へ。

博多人形干支（えと）人形展
　来年の干支・トラにちなんだ作品の展
示・販売。d12月７日㈫〜12日㈰y入場
無料

大人のゆったり山あるき〜叶岳をのぼ
る〜
　標高341mの叶岳に登ります。集合・解
散は叶嶽（かのうだけ）神社参道入口駐
車場（西区今宿上ノ原）。高校生以下は
保護者同伴。d12月16日㈭午前10時半
〜午後２時c20人（抽選）y500円e往
復はがきで12
月１日 〜９日

（必着）に同セ
ンターへ。ホー
ムページでも
受け付けます。

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。
映像シアター「野鳥の森へピクニック」
　映像とクイズで学びます。d来年１月
８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）。
自分だけの葉脈しおりを作ろう
　ヒイラギで葉脈しおりを作り、葉脈の
役割や光合成について学びます。d来
年１月16日㈰午前10時半〜正午t小学
生c15人（抽選）e電話かメール（m ma
moroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、12月１
日午前10時〜８日に同施設へ（１通３人
まで）。

オリジナル・インドスパイスを作ろう 管
理栄養士から学ぶスパイスの魅力
　食養生大学インドスパイススタジオ
代表の井上亜耶氏からスパイスの特徴
や効能を学び、オリジナルのスパイスを
作ります。お土産あり。小学生以下は保
護者同伴。d来年１月22日㈯午後２時〜
３時半、４時〜５時半c各10人（抽選）y 

1,000円eホームページから12月22日ま
でに申し込みを。空きがあれば当日も受
け付けます。

　※いずれも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。
テーブルサイエンス「水のふしぎを考え
よう」
　あふれそうであふれない水の力につ
いて実験をして考えます。d12月１日㈬
〜27日㈪、来年１月２日㈰〜31日㈪c各
回５人程度（先着）y無料（基本展示室
の入場券が必要）
サイエンスショー「ウォーターワールド」
　水を使った実験ショーをします。d12
月４日㈯〜19日㈰の土・日曜日、12月24
日㈮〜27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）

l①大濠公園（中央区）②〜⑤同センターt市内に住む人（⑤は18歳以上で運動に
支障のない人）e電話か来所で、①12月１日以降②〜⑤開催日の７日前までに同セ
ンターへ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時 定員
（先着） 費用

①ニコニコペース健
康教室（ウォーキング）

12／18㈯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）来年１／８㈯10:00〜15:00 12人 1,000円

（食事付き）
③気軽に糖尿病教室 来年１／15㈯13:30〜15:30 ８人 500円
④禁煙教室 来年１／29㈯10:00〜11:30 ９人 1,000円
⑤やせナイト塾

（生活習慣改善教室）
来年２／３〜17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。

科学実験「クリスマスにぴったりな結晶
をつくろう」
　尿素などを溶かした液体を乾かし、雪
のような結晶を育て観察します。d12月
４日㈯、５日㈰、18日㈯、19日㈰、24日㈮、
25日㈯t小学生以上推奨c各回５組（１
組３人まで）y無料
宙語（そらがた）り冬「宙くんのクイズ 
冬の星空編」
　冬の星座にまつわるクイズを解きま
す。d開催中〜来年３月７日㈪c各回
220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eチ
ケットは当日同館３階チケットカウン
ターで販売。

「大人のICTクラブ」オンライン説明会
　来年１月から始まる、仕事に生かせる
ICT（情報通信技術）スキルアップを目指
す同クラブの説明会を実施＝写真。詳細
はホームページで確認するか問い合わ
せを。d12月16日㈭午後７時〜８時半
t18歳以上（高校生の参加不可）y無
料eホームページから12月１日〜15日
に申し込みを。

③急病の時に慌てない　
来年１／12㈬13:30〜15:30 35人

④快眠でスッキリ健康生活　
来年１／13㈭14:00〜16:00 40人

⑤認知症サポーター養成講座　
来年１／17㈪10:00〜12:00 20人

⑥基本の防災対策とICT情報通
信技術活用法　
来年１／19㈬13:30〜15:30

35人

⑦安全な入浴の方法と足浴　
来年１／20㈭10:00〜12:00、
29㈯11:00〜13:00

各８人

⑧防災のスペシャリストに聞
く、これからの防災　
来年１／25㈫13:30〜15:30

35人

⑨食事介助、どうやってするの　
来年１／26㈬13:30〜15:30 30人

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）

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

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）

市民防災センター
〒814-0001 早良区百道浜一丁目３-３
a８４７-５９９０ f８４７-５９７０
o午前９時半〜午後５時（入館は閉館
30分前まで）x月曜日、最終火曜日

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

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

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

はかた伝統工芸館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１ 市博物館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）

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）

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）

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）

虎図（とらず）川㟢修一 作「開運」 過去の同イベント

過去の同イベント作品
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所	 　　　　●年齢		 　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報


