
　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12
月14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 曜 ・
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。
　※12月31日㈮〜１月３日㈪は、日・祝休日と同様。

●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、日曜・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。
　※12月29日㈬〜１月３日㈪は、日・祝休日と同様。

●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

日曜・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。
　※12月31日㈮〜１月３日㈪は、東区・南区・西区のみ
（午前９時〜午後11時半）。

●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。
　※12月31日㈮〜１月３日㈪も同様。

●外科当番医（１月９日以降の日・祝日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
　※年末年始の当番医は12月15日号14面に掲載してい
ます（「福岡市の救急医療」ホームページにも掲載）。
１月９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

１月10日（月・祝）
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
１月16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
１月23日㈰
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
１月30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

はかた伝統工芸館　①とらディショナルクラフト展
②博多人形青年部どうぶつ展

　①は干支（えと）のトラをテーマにした博多人形・博多織・マルティグラス・博多
張子（はりこ）などを展示・販売します。d１月①５日㈬〜16日㈰②25日㈫〜30日
㈰午前９時半〜午後５時半（入館は５時まで）li同館（早良区百道浜三丁目 市
博物館２階）a409-5450f409-5460y入場無料

催 し

1/
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●火
他

2もーもーらんど油山牧場　
①新春くじ引き②シイタケのコマ打ち体験

　①「ふれあい体験チケット」などが当たるくじ引き券を500円（合算不
可）の支払いごとに配布。②シイタケの菌が付いたコマを木に打ち込
みます。木は持ち帰り可。d①１月４日㈫午前９時半〜午後４時半②２月
５日㈯午前10時半〜11時半li同牧場（南区柏原）a865-7020f865-
7040t①不問②小学生以上のペア（小学生のみの参加不可）c①500
枚（先着）②10組（抽選）y①入場無料②１組500円e①不要②往復は
がき（〒811-1353南区柏原710-２）に参加者全員の応募事項と当日連絡
が可能な電話番号を書いて１月１日〜11日（必着）に同牧場へ。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。

1/

9
●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

1/

12
●水
他

3花畑園芸公園　園芸講座①柿のせん定講習と冬期管理
②ミカンのせん定講習

d１月①12日㈬、13日㈭②20日㈭〜22日㈯いずれも午後１時半〜３時
半 ※①②とも各日の内容は同じli同公園（南区柏原七丁目）a 

565-5114f565-3754c各日30人（先着）y無料e電話かファクスに応
募事項と希望日を書いて、１月①５日②13日以降に同公園へ。

1/

18
●火
他

3①NPO法人解散セミナー
②NPO法人登記＆事務手続きセミナー

　①NPO法人の解散について、法に基づいた適正な手続きを学びま
す。②NPO法人が法務局や市に対して行う事務手続き（役員変更届な
ど）を学びます。いずれもウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」での参
加可。d１月①18日㈫②27日㈭いずれも午後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

市内で活動するNPO法人（②は主に設立２年以内）の職員などc会場
各20人、オンライン各20人（いずれも先着）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、１月４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。

1/

20
●木
他

2①外国人学生が語る「ふるさとの街と福岡」
②聞いて見て触れて楽しむミャンマーの魅力

　①モンゴル出身の留学生が、ふるさとの街などについて日本語で
話します。②福岡に住むミャンマー出身の人と一緒に民族衣装体験な
どを行います。写真展示もあり。d１月①20日㈭午後６時半〜７時半②
22日㈯午後１時半〜３時10分l①市国際会館（博多区店屋町）②アジ
ア美術館（博多区下川端町 リバレインセンタービル８階）i福岡よか
トピア国際交流財団a262-1744f262-2700c①33人②50人（いずれ
も先着）y①500円（外国人学生は無料）②無料e①電話かファクス、
メール（m attaka@fcif.or.jp）で、１月４日以降に同財団へ。②メール

（m murakami@fcif.or.jp）に応募事項とメールアドレスを書いて１月４
日以降に同財団へ。来所（市国際会館内）、ホームページでも受け付け
ます。いずれも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4（2022）年１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。



介護実習普及センター　２月の講座

　②④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）a731-8100f731-5361y無料e電話か
ファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、来所で、１月４日以降に同センター
へ。

内容 日時 定員（先着）
①セルフボディメークでいつまでも元気な
体づくり ２／３㈭14:00〜16:00 18人

②もしもに備える遺言 ２／８㈫13:30〜15:30 40人
③もしものための話し合い ２／16㈬14:00〜16:00 40人
④知っているようで知らない年金講座 ２／22㈫13:30〜15:30 40人
⑤家族をケアする若者たち、ヤングケア
ラー、若者ケアラー ２／26㈯13:30〜15:30 35人

講座・教室

油山市民の森　
①ナイフワーク講座②はじめよう地図とコンパス

　①ナイフを使って箸やバターナイフを作ります。②野外を歩きながら学びま
す。初心者向け。d２月①５日㈯午前10時半〜午後０時半、２時〜４時②12日㈯午
前10時〜正午li油山市民の森（南区桧原）a871-6969f801-1463t①小学３
年生以上（中学生以下は保護者同伴）②18歳以上c①各５人②10人（いずれも抽
選）y各500円（②はコンパスレンタル代別途150円）e往復はがき（〒811-1355
南区桧原855-４）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢、①は希望時間
も書いて１月１日〜①14日②21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。

講座・教室

老人福祉センター東香園

　②③④は終了後に相談会もあり（希望者のみ。先着順）。li同園（東区香住
ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳以上c①各７人②各10人
③④⑤15人（いずれも先着）y無料e電話かファクスに応募事項と①②は希望
日を書いて、１月４日以降に同園へ。来所でも受け付けます。

内容 日時
①くすりの個別相談会（薬剤師が相談に応じます。
お薬手帳が必要）

１／13㈭、26㈬11:40〜15:00
（１人30分以内）

②スマホレッスン講座・相談会（スマートフォンが必
要） ※持っていない人も見学可（要申し込み。各先
着５人）

１／18㈫、25㈫13:00〜15:00

③人生100年時代のシニアの過ごし方と働き方 １／22㈯11:00〜12:00
④紙芝居「愛染（あいぜん）かつら」で面白く学ぶ 
遺言と男女共同参画社会 １／27㈭13:00〜14:00

⑤高齢者のためのスマートフォンお試し講座（１人
１台貸し出し。スマートフォンの機能を学びます） ２／１㈫13:00〜15:00

催 し

福岡城「舞遊の館」 ２分の１成人式撮影会

　着物か袴（はかま）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。d１月８日㈯〜２月13日㈰の土
日祝日午前９時〜午後２時li同館（中央区城内 三の丸スクエア内）a707-
3191f707-3193t10歳の子ども（保護者同伴）c各日４組（先着）y１人２万9,800
円e電話かメール（m info@myyounoyakata.com）に応募事項と希望日を書いて、
１月５日以降に同館へ。ホームページでも受け付けます。

催 し

1/

22
●土

2南障がい者フレンドホーム　
お習字でオリジナルカレンダー作り

　カレンダー付きの色紙に好きな文字を書きます。d午前10時半〜
正午li同ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856t市内に
住む障がいのある小学４年生以上（保護者または介助者の同伴可）c

６人（抽選）y400円e電話かファクス、メール（m minami-friend03@c-fu
kushin.or.jp）に応募事項と障がいの名称を書いて、１月４日〜15日に
同ホームへ。来所でも受け付けます。

1/

22
●土

3市埋蔵文化財センター　考古学講座「Ｘ線を用いた分
析からわかるアイヌ民族資料の素材と技術」

　国立アイヌ民族博物館の大江克己氏が、先住民族アイヌが使う金
属製品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、１月９日までに同センターへ。１通につき１人。

1/

23
●日
他

2早良障がい者フレンドホーム　
①はじめてのボッチャ教室②ときめきっず サッカー

d①１月23日㈰午後１時半〜３時半②２月11日（金・祝）午後１時半〜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（②は小学生）c各10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、１月４日
〜16日に同ホームへ。

1/

25
●火
他

2老人福祉センター早寿園　①動こう・笑おう・続けよう 
家庭でもできる筋力維持運動②高齢者体験陶芸会

　①介護予防を目的とした運動を行います。②高取焼の技法で作り
ます（陶芸初心者向け）。d①１月25日、２月８日、22日、３月８日、22日の
火曜日午後１時半〜３時（連続講座）②２月１日㈫、８日㈫午後１時半〜３
時半（連続講座）l①同園（早良区重留七丁目）②同園陶芸場（早良区
百道一丁目）i同園a804-7750f804-7751t市内に住むおおむね60
歳以上c①15人②８人（いずれも先着）y①無料②500円e電話か来
所で、１月４日以降に同園へ。

1/

26
●水

3東図書館　がんについての情報講座 
医師が伝えたいがん検診のはなし

　済生会福岡総合病院がん治療センター長の江見泰徳氏と同病院
健診センター部長の藤木貴子氏が、がんの検査方法などについて話
します。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a674-3982f674-3973c30人（先着）y無料e電話か来所（なみ
きスクエア内）で、１月５日以降に東図書館へ。

1/

26
●水
他

3①オンラインdeよかヨガ教室
②オンラインピラティス体験教室

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用したオンライン教室。
d①１月26日、２月２日、９日、16日、３月２日の水曜日午前９時半〜10時半

（連続講座）②２月４日㈮午後１時半〜２時半i①中央体育館a741-
0301f741-0617②市スポーツ協会事業課a407-8381f407-8185t18
歳以上c①15人②６人（いずれも抽選）y①2,500円②無料eホーム
ページから１月１日〜15日に申し込みを。

1/

26
●水
他

2城南・西障がい者フレンドホーム合同 ふれあい作品展

　各ホーム利用者の絵画や書道などの作品を展示します。d１月26日
㈬〜30日㈰午前10時〜午後７時（30日は６時まで）l木の葉モール橋本

（西区橋本二丁目）i西障がい者フレンドホームa883-7017f883-
7037y無料

1/

26
●水
他

2講談師 神田伯山 新春連続読み「寛永宮本武蔵伝」
完全通し公演 

　全17話を４日間通しで公演する「連続読み」を行います。異なる演目
の前夜祭もあり。未就学児の入場不可。d ▽前夜祭＝１月26日㈬ ▽連
続読み＝１月27日㈭〜30日㈰ いずれも午後６時開演l市科学館（中央
区六本松四丁目）i市文化芸術振興財団事業課a263-6265f263-
6259c200人（抽選）y ▽前夜祭＝4,500円 ▽連続読み＝１万7,600円e

ローソンチケットホームページから１月４日〜６日に申し込みを。
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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 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



優しさを伝えるケア技法「ユマニチュードⓇ」Vol.19
〜食事が進まないときは、香辛料を工夫する〜

　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、ユマニチュードの
普及・啓発を行っています。
　年齢を重ねると味覚が変化して、これま
での味付けでは物足りなく感じるように
なります。
　そんなときには、香辛料や薬味を使う
ことで食欲を取り戻すことができます。
i認知症支援課a711-4891f733-5587

●一般市民向け講座「初めて知るユマニチュード®」
d２月26日㈯午後２時〜４時lアミカス（南区高宮三丁目）i市ユマニチュード
事務局（エクサウィザーズ内）a050-6865-7848m info@humanitude.caret市
内に住むか通勤・通学する人c150人（先着）y無料eホームページから１月４
日以降に申し込みを。

まもるーむ福岡

　小学生以下は保護者同伴。liまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁目）
a831-0669f831-0670t①小学生以上②不問③小学生c①②30人（先着）③15
人（抽選）y無料e電話かメール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、１月５日
午前10時以降に同施設へ（③は1月12日締め切り）。１通①②５人③３人まで。

内容 日時
①鉄が生きものを進化させた（海と博物館研究所の高
田浩二氏が話します） ２／５㈯10:30〜12:00

②バランストンボを作ろう（頭部の１点で体を支えるバラ
ンストンボを作り、重心について学びます） ２／12㈯10:30〜11:00

③ハンドメード化粧水を作ろう（化粧品に使われる添加
物について学びます） ２／19㈯14:00〜15:30

講座・教室

雁の巣レクリエーションセンター　テニス教室

d２月８日〜３月15日の火曜日午前10時〜正午（連続講座）li同センター（東区
奈多）a606-3458f607-9057c14人（抽選）y3,800円e往復はがき（〒811-0204
東区奈多1302-53）かファクス、来所で２月１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。

講座・教室

救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（①②③大人に対する方
法④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a 

791-7151f791-2994t市内に住むか通勤・通学する人y無料eホームページま
たは電話で受け付けます。受け付け開始は１月①④11日②③１日。 ※電話を受
ける救急隊が救急出動で不在になる場合があります。

種類 実施日 会場 申込先電話 定員（先着）
①入門

（夜間） ２／15㈫ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 30人

②入門
２／１㈫ 博多消防署（博多区博多駅前四丁

目） 475-0119 25人

２／15㈫ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人

③普通１
２／６㈰ さいとぴあ（西区西都二丁目） 806-0642 20人
２／８㈫ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 30人
２／18㈮ 南消防署（南区塩原二丁目） 541-0219 25人

④上級
２／７㈪

消防本部 791-7151 各30人
２／17㈭

　※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

1/

27
●木

3春色スミレのアンティーク寄せ植え

d午後２時〜４時l市植物園（中央区小笹五丁目）i市緑のまちづく
り協会みどり課a822-5832f822-5848c12人（抽選）y2,200円（入園
料別）eはがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクス、メール

（m koza@midorimachi.jp）で、１月11日（必着）までに同課へ。ホーム
ページでも受け付けます。

1/

29
●土

4ココロンセミナー（人権総合講座）
「思いやりの心をはぐくむ」一人ひとりが自分らしく

　LGBTQ支援任意団体「I’m me（アイム・ミー）」代表理事のROSE（ロー
ズ）氏が話します。d午後２時〜４時lあいれふ10階（中央区舞鶴二丁
目）iココロンセンターa717-1237f724-5162c80人（抽選）y無料
eはがき（〒810-0073中央区舞鶴２-５-１）かファクス、メール（m jinkenk
eihatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp）、来所（あいれふ８階）で、１月21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。落選者の
み通知。空きがあれば当日も受け付け可。

1/

29
●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。d１月29日㈯、30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組大人２人まで。子どもの同伴可）y無料e電話かファ
クスに応募事項と希望日を書いて、１月４日以降に同センターへ。

1/

30
●日
他

2ひとり親家庭支援センター　①グリーフケアおしゃべ
り会②養育費・面会交流セミナー

d①１月30日㈰午後１時半〜３時半②２月26日㈯午前10時〜正午li

同センター（中央区大手門二丁目）a715-8805f725-7720t市内に住
む①配偶者と死別した一人親②一人親c各10人（先着）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、１月４日
以降に同センターへ。

2/

1
●火

3城南障がい者フレンドホーム　
アロマが香るハンドクリーム作りに挑戦

d午前10時半〜正午li同ホーム（城南区南片江二丁目）a861-
1180f861-1123t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）c８人（抽選）y500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-fuku
shin.or.jp）、来所で、１月４日〜20日（必着）に同ホームへ。

2/

4
●金

4うつ病市民啓発講演会　「わたし」と「こころ」の関係
〜不安やストレスに耳を傾けて〜

　市精神保健福祉センター所長が、新型コロナウイルス感染症によ
るメンタルヘルスへの影響や、ストレスとの付き合い方などについて
話します。d午後２時〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i同セン
ターa737-8825f737-8827c100人（抽選）y無料eはがき（〒810-
0073中央区舞鶴２-５-１ あいれふ３階）かファクス、メール（m phwb-
uketuke@city.fukuoka.lg.jp）、来所（あいれふ３階）で、１月４日〜28日

（消印有効）に同センターへ。空きがあれば当日も受け付け可。

2/

5
●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）
y1,000円e電話かファクス、来所で、１月４日以降に同ゴルフ場へ。

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

福岡市政だより
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教室 講演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。



アミカス　①アミカス×スタカフェ 女性起業交流会
②これからの自分らしいキャリアデザインのヒント

　①女性起業家の事例紹介のほか、参加者同士で情報交換を行います。子ども
の同伴可。②転職、起業、会社勤務など、それぞれ異なるキャリアを持つ女性に
よるトークセッションを行います。d１月①15日㈯午前10時〜正午②23日㈰午後
２時〜４時l①スタートアップカフェ（中央区大名二丁目）②アミカス（南区高宮
三丁目）i女性活躍推進課a406-8111f526-3766t①起業を考えている女性

（起業している女性も可）②市内に住むか通勤する女性c①15人②25人（いずれ
も先着）y無料n①なし②６カ月〜小学３年生（無料。子どもの名前、年齢・月齢
を書いて１月13日までに申し込みを。先着順）eホームページから１月１日以降に
申し込みを。定員を超えた場合のみ通知。

催 し

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（③はスマートフォンを持っている人）c各20人

（いずれも先着）y無料e電話かファクス、来所で、１月４日以降に同園へ。②③は
メール（m cho-seien@magokorokai.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） １／21㈮14:00〜15:30

②福岡歴史文化特別講座「福岡城下の防衛ラインと紺
屋町界隈（かいわい）」 １／27㈭10:00〜12:00

③スマホ使い方講座（使い方の相談にも応じます） １／29㈯10:00〜12:00

催 し

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（②はスマートフォンを持っている人）y①②無料③500円e

電話かファクスに応募事項と②は希望時間も書いて、１月４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。

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）

１／20㈭15:00〜16:30 15人

②初心者向けスマートフォンの使い道
講座（タイマー、カメラなどスマートフォ
ンの標準機能などを解説）

１／29、２／12、26の土曜日
で全３日、10:00〜11:30また
は13:00〜14:30

各５人

③高齢者認知症予防検査「ファイブ・コ
グ」（脳の機能の検査） １／30㈰10:00〜11:30 10人

催 し

都市計画案の縦覧と都市計画審
議会の傍聴

　【内容】①道路・公園の変更（国道３
号バイパス）②地区計画の決定（博多
駅前三丁目地区）【縦覧・意見書の提
出】１月６日㈭〜20日㈭に都市計画課

（市役所４階）で。市ホームページにも
概要を掲載【都市計画審議会の傍聴】
２月７日㈪予定。傍聴の希望者は縦覧
期間中に同課へ申し込みを。i同課
a711-4388f733-5590
油山一帯（城南区内）で銃による
イノシシの駆除を行います

　安全のため、次のご協力をお願い
します。 ▽ 駆除期間中はむやみに山
へ入らない ▽飼い犬を散歩させる場
合は常にリードを付ける。d１月４日㈫
〜２月28日㈪午前９時〜午後４時 ※
日・祝日を除くi城南区総務課a833-
4055f822-2142

お知らせ
各保険料の令和３年納付済み額
を通知

　国民健康保険料・後期高齢者医療
保険料の納付済額を１月下旬に郵送
します。保険料は税の所得控除対象
です。確定申告への添付は不要です。
i各区保険年金課、西部出張所
市国民健康保険 出産育児一時金
の額が改正されます

　これまで40万4,000円だった同一時
金が、１月１日から40万8,000円になり
ます（産科医療補償制度加入の分娩
機関で分娩した場合は現行と変わら
ず42万円）。詳細は問い合わせを。i

各区保険年金課、西部出張所

2/

5
●土

3アクロス・もっと知りたい福岡
「復活の大名・立花宗茂の生涯」

　立花家史料館（柳川市）館長の植野かおり氏が話します。d午後１時
半〜３時lアクロス福岡セミナー室２（中央区天神一丁目）iアクロス
福岡文化観光情報ひろばa725-9100f725-9102c35人（先着）y無料
e電話か来所（同センター２階）で、１月４日以降に問い合わせ先へ。
ホームページでも受け付けます。

2/

9
●水

3建物の維持保全セミナー　
「福岡市の防災・減災〜覚えておこう災害への対応〜」

d午後２時〜４時l市場会館２階（中央区長浜三丁目）i市施設整備
公社総務課a738-7221f738-7230t市内に住むか通勤・通学する18
歳以上c50人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m seibicop@
circus.ocn.ne.jp）に応募事項と参加人数を書いて、１月４日以降に同課
へ。定員を超えた場合のみ通知。

2/

9
●水
他

3コーチングクリニック①「スポーツと栄養〜楽しく食べて、戦
える体をつくる〜」②「体幹＆股関節トレーニング（応用編）」

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d２月①９日㈬午
後６時半〜８時半②17日㈭午後７時〜９時l①あいれふ（中央区舞鶴
二丁目）②市総合体育館（東区香椎照葉六丁目）i市スポーツ協会
a407-8381f407-8185tジュニア世代（小・中・高）の指導者などc各
30人（先着）y500円eホームページから１月１日以降に申し込みを。

2/

10
●木
他

3段ボールコンポスト使い方講座

　生ごみを堆肥化する段ボールコンポストの使い方と、生ごみの減量
について学びます。受講者には段ボールコンポストセットを進呈。d２
月10日㈭午前10時〜11時半、15日㈫午後１時半〜３時 ※各日の内容
は同じlあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i家庭ごみ減量推進課a711-
4039f733-5907t市内に住み、段ボールコンポストを使ったことがな
い人c各20人（抽選）y無料eはがき（〒810-8620住所不要）かファク
ス、メール（m kateigomi.EB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と希望日
を書いて、１月４日〜20日（必着）に同課へ。

2/

12
●土

2かなたけの里公園　冬の里山観察会〜カエルの卵編〜

　長靴を履いて水辺に入り、ニホンアカガエルの卵などを観察しま
す。小学生以下は保護者同伴。d午前10時〜正午li同公園（西区金
武）a811-5118f400-0147c30人（抽選）y無料e往復はがき（〒819-
0035西区金武1367）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢を
書いて、１月５日〜26日（消印有効）に同公園へ。１通５人まで。

2/

19
●土

2スポーツフェスタ

　ソフトバレーボールやバドミントンなどを体験できます。d午後１時
〜４時l西体育館（西区拾六町一丁目）i市スポーツ協会事業課
a407-8381f407-8185c100人（抽選）y無料eはがき（〒819-0005西
区内浜１-５-１）かファクスで、１月１日〜15日（必着）に同協会へ。ホーム
ページでも受け付けます。当選者のみ通知。

2/

19
●土
他

2海の中道青少年海の家　
ファミリーキャンプ〜家族で囲もう、絆の火〜

d２月19日㈯午後１時半〜20日㈰午後３時10分（１泊２日）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）a603-2700f 

603-2782t小中学生と家族c40人（抽選）y大人4,500円、高校生
3,290円、小中学生3,000円、未就学児1,000円eホームページから１月
20日までに申し込みを。
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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

お知
らせ

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



酸素濃縮器の使用者に電気料金
の一部を助成します

　【助成額】月額2,000円【対象】令和３
年12月28日現在市内に住み住民基本
台帳に登録されていて、在宅で酸素
濃縮器を使用し、身体障害者手帳を
持っている人（所得制限あり）【申請期
間】１月４日〜31日（助成対象期間は
令和３年１月〜12月）【申請方法】酸素
濃縮器使用証明書（機器レンタル会
社の証明が必要）、身体障害者手帳、
本人名義の銀行預金通帳を持参の
上、各区福祉・介護保険課へ。i各区
同課

市国民健康保険運営協議会を開催
　市国民健康保険事業の運営を審議
する同協議会を傍聴できます。d１月
24日㈪午後５時〜６時半（受け付けは
４時45分〜４時55分）l西鉄イン福岡
大ホール（中央区天神一丁目）i保険
年金課a711-4242f733-5441c10人

（抽選）y無料e不要
クリーン・エネ・パーク南部（春日市
下白水）のごみの受け入れを休止

　１月13日㈭〜26日㈬は定期点検の
ため、ごみの受け入れを休止します。
i同施設a589-8585f589-8586

「シニア教室」の教える人を募集
　老人福祉センターや老人いこいの
家で４月から１年間特技・知識を教え
る人を募集。t市内に住む60歳以上

（令和５年３月末時点）e１月４日〜14日
（10日、11日は休園。11日の早寿園は
開園）の午前９時〜午後５時に希望す
る園へ来所を。問い合わせ・申込先は
以下の通り。

施設名（住所） 申込先
東香園

（東区香住ケ丘一丁目）
a671-2213
f671-2214

長生園
（博多区千代一丁目）

a641-0903
f641-0907

舞鶴園
（中央区長浜一丁目）

a771-7677
f716-0046

若久園
（南区若久六丁目）

a511-7255
f511-7558

寿楽園
（城南区南片江二丁目）af861-1123

早寿園
（早良区重留七丁目）

a804-7750
f804-7751

福寿園
（西区今宿青木） af891-2727

「地域の森・花づくり活動支援事
業」助成対象団体を募集

　市内で緑化活動を行う市民団体が
植物や資材を購入する費用を助成し
ます。【助成対象】①樹林地等の保全
管理・再生を行う活動で、認定区域面
積が300平方㍍以上②市街地に植樹

を行うことにより緑の名所をつくる活
動で、校区単位以上の広範囲にわた
る活動規模である③公共用地におい
て花壇作りなどを行う活動で、面積が
10平方㍍以上【申請書】電話で市緑の
まちづくり協会みどり課へ請求を。
ホームページからダウンロードもで
きます【申込期間】１月４日〜31日i同
課a822-5832f822-5848
住居確保給付金の再支給の申請
期間が３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って経済的に困
窮し住居を失う恐れのある人を対象
に、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、昨年２月の改正
で、「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、３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。詳細は市ホームページで確認を。

【申請期間】３月31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
かなたけの里公園　「里の教室」
講師を募集

　「里の教室」は、市民が自主的に企
画運営し、講師になって里山の文化や
伝統などを教える教室です。講師料
の支払いはありません（公園施設利
用料等が発生する場合あり。教室参
加者への材料費等の徴収は可能）。詳
細は問い合わせを。d４月から１年間
li同公園（西区金武）a811-5118f 

400-0147c５人（選考）e電話連絡の
上、応募用紙を１月５日〜26日に同公
園へ。応募用紙はホームページに掲
載。ファクスでも請求可。
アジア美術館 貸しギャラリー利
用の申し込みを受け付けます

　６月29日㈬〜12月25日㈰の交流
ギャラリー利用の申し込みを受け付
けます（企画ギャラリーの募集はあり
ません）。【申請書の配布】同美術館

（博多区下川端町 リバレインセン
タービル７・８階）、情報プラザ（市役所
１階）で。ホームページにも掲載【申込
期間】１月２日〜31日（必着）i同美術
館運営課a263-1100f263-1105
新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金の支給対象拡
大および再支給について

　緊急小口資金等の特例貸し付けを
借り終えた世帯に対して、就労による
自立や、生活保護の受給につなげる

ため支援金を支給します。【対象】社
会福祉協議会の特例貸し付けのう
ち、再貸し付けが令和４年３月までに
終了する世帯や、再貸し付けが不決
定とされた世帯。または緊急小口資
金と初回貸し付けのいずれもが令和
４年３月までに終了する世帯【再支給
対象】令和４年３月までに支援金の受
給が終了する世帯 ※いずれも一定
の要件あり。生活保護を受給している
世帯は対象外。詳細は市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを【申請
期限】３月31日（消印有効）までi生活
困窮者自立支援金コールセンター
a0120-322-256f710-5502
国民健康保険傷病手当金の適用
期間が延長されました

　新型コロナウイルスに感染した（ま
たは発熱等の症状があり感染が疑わ
れる）ため、仕事を休み、給与の全部
または一部が支払われなかった被用
者を対象に、傷病手当金を支給します。
２年以内に申請が必要です。詳細は市
ホームページで確認を。【適用期間】
令和２年１月１日〜令和４年３月31日i

各区保険年金課、西部出張所
競争入札参加資格審査のイン
ターネット申請を受け付けます

　財政局、水道局、交通局が発注する
工事と製造の請負、委託、物品の購入
とリース、物品の売り払いの令和４・５・
６年度競争入札参加資格審査（定期
申請）を実施します。現在登録がある
場合も継続申請が必要です。詳細は
市ホームページで確認を。【資格の有
効期間】８月１日〜令和７年７月31日

【申請】１月17日〜２月18日に市ホーム
ページで申請を。i財政局契約課・契
約監理課 ▽ 工事＝a711-4182か711-
4184 ▽ 委託＝a711-4181か711-4185

▽物品＝a711-4186 いずれもf733-
5442、水 道 局 契 約 課a483-3127f 

483-3251、交通局財務課a732-4118 
f721-0754

住宅用地申告書の提出を
　住宅の敷地に利用している土地
は、固定資産税・都市計画税が軽減さ
れます。前年中に ▽ 住宅の新築・増
築・取り壊し・建て替えをした ▽ 事務
所・店舗などを住宅に用途変更した ▽

住宅を事務所・店舗などに用途変更し
た―場合は、１月31日までに各区課税
課へ住宅用地申告書の提出を。i各
区同課

償却資産申告書の提出を
　工場・商店などの経営や駐車場・ア
パートなどの貸し付け業務を行い、償
却資産（構築物、機械、工具、器具、備
品など）を所有する人は、１月31日ま
でに資産課税課（市役所10階）へ償却
資産申告書の提出を。i同課a711-
4438f733-5902

給与支払報告書の提出を

　給与支払者は、受給者（令和４年１月
１日現在）全員と前年中に退職し給与
の支払額が30万円を超える人の前年
１月１日〜12月31日の給与支払報告
書を作成し、１月31日までに受給者の
住所地の市町村（令和４年１月１日現
在。退職した人は退職時の市町村）へ
提出を。本市分は法人税務課（市役所
北別館３階）へ。i同課a711-4211f 

733-5556
猫のマイクロチップ装着と不妊・
去勢手術にかかる費用の一部を
助成

　迷い猫の飼い主特定に有効なマイ
クロチップ装着と不妊・去勢手術を同
時に実施するときの費用の一部を助
成します。手術は２月１日㈫〜28日㈪
に市獣医師会の病院で実施。【対象】
市内で飼育されている生後６カ月以
上の猫【募集数】50匹（抽選。１人１匹）

【助成額】7,500円【申し込み】はがき
（〒819-0005西区内浜１-４-22）かメール
（m dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.
lg.jp）に飼い主の応募事項と猫の種
類・性別・年齢（月齢）、マイクロチップ
装着の有無（有りの場合はマイクロ
チップ番号も）を書いて、１月１日〜20
日（消印有効）にふくおかどうぶつ相
談室へ。i同相談室a891-1231f891- 
1259

防災重点農業用ため池の浸水想
定区域図を公表します

　県が作成した同図について、公表
済みの95カ所に加え、新たに88カ所
を追加公表します。詳細は市ホーム
ページで確認を。i農業施設課a71 
1-4861f733-5583
板付基地返還促進協議会が陳情
活動を行いました

　福岡空港内の米軍施設の早期全面
返還について、同協議会が11月29日、
30日に外務省、防衛省、国会議員、米
国大使館および在日米軍司令部に陳
情を行いました。詳細は市ホームペー
ジに掲載。i総務企画局総務課a71 
1-4044f724-2098
「戸籍の附票の写し」に生年月日・
性別が追加されます

　住所の履歴を証明する「戸籍の附
票の写し」に、１月11日から生年月日・
性別の表示が追加されます。また、本
籍・筆頭者氏名は原則表示されなくな
りますので、表示を希望する場合は申
請書にその旨を記入してください。新
しい申請書および証明書の見本は各
区市民課、入部・西部出張所市民係で
確認できます。市ホームページにも
掲載。i各区同課、入部・西部出張所
同係

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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保護課職員を募集

東・博多南・早良・西部図書館を休
館します

　図書整理のため、２月７日㈪から２
月15日㈫まで休館します。 ※東は２月
13日㈰までi市総合図書館a852-06 
00f852-0609

しごと

シニア活躍応援セミナー 初心者
のための「販売のお仕事」

　コンビニエンスストア店内の仕事
内容について学びます。実技もあり。
オンラインでの参加も可能。詳細は
ホームページで確認するか問い合わ
せを。d１月31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、１
月４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
ティブシニア就業支援講座「就職
準備セミナー」

d１月22日㈯午後１時半〜３時半li

同園（博多区千代一丁目）a641-0903 
f641-0907t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@mago
korokai.jp）、来所で、１月４日以降に同
園へ。定員を超えた場合のみ通知。
老人福祉センター福寿園　高齢
者就業支援事業 合同企業説明会

d１月27日㈭午後１時半〜３時半li

同園（西区今宿青木）a891-2727f 

891-2784t市内に住む60歳以上c15
人（先着）y無料e電話かファクス、来
所で、１月４日以降に同園へ。
老人福祉センター若久園　シニ
アの就職準備セミナー「履歴書の
書き方・面接の基本」

d１月28日㈮午後１時半〜３時半li

同園（南区若久六丁目）a511-7255 
f511-7558t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、１月４日以降に同園
へ。
生涯学習課　生涯学習事業支援
員を募集

　生涯学習情報の提供や地域人材バ
ンクの運営などの業務に従事。【資
格】生涯学習・社会教育事業の実務経

　※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。

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。d２月７日㈪午前９時半
〜正午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、または資格取得
見込みの人（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１月24日までに申し込みを。
先着順）y無料e電話（a711-6808）
かはがき（〒810-8620住所不要）、ファ
クス、メール（m hoiku-kyujin-kyusho 
ku@city.fukuoka.lg.jp）で、１月１日以
降に同課へ。市ホームページでも受
け付けます。

福岡市民病院有期職員を募集
　病棟看護助手、事務職（地域医療連
携室等）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）【申込期間】１月
13日までi同病院総務課a632-1403 
f632-0900
保健環境研究所　①環境検査員
②微生物検査員を募集

　水質・大気や微生物の検査に関す
る業務などに従事。【資格】 ▽ 理化学
検査や微生物検査の実務経験がある

▽大学の理系学部を卒業―などの要
件あり【任用期間】４月１日〜来年３月
31日（再任用あり）【募集案内・申込書
の配布】同研究所（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】１月４日〜19日（必着）i環境科学
課a831-0660f831-0726

験があり、ホームページの運営がで
きる人。他要件あり。【任用期間】４月
１日〜来年３月31日（再任用あり）【募
集案内・申込書の配布】同課（市役所７
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】１
月19日（必着）までi同課a711-4653 
f733-5768
各区（東・早良を除く）維持管理業
務 直営工事作業員を募集

　道路や下水道、河川の維持補修業
務に従事。【資格】道路や下水道、河川
等の土木作業の経験がある人【任用
期間】４月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【募集案内・申込書の配布】１月
17日から情報プラザ（市役所１階）、各
区維持管理課（西区は管理調整課）、
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】１月31日

（必着）までi南区維持管理課a559-
5092f559-5096
建築物安全推進課　建設リサイ
クル推進員を募集

　建設リサイクル法の届出書等の精
査・受理、相談業務に従事。【資格】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、建築基準適合
判定資格者のいずれか【任用期間】４
月１日〜来年３月31日（再任用あり）

【募集案内・申込書の配布】１月４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】１月18日（消印有効）ま
でi同課a711-4574f733-5584

市立学校看護師を募集
　市立小中学校・特別支援学校で児
童生徒の医療的ケアなどに従事。【任
用期間】４月１日〜来年３月31日（再任
用あり）【募集案内・申込書の配布】発
達教育センター（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・西部出張所な
どで。市ホームページにも掲載【申込
期間】１月17日（消印有効）までi同セ
ンターa845-0015f845-0025

精神保健福祉職員を募集
　各区健康課などで自立支援医療、
精神障害者保健福祉手帳等の事務処
理、精神保健福祉に関する相談業務
などに従事。【資格】次のいずれかに
該当する人。他要件あり。▷精神保健
福祉士▷保健師▷公認心理師▷社会
福祉士▷精神保健福祉に関する業務
に３年以上従事した看護師【任用期
間】４月１日〜来年３月31日（再任用あ
り）【募集案内・申込書の配布】１月４日
から各区健康課、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】１月21日（必着）までi保健予
防課a711-4377f733-5535

建築審査課　①省エネルギー・低
炭素等業務担当員②建築福祉推
進員を募集

　①建築物省エネ法に規定する計画
等の受け付け、審査など②「バリアフ
リー法」および「福岡市福祉のまちづ
くり条例」に基づく書類受け付け、窓
口での事前協議―に従事。【資格】い
ずれも他要件あり。① ▽一級建築士

▽建築基準適合判定資格者 ▽建築設
備士 ▽建築物省エネ法に規定する計
画等の設計・審査に従事した経験が６
カ月以上ある ▽ 建築設備工事設計・
工事監理等に従事した経験が３年以
上ある—のいずれかに該当する人②
実務経験が３年以上あり、▷一級また
は二級建築士▷建築基準適合判定資
格者—のいずれかに該当する人【任
用期間】４月１日〜来年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】１月５日〜18日（必着）i同課
a①711-4583②711-4774f（共通）73 
3-5584
中央区福祉・介護保険課　介護保
険サービス職員を募集

　介護サービスの窓口受け付けや給
付関係事務などに従事。【資格】介護
支援専門員または社会福祉士（介護
保険相談業務などの実務経験が１年
以上ある人も可）【任用期間】４月１日
〜来年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】同課（中央区役所２
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】１
月４日〜20日（ 必 着 ）i同 課a718-
1102f771-4955

　【勤務場所】①市役所保護課②〜⑥各区保護課【任用期間】４月１日〜来年３月
31日（再任用あり）【募集案内・申込書の配布】１月４日から保護課（市役所12階）、
各区保護課で。市ホームページにも掲載【申込期間】１月①②③25日④⑤⑥31日

（いずれも必着）までi保護課a711-4231f711-4232
募集職種・業務内容 資格

①生活保護の医療扶助職員（レ
セプト点検および再審査請求業
務、指定医療機関申請に関する
事務）

次のいずれかの経験がある人。他要件あり ▽
医療機関等での医療（診療報酬請求）事務 ▽
福祉事務所での生活保護業務（通算①３年以
上②１年以上）②生活保護の医療適正化職員

（レセプト点検等医療適正化に
関する業務）

③債権管理適正化推進員（生活
保護廃止世帯に係る返還金・徴
収金の債権管理、納付催促、相続
人調査などの業務）

次のいずれかの経験が１年以上ある人。他要
件あり。 ▽官公署での税金等の徴収事務 ▽金
融機関や公的機関での融資・債権回収業務 ▽

福祉事務所での生活保護のケースワークか
返還金・徴収金に係る業務

④生活保護ケースワーク支援職
員

次のいずれかに該当する人。他要件あり。 ▽

社会福祉士か精神保健福祉士で、社会福祉に
関する相談業務の経験が３年以上ある ▽ 社
会福祉主事の任用資格と、生活保護のケース
ワーク業務か社会福祉に関する相談業務の
経験が３年以上ある

⑤生活保護の長期入院患者等支
援職員
⑥生活保護面接相談員
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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



建築指導課　①道路調査等担当
員②拡幅推進事務等担当員③建
築確認申請受付担当員を募集

　①建築基準法に関する道路相談窓
口の対応、現場調査・道路種別の精査
に関する補助等②主に法務局への申
請・受け取り事務、道路関連の登記書
類作成補助、関係の所管先との連絡
調整等③建築確認申請、検査、各種許
認可、各種証明書の受け付け、建築統
計資料の作成など―に従事。【資格】
①③一級または二級建築士、建築基
準適合判定資格者のいずれか（①は
建築基準法に関する知識と経験があ
る人も可）②登記に関する知識と経験
がある人（宅地建物取引士、土地家屋
調査士などが望ましい）。 ※いずれも
３年以上の実務経験が必要。他要件
あり【任用期間】４月１日〜来年３月31
日（再任用あり）【募集案内・申込書の
配布】情報プラザ（市役所１階）、各区
役所情報コーナー、入部・西部出張所
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】１月14日（必着）までi建築指導課
a711-4584f733-5584
留守家庭子ども会（放課後児童ク
ラブ）支援員A、支援員B、支援員C、
拠点校支援員Bを募集

　市立小学校内に設置する同会で、
児童の育成支援業務等に従事。【資
格】保育士または教員免許保有者（放
課後児童クラブでの活動経験が２年
以上ある人なども可）【任用期間】４月
１日〜来年３月31日（再任用あり） ※
支援員Cは小学校の長期休業期間（夏
休みなど）に任用【募集案内・申込書
の配布】１月17日から放課後こども育
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】１月31日（消印有
効）までi同課a711-4662f733-5736
子育て支援課　子育て支援コン
シェルジュを募集

　各区同課で保育サービス等につい
ての情報提供や助言を行います。【任
用期間】４月１日〜来年３月31日（再任
用あり）【募集案内の配布】事業企画課

（市役所13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】１月21日（必着）までi事業企画課
a711-4114f733-5718
福祉・介護保険課　手話通訳職員
を募集

　各区同課で聴覚障がい者等の窓口
相談、庁内窓口業務における手話通
訳、訪問通訳、一般事務補助などに従
事。【資格】手話通訳士または都道府
県や政令指定都市等で手話通訳者と
して登録されている人【任用期間】４月
１日〜来年３月31日（再任用あり）【募
集案内・申込書の配布】12月27日から

障がい者支援課（市役所12階）、情報
プラザ（同１階）、各区福祉・介護保険
課、入部・西部出張所などで。市ホー
ムページにも掲載【申込期間】１月14日

（消印有効）までi障がい者支援課a 

711-4985f711-4818
区保健福祉センター　助産師・保
健師を募集

　同センターで母子保健に関する業
務に従事。資格要件あり【任用期間】４
月１日〜来年３月31日（再任用あり）

【募集案内・申込書の配布】こども発
達支援課（市役所13階）、情報プラザ

（同１階）、各区保健福祉センターで。
市ホームページにも掲載【申込期間】
１月19日（必着）までi同課a711-417 
8f733-5534
市美術館　①国際渉外担当員②
美術館教育普及専門員を募集

　①美術作品の解説等の翻訳、外国
との通信、美術作家等の通訳、展覧会
準備など②美術館の教育普及に関す
る業務―に従事。【資格】①実用英語
技能検定１級またはTOEIC900点程度

（同等の資格も可）で、美術史・芸術学
等を学んだ人②大学・大学院で美術
史・博物館学等を修め、卒業・修了した
人（採用予定日までに美術館教育普
及活動に１年以上携わった経験があ
る人も可）【任用期間】４月１日〜来年
３月31日（再任用あり）【募集案内・申
込書の配布】市美術館（中央区大濠公
園）、情報プラザ（市役所１階）などで。
市ホームページにも掲載【申込期間】
１月14日（必着）までi美術館事業管
理課a714-6055f714-6145
駐車場施設課「附置義務指導員」
を募集

　駐車場法や市の条例に基づく窓口
対応、書類審査、受け付け、現場完了
検査に従事。実務経験などの資格要
件あり。【任用期間】４月１日〜来年３
月31日（再任用あり）【募集案内・申込
書の配布】同課（市役所６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】１月12日（必着）
までi同課a711-4443f733-5591
南区子育て支援課　子育て支援
員を募集

　子育てに関する相談業務（電話・窓
口対応等）、子育て支援に係る事業・
事務の補助などに従事。【資格】認可
保育施設における実務経験が５年以
上ある保育士【任用期間】４月１日〜
来年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】１月４日から同課

（南区塩原三丁目 南区保健福祉セン
ター２階）、情報プラザ（市役所１階）な
どで。市ホームページにも掲載【申込
期間】１月17日（必着）までi同課a 

559-5195f559-5149

国際経済課　海外ビジネス推進
員を募集

　地元企業の海外展開支援や貿易促
進など、英語を活用した海外との経済
交流事業の推進等に関する業務に従
事。【資格】次のいずれかに該当する
人。 ▽ 実用英語技能検定１級 ▽TOE
IC900点以上 ▽ 同等の語学力を有す
る【任用期間】４月１日〜来年３月31日

（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】情報プラザ（市役所１階）、各区役
所情報コーナー、入部・西部出張所
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】１月14日（必着）までi同課a711-
4829f711-4354
福祉・介護保険課　介護保険納付
指導員を募集

　各区同課で、納付指導・相談（窓口・
電話対応・訪問等）などに従事。資格
要件あり。【任用期間】４月１日〜来年
３月31日（再任用あり）【募集案内・申
込書の配布】介護保険課（市役所12
階）、情報プラザ（同１階）、各区福祉・
介護保険課で。市ホームページにも
掲載【申込期間】１月25日（必着）まで
i介護保険課a733-5452f726-3328
①公園管理職員②公園管理業務
員を募集

　各区維持管理課（西区は管理調整
課）で、①公園の維持管理、監督補助
業務等②公園管理、公園使用許可業
務等に従事。【資格】普通自動車運転
免許（AT車限定可）を持ち、運転が可
能な人。他要件あり【任用期間】４月１
日〜来年３月31日（再任用あり）【募集
案内・申込書の配布】情報プラザ（市
役所１階）、各区維持管理課（西区は管
理調整課）、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】
１月21日（必着）までi城南区維持管
理課a833-4081f822-4095

子育て支援課　家庭相談員を募集
　各区同課で、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
家庭等のいずれかに関する相談業務
の経験が２年以上ある ▽社会福祉主
事として児童福祉事業に従事した経
験が２年以上ある ▽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】４月１日
〜来年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】１月19日（消印有効）までiこども
家庭課a711-4238f733-5534

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は知的障
がいのある人の家族）が相談に応じ
ます。 ※変更の可能性あり。当日問
い合わせを。d１月19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
ずっと一緒に暮らすための犬猫よ
ろず相談

　犬のしつけや犬猫の手入れ、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。d１月16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）a891-1231f 

891-1259y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、１月４日以降
に同相談室へ。

医師による不妊専門相談
　不妊治療の医師・蔵本武志氏が相
談に応じます。d１月21日㈮午後３時
〜５時li不妊専門相談センター（市
役所地下１階）a080-3986-8872m f_
funin@ybb.ne.jpt市内に住むか通勤
する人c３人（先着）y無料e電話で
１月４日午前10時以降に同センターへ。

第３次市動物愛護管理推進実施
計画（案）について

　【案の閲覧・配布】１月４日から生活
衛生課（市役所12階）、情報公開室（同
２階）、情報プラザ（同１階）、各区役所
情報コーナー、入部・西部出張所など
で。市ホームページにも掲載【募集期
間】１月31日（必着）までi同課a711-
4273f733-5588

市共創による地域コミュニティ活
性化条例（仮称）について

　【案の閲覧・配布】コミュニティ推進
課（市役所７階）、情報公開室（同２
階）、情報プラザ（同１階）、各区役所情
報コーナー、入部・西部出張所など
で。市ホームページにも掲載【募集期
間】１月21日（必着）までiコミュニ
ティ推進課a711-4286f733-5595

相 談

意見募集

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

年末年始の施設休館日は、12月15日号７面に掲載しています

　※企画展・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。
企画展（近現代美術）田部光子展「希望
を捨てるわけにはいかない」
d１月５日㈬〜３月21日（月・祝）
企画展（古美術）シンガポール・スタイ
ル1850-1950
　寄贈されたアジアの衣装等とバティッ
ク（インドネシアの伝統的なろうけつ染
め）を展示。d１月19日㈬〜３月27日㈰
コレクション展（古美術）捧げものの世界
　神仏へ捧（ささ）げられた作品などを
展示。d１月19日㈬〜４月10日㈰

健康教室
l①大濠公園（中央区）②③④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）c①12人②各12
人③８人④１セット８人（いずれも先着）
y①200円②1,000円（食事付き）③500
円④１セット1,000円e電話か来所で、①
１月４日以降②③④各開催日の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

①ニコニコペース
健康教室（ウォーキ
ング）

１／15㈯
14:00〜16:00

（毎月第３土曜日
開催）

②１日糖尿病教室
（食事指導、運動指導）

２／19㈯、23（水・祝）
10：00〜15:00

③気軽に糖尿病教
室

２／28㈪
13:30〜15:30

④やせナイト塾（生
活習慣改善教室）

３／５㈯と３カ月後
のフォロー 教 室
の計２回（連続講
座）。13:00から各
４時間程度

　※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。

１月公演「SLAPSTICKS（スラップスティッ
クス）」無料招待
　創成期のハリウッドを舞台にした演劇
公演に、小学生〜18歳を招待します（中
学生以上推奨）。終演後、15分ほどの劇
場見学あり。詳細はホームページで確
認するか問い合わせを。d１月14日㈮午
後５時、15日㈯正午、午後５時、16日㈰正
午からi博多座電話予約センターa26 
3-5555hhttps://hakataza.e-tix.jp/pc/
slapsticks.htmly無料 ※19歳以上の同
伴者がいる場合は１人5,000円で申し込
み可（同伴者との席は離れます）eホー
ムぺージから申し込みを。先着順。

市民半額観劇会 ①坂東玉三郎 特別舞
踊公演②舞台「サザエさん」
　各公演を半額で観覧できます。d①２
月２日㈬、４日㈮、７日㈪、10日㈭、15日㈫
午後２時から②３月３日㈭、４日㈮、５日
㈯、６日㈰午前11時から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①
20人②50人（いずれも抽選）yＡ席①
9,000円②6,750円（いずれも事務手数
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通１公演
のみ）、参加人数（２人まで）を書いて１月
①７日②21日（いずれも消印有効）まで
に同事務局へ。当選者のみ通知（１月①
12日②26日ごろ発送）。

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）

ディズニープリンセス展「WHAT IS 
LOVE？〜輝くヒミツは、プリンセスの
世界に。〜」
　映像やデジタル技術、音楽や香りなど
を使った体験型展示です。小学生以下
は保護者同伴。d１月２日㈰〜３月27日
㈰午前９時半〜午後６時 ※入室は閉室
30分前までi同展福岡事務局（西日本
新聞イベントサービス内）a711-5491f 

731-5210y一 般1,800円、中 高 生1,200
円、４歳〜小学生800円、３歳以下無料e

「ARTNEチケットオンライン」やチケットぴ
あで販売。空きがあれば当日同美術館
でも購入可。 ※土日祝日は日時指定予
約をした入場者を優先。詳細はホーム
ページで確認を。

　※各イベント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。
小惑星探査機「はやぶさ２」帰還カプセ
ル特別公開に伴う開館時間・日の変更
　展示期間＝１月28日㈮〜２月１日㈫は
基本展示室を午後８時まで開場します

（入場は30分前まで）。また、通常火曜日
に休館しますが、２月１日㈫は開館し、２
日㈬を休館とします。展示に関連した参
加型プログラムのテーブルサイエンス

「はやツーくんのミッション」やサイエン
スショー「ロケット 飛ぶと どうなると」も
行います。
企画展「生命誌を考えるシネマの時間」
　小さな生き物を見つめ、身近な自然

　※いずれも入園料別。申し込みは①
②④当日午後１時から受け付けます。③
⑤⑥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、⑤は
希望時間も書いて、③１月26日⑤２月５
日⑥２月16日（いずれも必着）までに同
園へ。ホームページでも受け付けます。
①園芸講座〜春に向けてのバラの手入
れと管理〜
d２月１日㈫午後１時半〜３時半c50人

（先着）y無料
②園芸講座〜冬の庭木の管理と梅の花
後のせん定〜
d２月４日㈮午後１時半〜３時半c50人

（先着）y無料

③ハーブの効用
　ハーブせっけん（洗顔用・全身用）を作
ります。d２月９日㈬午後１時半〜３時半
c30人（抽選）y1,000円
④植物観察会（温室植物）
d２月12日㈯午後１時半〜３時半c50人

（先着）y無料
⑤かずら工芸
　籠を作ります。d２月19日㈯午前10時
〜正午、午後１時半〜３時半c各10人

（抽選）y1,500円
⑥園芸講座〜多肉植物を育ててみよう
〜
　多肉植物を使った寄せ植えを作りま
す。d３月２日㈬午後１時半〜３時半c20
人（抽選）y2,500円

特別展「ヒンドゥーの神々の物語」関連
イベント①絵本でインドのお話を聞く
会②学芸員によるギャラリー・トーク③
誰でもかんたんリトグラフ
　いずれも小学生以下は保護者同伴。
d①１月29日㈯、２月12日㈯、３月13日㈰
午後１時半〜２時②１月29日㈯、２月12日
㈯、３月13日㈰午後２時半〜３時半③１月
30日㈰、３月12日㈯午後２時〜４時c①
②各回15人③各回10人（いずれも抽選）
y①②無料（展覧会チケットが必要）③
500円e往復はがきに応募事項と希望
日を書いて各開催日の１カ月前（必着）
までに同美術館へ。ホームページでも
受け付けます。

の中から新たな問いを見出す研究を紹
介します。関連した映像上映もあり（午
前11時〜午後５時半の間に２作品を上
映。各回先着150人）。d１月２日㈰〜９日
㈰午前９時半〜午後６時e不要
プラネタリウム番組 特別投映『はやぶ
さ２ 太陽系の起源を探る大いなる冒険』
　「はやぶさ２」の探査の意義やスタッフ
の苦労などを分かりやすく解説した番
組を投映します。d１月26日㈬〜２月１日
㈫午後１時15分、５時15分から（各回45
分） ※最終日は午後２時半、３時、６時半
の回もあり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当日午前９時半から同
館３階チケットカウンターで販売。

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）

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）

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）

１・２月の催し（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①は上履きを持参、会場は ▽10日＝さいとぴあ（西区西
都二丁目） ▽19日＝南体育館（南区塩原二丁目）。c①なし②20人（先着）③各回20人

（先着）④15人（先着）⑤25組（先着。１組１個）y①〜④無料⑤100円e①不要②③④
当日正午から整理券を配布⑤電話かファクス、来所で、２月１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） １／10（月・祝）、19㈬10:00
〜12:00 ２歳〜就学前

②お手玉あそび １／15㈯14:00〜15:00 １歳〜高校生

③みんなであそぼう（ドッヂビー） １／16㈰、29㈯13:30〜、
14:05〜（各回25分） 小中高生

④ふれあいひろば（皿回し遊びなど） １／22㈯14:00〜15:00 １歳〜高校生
⑤おもちゃ病院 ２／20㈰10:00〜14:00 １歳〜高校生
　※その他、１月30日㈰午後１時〜４時に「節分祭（豆まきや節分にちなんだ工作な
ど）」を行います。詳細はホームページで確認を。

２月の催し（連続講座）
　①パッチワーク教室②着物から体型
を選ばないおしゃれコート作り③着物か
ら２色使いのバッグ作り④古布で梅とウ
グイスのつるし飾り作り。一部講座は材
料を持参。d①２月１日㈫〜３月26日㈯
の原則火曜日②２月２日〜23日の水曜
日③２月10日〜24日の木曜日④２月12日
㈯、19日㈯いずれも午後１時〜４時t市
内に住むか通勤・通学する人c各８人

（抽選）y①1,000円②③④500円eはが
きかファクス、メール（m seibuplaza２@
f-kankyo.or.jp）、来所で、１月４日〜①②
19日③④26日（いずれも必着）に同施設
へ。当選者のみ通知。

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）

２月の催し
　①堆肥・菜園づくり講座②イスの張り
替え講座③入園入学お助け講座④古布
でぞうり作り講座。一部講座は材料を持
参。d２月①10日㈭午後１時半〜３時半
②13日㈰午前10時〜午後１時③19日㈯
午前10時〜午後１時④25日㈮午前10時
〜午後１時t市内に住むか通勤・通学す
る人c①③10人②５人④８人（いずれも
抽選）y①無料②500円③④200円e往
復はがきかファクス、来所で、①１月31日
②２月３日③２月９日④２月15日（いずれ
も必着）までに同施設へ。ホームページ
でも受け付けます。

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）

みんなのスポーツ パラスポーツ体験会
　パラリンピック正式種目「ボッチャ」を
体験できます。選手のトークショーもあ
り。d１月29日㈯午前10時〜午後４時y

無料e不要
アイランドシティ健康フェスタ
　子どもから高齢者まで参加できるイ
ベントや運動プログラムを開催します

（内容によって対象・定員あり）。d１月30
日㈰午前10時〜午後４時y一部有料e

電話かメール（m info@fukuoka-city-ar 
ena.jp）、来所で、１月６日以降に同体育
館へ。

総合体育館
〒813-0017 東区香椎照葉六丁目1-１
a410-0314 f410-0318
o午前８時〜午後10時50分（施設の 
使用は午前９時から ※一部は午前
８時半から） x第３月曜日（祝休日の
ときは翌平日）

博多座
〒812-8615 博多区下川端町２-１　a２６３-５８５８ f２６３-３６３０
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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


