
　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１
月13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。

●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。a731-4119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。

●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（２月前半の日・祝日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
２月６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
２月11日（金・祝）
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
２月13日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）	 a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）	 a721-5252
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
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

今宿野外活動センター　①今宿の四季をたのしむ〜野鳥
編〜②キノコのコマ打ち体験教室

　①散策しながら、野鳥を観察します。②キノコの菌が付いた木材を原木に打ち
込む駒打ちを体験し、できたホダ木を持ち帰ります。d２月①24日㈭午前10時半
〜午後０時半②27日㈰午前10時〜午後２時li同センター（西区今宿上ノ原）
a806-3114f806-3115t①不問（高校生以下は保護者同伴）②小学生を含む家
族c①20人（先着）②30組（抽選。１組４人まで）y①500円②１組2,000円e①電話
で２月５日以降に同センターへ。②往復はがき（〒819-0163西区今宿上ノ原217-2）
で２月１日〜15日（必着）に同センターへ。いずれも、ホームページでも受け付け
ます。 ※ホームページから申し込む場合、②は当選者のみ通知。

催 し

博多座「市民半額観劇会」

　ミュージカル「笑う男 The Eternal Love（ジ エター
ナル ラブ）〜永遠の愛〜」を半額で観覧できます。d

３月18日㈮、19日㈯、24日㈭午後５時から（24日は正午
の回もあり）、21日（月・祝）、25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7,250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２月
10日（消印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知

（２月16日ごろ発送）。

催 し

浦井健治

2/

6
●日
他

3純真学園大学　オンライン公開講座　
ママとパパのための育児教室

　オンラインで、沐（もく）浴、授乳、おむつ交換の方法などを学びま
す。詳細はホームページで確認を。d２月６日㈰、３月５日㈯午後１時〜
２時半 ※各回内容は同じi同大学広報係a554-1255f510-0848t妊
婦とその家族c各８組（先着）y無料eホームページから申し込みを。

2/

11
●●金・祝
他

2国際小児がんデー啓発イベント 
輝く子どもたちの作品展

　小児がん経験者による講演会や写真展など。２月11日（金・祝）、12日㈯
には啓発活動として100円以上の寄付でレモネードを１本進呈する「レ
モネードスタンド」なども実施。イベントの様子のウェブ配信もあり。
詳細はホームページで確認を。d２月11日（金・祝）〜20日㈰午前10時〜
午後５時l嘉麻市立織田廣喜美術館（嘉麻市上臼井）iがんの子ども
を守る会九州北支部・山本a090-4983-7565m ookinakigc@yahoo.co.jp 
y入場無料

2/

12
●土
他

2舞鶴公園　福岡城 梅まつり

　梅が香る梅園で猿回しや乗馬体験などさまざまなイベントを実施
します。植物ガイドツアーもあり。詳細はホームページで確認するか
問い合わせを。d２月12日㈯、13日㈰午前10時〜午後４時li同公園

（中央区城内）a781-2153f715-7590y入場無料e不要

2/

13
●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。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）a691-0131 
f691-0132y無料e不要

2/

13
●日

3今津リフレッシュ農園　園芸教室

　季節の花の寄せ植え、コケ玉作りを行います。d午前10時〜正午
li同農園（西区今津）a806-2565f806-2570c８組（抽選。１組２人ま
で）y１組1,000円e電話か来所で、２月５日午前８時45分〜午後１時に
同農園へ。

2/

13
●日

2ナマステ・サンデー ＠ アートカフェ
〜アートカフェでインドを感じる日曜日〜

　アジア美術館で開催中の特別展「ヒンドゥーの神々展」に関連した、
音楽や舞踊のイベントを開催。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３時〜３時45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-
6265f263-6259y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
※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２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。



優しさを伝えるケア技法「ユマニチュードⓇ」Vol.20
〜どこかへ行ってしまおうとするのは、不安の表現〜

　市は、認知症になっても住み慣れた地
域で安心して暮らせるまち「認知症フレン
ドリーシティ」を目指し、ユマニチュードの
普及・啓発を行っています。
　認知症の人がどこかへ行ってしまおう
とするときには、今いる場所に不安を感じ
ていることが多いです。「ここにいて大丈
夫だ」と本人が安心できる、好きなことや
興味のあることを提案してみてください。
i認知症支援課a711-4891f733-5587

マンション管理①無料相談会②基礎セミナー

　①マンション管理士がマンションの管理運営・維持保全・大規模修繕等に関す
る相談に応じます。②「標準管理規約・長期修繕計画作成ガイドライン等の改定
について」「第２回目以降の大規模改修工事の進め方」の２講演。d２月５日㈯①
午前10時〜午後０時20分②１時〜４時半l中央市民センター（中央区赤坂二丁
目）i住宅計画課a711-4598f733-5589t福岡都市圏に住むマンション管理組
合役員などc①８組②250人（いずれも先着。①は１組２人まで）y無料e電話か
ファクス、メール（m m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp）で同課へ。定員を超えた場合
のみ通知。

催 し

空き家・住まいの終活①無料相談会②セミナー

　①専門相談員が空き家や持ち家の今後について相談に応じます。②テーマは
「相続と空き家問題」。d２月18日㈮①午前11時〜午後４時（１組30分）②午後１時
〜２時l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）i県空き家活用サポートセン
ターa726-6210f715-5230t①県内に空き家または持ち家を所有している人②
不問c①14組②40人（いずれも先着）y無料e電話かファクス、メール（m iekat
su@fkjc.or.jp）で、問い合わせ先へ。定員を超えた場合のみ通知。

催 し

2/

14
●月

3 NPO法人向けインボイス制度等説明会

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用してインボイス制度（適
格請求書等保存方式）および電子帳簿保存法の概要等について学び
ます。あすみん（中央区今泉一丁目）での参加も可。d午後２時〜４時
i市民公益活動推進課a711-4927f733-5768t市内で活動するNPO
法人の職員などcオンラインは定員なし ※会場は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、２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。

2/

16
●水

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　コンポスト（段ボール、木枠、設置型）の基本を学びます。ニンジンの
種まきなども行います。d午前10時〜正午l立花寺1丁目種苗育成
施設内（博多区立花寺一丁目）i循環生活研究所a405-5217f405-
5951t市内に住む人c10人（抽選）y無料eはがき（〒811-0201東区
三苫４-４-27）かファクス、メール（m info@jun-namaken.com）で、開催日
の８日前までに同研究所へ。

2/

17
●木

2外国人住民が語る「ふるさとの街と福岡」

　大韓民国出身の黄正植（ファン ジョンシック）さんが、ふるさとの街
釜山広域市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、２月１日以降に同財団へ。定
員を超えた場合のみ通知。

2/

18
●金

3老人福祉センター早寿園　
シニアのための「はじめてのスマホ」講座

d午前10時半〜正午li同園（早良区重留七丁目）a804-7750f804-
7751t市内に住むおおむね60歳以上のスマートフォン初心者、スマー
トフォン未経験者（貸し出しあり）c10人（先着）y無料e電話か来所
で、２月１日以降に同園へ。

2/

18
●金
他

3
老人福祉センター福寿園　
スマホでL

ラ イ ン

INE・Z
ズ ー ム

oom入門講座
　LINEとウェブ会議サービス「Zoom」の操作方法を学びます。LINEや
Zoomのアプリが使用できるスマートフォンを持参してください。d２月
18日㈮、25日㈮午後1時〜２時半（連続講座）li同園（西区今宿青木）
a891-2727f891-2784t市内に住む60歳以上c10人（先着）y1,000
円e電話か来所で、２月１日以降に同園へ。

2/

18
●金
他

2老人福祉センター長生園　
①長生園オレンジカフェ②福岡歴史文化特別講座

　①認知症の悩みや不安について、和やかな雰囲気の中で話や相談
ができます。②博多の豪商で、三商傑といわれる嶋井宗室（しまいそう
しつ）、神屋宗湛（かみやそうたん）、大賀宗九（おおがそうく）などにつ
いて学びます。d２月①18日㈮午後２時〜３時半②24日㈭午前10時〜
正午li同園（博多区千代一丁目）a641-0903f641-0907t市内に住
むおおむね①50歳以上②60歳以上c各20人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で、２月１日以降に同園へ。②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。

2/

19
●土

3市埋蔵文化財センター　
考古学講座「考古学と科学のこれから」

　文化財のデジタル処理による保存などを行っている「とっぺん」常
務取締役の村上浩明氏が、デジタル技術が文化財保護に果たす役割
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、２月６日までに同センター
へ。１通につき１人。

2/

19
●土

3花畑園芸公園　園芸ワークショップ
「アロマが香るワックスサシェ作り」

　キャンドルの素材であるワックス（ろう）とアロマオイル、アートフラ
ワーで作ります。d午後１時半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）
a565-5114f565-3754c20人（先着）y1,500円e電話かファクスで、２
月12日以降に同公園へ。

2/

19
●土

4市総合図書館　九州がんセンター講演会「あなたに知っ
てほしい〜仕事とがん治療を両立する方法〜」

d午後２時〜３時半l同図書館（早良区百道浜三丁目）i同図書館図
書サービス課a852-0632f852-0631c40人（先着）y無料e電話か来
所で、２月２日以降に同課へ。

2/

20
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園　
フラワーデザイン「アニマルフラワー」

　花や小道具で動物をかたどったフラワーアレンジメントを作りま
す。d午前10時〜正午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881 
f587-0883t４歳以上と保護者c10組（先着。１組２人まで）y１組2,000
円e電話かファクスで、２月１日午前10時以降に同農園へ。

2/

20
●日

3市文学館文学定例講座 ももちはま草紙 
「小説家の未来 ハミングバードのいるところ」

　市文学賞受賞者の相川英輔氏が話します。d午後２時〜３時半l市
総合図書館（早良区百道浜三丁目）i同図書館文学・映像課a852-06 
06f852-0609c40人（抽選）y無料eはがき（〒814-0001早良区百道浜
３-７-１）かファクス、メール（m bungakukan@city.fukuoka.lg.jp）、来所
で、１月25日〜２月10日（必着）に同課へ。当選者のみ通知。

情報BOX 福岡市政だより
令和4（2022）年２月１日 14

●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



はかた伝統工芸館　博多人形 雛
ひな

人形展

　さまざまなサイズの雛人形約50点を展示・販売。d２月１日㈫〜13日㈰午前９
時半〜午後５時半（入館は５時まで） ※７日㈪は休館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

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①60歳以上
②おおむね60歳c①20人②15人（いずれも先着）y無料e電話かファクス、来所
で、２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
①認知症予防健康講座「認知症予防で健康寿命を延ば
そう」 ２／７㈪13:00〜14:30

②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何だろう 入門編」 ２／17㈭15:00〜16:30

講座・教室

2/

21
●月

3市民ゲートキーパー研修 実践編

　悩みを抱えている人のサインに気付き、適切な対応ができる「ゲー
トキーパー」になるための研修会。声掛けの仕方など実技を交えて学
びます。d午後１時半〜３時半lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i市精
神保健福祉センターa737-8825f737-8827c20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、２月１
日〜18日（消印有効）に同センターへ。

2/

22
●火

2ふくおか難病ピアサロン

　市難病相談支援センターの相談員を交え、患者・家族同士で交流で
きます。子どもの難病に関する交流会も同時開催。難病に関する情報
も紹介。d午前10時〜午後４時l市役所１階多目的スペースi同セン
ターa643-8292f643-1389y無料e電話かファクスで、２月21日まで
に同センターへ。ホームページでも受け付けます。

2/

22
●火

3東障がい者フレンドホーム　成年後見制度を知ろう

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」での参加も可（先着20人）。詳
細は問い合わせを。d午前10時〜正午li同ホーム（東区松島三丁
目）a621-8840f621-8863t市内に住む障がいのある人の家族と介
護者c10人（先着）y無料e電話かファクスに応募事項と参加方法

（会場またはオンライン）を書いて、２月１日以降に同ホームへ。来所で
も受け付けます。

2/

23
●●水・祝

2九州交響楽団　名曲・午後のオーケストラ〜J.ウィリ
アムズ＆ハリウッドムービー・セレクション〜

　映画「スター・ウォーズ」や「ジュラシックパーク」のテーマ曲などを
演奏します。未就学児は入場不可。d午後２時〜４時l福岡サンパレ
スホテル＆ホール（博多区築港本町）i九響チケットサービスa823-
0101f822-8833y全席指定S席5,600円、A席4,700円、B席・車いす席
3,700円、学生券1,500円n４カ月〜就学前（1,000円。託児の申し込みは
テノ.サポートa0120-8000-29またはa263-3580へ。先着順）e電話か
来所（城南区七隈一丁目）で問い合わせ先へ。ホームページでも受け
付けます。

2/

25
●金

2老人福祉センター若久園　
認知症カフェ（若久園カフェ）

　認知症への不安や心配事、認知症の人の介護について相談できま
す。d午後２時〜４時li同園（南区若久六丁目）a511-7255f511-75 
58t市内に住む人c20人（先着）y無料e電話か来所で、２月３日以降
に同園へ。

2/

26
●土

2アジア美術館　福岡ミュージアムウイーク 
大石始トークショー「映像で巡るアジア音楽のいま」

　音楽ライターの大石始氏がアジア各国の最新の音楽動向を紹介し
ます。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」での参加も可。詳細はホー
ムページで確認を。d午後２時〜４時li同美術館（博多区下川端町 
リバレインセンタービル７階）a263-1103f263-1105c会場80人、オン
ライン100人（いずれも抽選）y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）か件名を「大石始トーク
ショー」としたメール（m faam@faam.ajibi.jp）に応募事項と参加方法

（会場またはオンライン）を書いて、２月８日（必着）までに同美術館へ。

2/

26
●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=写真=
などを学びます。d２月26日㈯、
27日㈰午後２時〜３時li同セン
ター（早良区百道浜一丁目）a 

847-5990f847-5970t１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、２月１日以降に同センターへ。

2/

27
●日

3法律を通して親なき後を考える
〜どう残せば安心して暮らせるか〜

　障がいのある人が、親が亡くなった後に安心して暮らすための法律
や制度について学びます。詳細はホームページで確認するか問い合
わせを。d午後１時〜４時lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市
身体障害者福祉協会 市障がい者110番a738-0010f791-7687t市内
に住む障がい者の家族c36人（先着）y無料e２月１日からホーム
ページに掲載する申込書を問い合わせ先へ。

3/

1
●火

3終活応援セミナー 暮らしの中の終活

　終活について生活の中でできる備えや考えておいた方がよいこと
などを、エンディングノートを書きながら学びます。詳細はホームペー
ジで確認を。d午後２時〜３時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁
目）i市社会福祉協議会終活サポートセンターa720-5356f751-1509 
c100人（抽選）y無料eはがき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）かファ
クス、メール（m s-seminar@fukuoka-shakyo.or.jp）で、２月14日（必着）
までに同センターへ。

3/

4
●金

4市民講演会 「ネット社会に潜む危険について、犯罪や
トラブルに巻き込まれないため気を付けたいこと」

　警察やIT専門家などが話します。オンラインでの参加も可。詳細は
ホームページで確認を。d午後２時〜４時半l福岡SRPセンタービル

（早良区百道浜二丁目）i九州先端科学技術研究所a852-3460f852-
3455c会場50人、オンライン200人（いずれも先着）y無料eホーム
ページから２月１日以降に申し込みを。

3/

5
●土

3雁の巣レクリエーションセンター　
補助輪なしはこわくない 自転車乗り方安全教室

d午前10時〜11時半li同センター（東区奈多）a606-3458f607-
9057t補助輪無しの自転車に乗るのが苦手な５歳〜小学３年生と保
護者のペアc30組（抽選）y１組500円e往復はがき（〒811-0204東区
奈多1302-53）かファクスに参加者全員の応募事項を書いて、２月21日

（必着）までに同センターへ。来所、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 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。



老人福祉センター東香園

　①③は終了後に個別相談も可（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c①15人②各10人③各
15人、見学は各５人④10人⑤４人（いずれも先着）y無料e電話かファクスに応募
事項と②③は希望日を書いて、２月１日以降に同園へ。来所でも受け付けます。

内容 日時
①人生100年時代のシニアの過ごし方と働き方 ２／５㈯11:00〜12:00
②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

２／10㈭11:40〜15:00、
22㈫12:30〜15:00

③スマホレッスン講座・相談会 ※LINE（ライン）の使い
方について学びます。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）

２／15㈫、
22㈫13:00〜15:00

④健康相談 ※看護師が体のチェックを行います ２／17㈭14:30〜16:30
⑤行政書士による相続手続き・遺言書作成等の相談会２／24㈭13:00〜15:00

催 し

Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

l①②アミカス（南区高宮三丁目）③あすみん（中央区今泉一丁目）④イース
ポーツ チャレンジャーズ パーク（中央区渡辺通四丁目）iアラカンフェスタ実
行委員会事務局a401-3456f739-6081tおおむね60歳。①②はミシンを使って
裁縫ができる人c①②10人（先着）③15人（先着）④10人（抽選）e電話かファク
スに応募事項と③は希望する部も書いて、２月１日午前10時以降に同事務局へ

（④は２月８日午後５時締め切り）。①②③定員を超えた場合のみ④当選者のみ通
知。

内容 日時 費用
①初心者向け洋裁教室（ネックウオーマーなど
を作ります）

２／17㈭
10:00〜12:30 3,500円

②中級者向け洋裁教室（ズボンを作ります） ２／17㈭
13:30〜16:30 4,500円

③mif（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」新聞記事を読んで意
見交換します

▽２部＝「未完了を完了する」本当にやりたいこ
とに集中するために気掛かりとなっていること
をリスト化します

▽３部＝「自由懇談タイム」

２／22㈫

▽１部＝12:30
〜14:30

▽２部＝14:45
〜16:30

▽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）

④大人のためのeスポーツ（コンピューター
ゲームを使った対戦）体験会

２／24㈭
11:00〜12:30 1,000円

講座・教室

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

3/

5
●土

3
元気 長生き いきいき健康セミナー

「身
か ら だ

体をゆるめて、動かしてお悩み解消」
　脂肪燃焼などについて、実技を交えて市健康づくりサポートセン
ターの健康運動指導士から学びます。d午後２時〜３時lあいれふ講
堂（中央区舞鶴二丁目）i同センターa751-7778f751-2572c60人（先
着）y無料e電話かファクス、メール（m soum@kenkou-support.jp）に
応募事項と講師への質問を書いて、２月１日以降に同センターへ。来所

（あいれふ４階）でも受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

3/

5
●土

3ビギナー向け バレーボール観戦教室

　バレーボールの基本的なルールや楽しみ方を学んだ後、Vリーグの
試合を解説付きで観戦します。d正午〜午後４時l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小学
生以上（小中学生は保護者同伴）c30人（抽選）y大人2,000円、小中
高生1,000円eホームページから２月１日〜15日に申し込みを。当選者
のみ通知。

3/

5
●土

2福岡市民俗芸能公演 福を描く〜福招きの春祭り〜

　博多仁和加（にわか）や神楽、人形芝居など、「楽」をテーマにした春
祭りです。小学生以下は保護者同伴。d午後２時半〜４時l市科学館

（中央区六本松四丁目）i市文化芸術振興財団a263-6265f263-
6259c250人（抽選）y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）に代表者の応募事項と参加者全員
の名前、ふりがなを書いて、２月13日（必着）に同財団へ。１通４人まで。
ホームページでも受け付けます。

3/

6
●日

2スタインウェイピアノ＆バイオリン 春のコンサート

　春にちなんだ曲を演奏します。小学生以下は保護者同伴。未就学児
は入場不可。d午後２時〜３時半liパピオビールーム（博多区千代
一丁目）a633-2180f633-2177c50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氏名も書い
て、２月１日〜15日（必着）に問い合わせ先へ（1通1人）。来所でも受け
付けます。当選者のみ通知。

3/

12
●土

4市民公開講座「大人も子供も気をつけよう 家族みんな
で考える慢性腎臓病（CKD）」

　専門医によるCKD予防についての講演のほか、パネルディスカッショ
ンや悩み相談コーナーもあり。オンラインでの参加も可。詳細は問い
合わせを。d午後１時半〜３時lTKPガーデンシティ プレミアム天神ス
カイホール（中央区天神一丁目 西日本新聞会館）i市医師会地域医
療課a852-1501f852-1510c会場200人（先着） ※オンラインは定員
なしy無料e電話かファクス、メール（m chiiki@city.fukuoka.med.or.
jp）で、２月１日以降に同課へ。定員を超えた場合のみ通知。

3/

13
●日

3アミカス　女性のためのアサーティブネス講座

　自分のコミュニケーションの傾向に気付き、自分も相手も大切にす
る関係の築き方を学びます。d午前10時〜午後０時半liアミカス

（南区高宮三丁目）a526-3788f526-3766t女性c20人（先着）y無
料n６カ月〜小学３年生（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書いて、３
月３日までに申し込みを）e電話かファクス、メール（m amikas.soud
an@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、２月１日以降にアミカスへ。ホーム
ページでも受け付けます。定員を超えた場合のみ通知。

3/

13
●日

2障がい者駅伝大会 in 海の中道海浜公園

　１周1.4kmの周回コースで７周（７区間）を走ります。申し込み方法な
ど詳細は情報プラザ（市役所１階）、さん・さんプラザ（南区清水一丁
目）で配布する申込書で確認するか問い合わせを。申込書はホーム
ページにも掲載。d午前９時半〜午後２時l同公園（東区西戸崎）i

市障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t障がいのある小学
５年生以上と家族、介助者などの健常者c20チーム（抽選。１チーム７
人、健常者は２人まで参加可）y１チーム2,000円e申込書を１月27日
〜２月10日（消印有効）に同協会へ。

3/

19
●土
他

2背振少年自然の家　せふりチャレンジクラブ

　背振で茶の木を探したり、花炭作りなどを行います。市役所発着の
送迎バスか自家用車で来所してください。詳細はホームページで確
認を。d３月19日㈯午前10時〜20日㈰午後２時（１泊２日）li背振少
年自然の家（早良区板屋）a804-6771f804-6772t小学４年〜中学生
c20人（抽選）y5,000円eホームページから２月16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 講演

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報



救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（①②③大人に対する方
法④子どもに対する方法⑤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ホームページまたは電話で受け付けます。受け付け開始は２月①④⑤８
日②③１日。 ※救急出動のため、電話を受ける救急隊員が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） ３／11㈮ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 30人

②入門 ３／７㈪ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 30人
３／15㈫ 西消防署（西区今宿東一丁目） 806-0642 20人

③普通１ ３／６㈰ 博多消防署
（博多区博多駅前四丁目） 475-0119 25人

３／22㈫ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人
④普通３ ３／10㈭ 消防本部 791-7151 各30人⑤上級 ３／17㈭
　※時間は①午後７時〜８時半②午前10時〜11時半③④午前10時〜午後１時⑤
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

植物画コンクール入賞作品展

　市植物園で募集した同コンクールの入賞作品20点を展示します。d①２月22
日㈫〜３月９日㈬午前９時〜午後５時（入園は４時半まで） ※月曜休園②３月10日
㈭〜22日㈫午前８時45分〜午後６時（22日は４時まで）③３月23日㈬〜27日㈰午
前11時〜午後６時（27日は５時まで）l①市植物園（中央区小笹五丁目）②市役所
1階多目的スペース③山本文房堂ギャラリー（中央区大名二丁目）i同園a522-
3210f522-3275y無料（①は入園料別）

催 し

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）」を導入しています。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。ホームページ上で、見やすさ・使いやすさの調整に関するア
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

お知らせ
貝塚駅周辺土地区画整理事業の
事業計画変更案の縦覧

　地区内の土地の所有者など利害関
係のある人は、意見書を提出すること
ができます。【縦覧期間】２月１日㈫〜
14日㈪【縦覧場所】情報プラザ（市役
所１階）で。市ホームページでも閲覧
できます。【意見書の提出】２月28日

（消印有効）までi九大跡地整備課
a711-4992f733-5909
あん摩・マッサージ・指圧等は保
健所に届け出をしている施術所
の利用を

　「あん摩、マッサージ若（も）しくは
指圧、はり又はきゅう」業を行うには国
が認定した学校・養成施設で３年以上
学んだ後、国の免許を取得すること
が必要であり、違反した場合は罰則も

定められています。マッサージ等は、
有資格者による施術を受けるように
しましょう。i地域医療課a711-4264 
f733-5535、各区衛生課
「博多どんたく港まつり」の参加申
し込み方法が変更になります

　今年からどんたく広場パレード・演
舞台の参加申し込み方法が原則イン
ターネットに変わります。なお、パレー
ドは新型コロナウイルス感染症対策
のため、現時点での新規団体の募集
予定がありません。演舞台の新規団
体の募集の有無、申し込み方法等に
ついては２月末ごろに福岡市民のま
つり振興会ホームぺージで確認を。
i同振興会a441-1118m dontaku@
fukunet.or.jp
希望者に音声コード付きの納税
通知書を送付します

　目の不自由な人で希望する人に、
「音声コード」付きの納税通知書を送
付します（要申し込み）。読み取りには

「ユニボイス」のアプリをダウンロード

したスマートフォンが必要。【対象税
目および申込期限】 ▽固定資産税・都
市計画税、固定資産税（償却資産）＝２
月18日㈮まで ▽ 軽自動車税＝３月18
日㈮まで ▽個人市県民税（普通徴収）
＝４月28日㈭まで【申し込み方法】電
話かファクス、メール（m kazei.FB@
city.fukuoka.lg.jp）で課税企画課へi

同課a711-4207f733-5598
市政に関する意識調査の報告書
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
市民の意識調査の結果を分析した報
告書が市総合図書館（早良区百道浜
三丁目）、情報プラザ（市役所１階）で
閲覧できます。市ホームページにも
掲載。i広聴課a711-4067f733-5580
健（検）診は３月31日までに受けま
しょう

　受診場所などの詳細は市ホーム
ページで確認するか問い合わせを。

【市国保特定健診 よかドック】身体測
定、血圧測定、血液検査などを500円
で受けられます。対象は40〜74歳の
市国民健康保険加入者。受診には保
険証と受診券が必要です【がん検診】
職場等で受診の機会がない人を対象
に実施しています。各検診の対象は下
表 の 通り。y①1,800円 ②600〜1,800
円③⑥500円④1,000〜1,500円⑤400
〜1,200円⑦⑧1,000円i各区健康課

検診名 対象

①胃がん検診
（内視鏡検査）

今年度50歳以
上の偶数年齢
になる人

②胃がん検診（バリ
ウムによる胃透視） 40歳以上

③大腸がん検診 40歳以上
④乳がん検診 ※２年
に１回

40歳以上の
女性

⑤子宮頸（けい）がん
検診 ※２年に１回

20歳以上の
女性

⑥肺がん検診 40歳以上

⑦胃がんリスク検査 今年度35歳、
40歳になる人

⑧前立腺がん検診
（２月のみ）

55歳以上の
男性

　※医学的な理由で将来にわたり、
バリウムによる胃透視を受診できな
い40代（偶数年齢）の人は内視鏡検査
を受診できます。
市地下鉄 開業40周年記念はやか
けんを追加販売します

　限定1,000枚（抽選。１人１枚）。色は、
白・インディゴブルー・ピンク・ピスタ
チオグリーン・キャラメル・カラフル。
詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。iお客様サービスセン
ターa734-7800f734-7801y2,000円

（チャージ1,500円、デポジット500円） 
e往復はがき（〒810-0041中央区大名

２-５-31）に応募事項と希望する色、受
け取りを希望する場所（姪浜・西新・天
神・博多・貝塚・別府各駅の定期券うり
ば）を書いて２月18日（必着）までに市
交通局営業課へ。ホームページでも
受け付けます（２月17日午後３時ま
で）。 ※ホームページから申し込む場
合は送料別
FINA 世界水泳2022 FUKUOKA OC オ
フィシャルプロジェクト「インスタ
グラムフォトコンテスト」

　大会マスコット「シーライ」「シャー
ニー」が写っている写真を募集。市ス
ポーツ協会および世界水泳福岡2022
のインスタグラムのアカウントをフォ
ロ ーし、「@fukuokacity_spokyou」と

「#世界水泳福岡2022」と「#撮っとっ
とー」を付けて投稿してください。投
稿した人の中から抽選で公式グッズ
をプレゼントします。詳細はホーム
ページで確認を。【募集期間】２月２日
〜５月６日i同協会a407-8381f407- 
8185

西区歴史よかとこ案内人の「ボラ
ンティア・ガイド」を募集

　西区の史跡、神社、古墳などを案内
するガイドの募集説明会を実施。d２
月26日㈯午後１時半〜４時l西市民
センター（西区内浜一丁目）i同案内
人事務局・矢野a881-7128m nishiku
yokatoko@gmail.comeはがき（〒819-
0013西区愛宕浜１-16-６）かメールで、
２月22日（必着）までに同事務局へ。
災害遺児手当制度をご存じです
か

　交通・労働・不慮の災害で、父母ま
たはその一方が死亡（重度障がい者
となった場合を含む）した、義務教育
終了前の児童を扶養している保護者
に災害遺児手当を支給します。詳細
は問い合わせを。【対象】保護者・児童
共に市内に住み、住民基本台帳に登
録されている人（外国人を含む）【金
額】遺児１人につき月額4,000円【支給
時期】９月と３月i各区子育て支援課
かなたけの里公園「農業体験農
園」の利用者を募集

　指導員の下、苗の植え付けから収
穫までを行い、20種類以上の野菜を
作ります。収穫した野菜は全て持ち帰
ることができます。定期的な講習会も
あり。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。d４月１日㈮〜来年
３月31日㈮li同公園（西区金武）a 

811-5118f400-0147t市内に住むか
通勤・通学する人c50区画（抽選）y４
万4,000円e往復はがき（〒819-0035
西区金武1367）で２月10日（消印有効）
までに同公園へ。

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
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ふくふくプラザ福祉図書・情報室
を休室します

　図書整理のため、２月15日㈫〜21日
㈪は休室します。i同室a731-2946 
f731-2947
和白・博多・中央・城南・西図書館
を休館します

　図書整理のため、２月21日㈪〜３月
２日㈬は休館します。i市総合図書館
a852-0600f852-0609
①東部工場②東部資源化セン
ターのごみの受け入れを停止し
ます

　定期点検等のため、２月６日㈰〜25
日㈮は停止します。i①同工場a69 
1-2999f691-2992②同センターa69 
1-0831f691-0205
日本赤十字社福岡市地区本部の
事務所を移転します

　【移転日】２月５日㈯【新住所】〒812-
0011博多区博多駅前２-８-１ 博多区役
所新庁舎９階i同地区本部a710-53 
19f710-5329 ※２月４日㈮まではa 

711-4947f711-4948
令和３年度 中学生の「税について
の作文」の受賞者を紹介（敬称略）

　【市長賞】入澤寿羽（早良中学校３
年生）、三浦悠佳（春吉中学校３年生）

【教育委員会賞】𠮷野慧（高取中学校
３年生）、石井彰悟（博多中学校３年
生）【市議会議長賞】淺井楓（高取中学
校３年生）i納税企画課a711-4206f 

733-5598
一人親家庭に①就学支度資金②
修学資金を貸し付けます

　一人親家庭の児童（寡婦が扶養す
る子を含む）が高校などに進学する
際、入学金や学費などの支払いが困
難な場合に貸し付けます（所得制限あ
り）。貸付限度額は高校・高専・大学な
ど学校の種類により異なります。詳細
は問い合わせを。【申込期間】①２月１
日〜３月31日②４月１日〜28日i各区
子育て支援課「家庭児童相談室」
全ての小・中・特別支援学校の給
食写真をホームページに掲載し
ています

　市学校給食公社のホームぺージ
に、毎日全ての給食の献立写真を掲
載しています。その他、学校給食レシ
ピ集や地産地消の取り組みなど、給
食に関するさまざまなコンテンツも
あり。i同公社a555-2745f555-2749
プレコンセプションケア推進事業
クーポン券の使用は３月31日まで

　プレコンセプションケア（妊娠の計
画の有無にかかわらず、早い時期から
妊娠・出産の知識を持ち、自分の体と

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】２月14日（消印有効）までi同課
a711-4642f733-5865
各区（城南区を除く）衛生課　医薬
務事務指導員（薬剤師等）を募集

　医薬務事務、医療機関・薬事施設の
立ち入り検査、医療安全相談等の業
務に従事。【資格】次のいずれかに該
当する人 ▽薬剤師、医師、歯科医師、
獣医師 ▽大学または高等専門学校で
医学、歯学、薬学、獣医学、理学、工学
のいずれかに関する専門の課程を修
了した人【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】各区衛生課、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25日〜２月８日

（必着）i南区衛生課a559-5115f541- 
9914

アジア太平洋都市サミット担当　
国際渉外担当員（英語）を募集

　翻訳・通訳業務、同サミット等に関
する業務に従事。【資格】次の全てに
該当する人。他要件あり。 ▽通訳の実
務経験が３年以上ある ▽実用英語技
能検定１級またはTOEIC900点以上（同
等の資格も可） ※日本語を母国語と
しない場合は日本語能力検定１級（同
等の資格も可）も必要【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】同担当（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】２月10日（消印有効）までi同担当
a711-4028f733-5597

板付遺跡指導員を募集
　板付遺跡（博多区板付三丁目）の誘
導案内・解説や主催事業の運営に従
事。【資格】大学などで歴史・考古学等
の分野を履修し、文化財または社会
科等の教育に関する実務経験がある
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】板付遺跡、文化財活用課（市役所
14階）、情報プラザ（同１階）、市埋蔵文
化財センター（博多区井相田二丁
目）、各区役所情報コーナー、入部・西
部出張所、各地域交流センターで。市
ホームページにも掲載【申込期間】２
月７日（必着）までi同課a711-4666 
f733-5537
小呂島住民看護業務および診療
所看護業務の受託看護師を募集

　小呂島（西区）に常駐して看護業務
に従事。【任用期間】４月１日から ※時
期については要相談【申し込み】履歴
書と看護師免許の写しを郵送（〒810-
8620住所不要）で２月14日（必着）まで
に地域医療課へi同課a711-4264 
f733-5535

健康への意識を高めること）推進の取
り組みの一つとして、対象者にAMH（抗
ミュラー管ホルモン）検査を500円で
受けられるクーポン券を昨年６月に郵
送しています。使用する場合は実施
医療機関への予約が必要です。【対
象】平成３年４月２日〜平成４年４月１
日に生まれた女性（クーポン券を紛失
した場合や、昨年６月１日以降に転入
した人でクーポン券を希望する場合
は問い合わせを）iこども発達支援
課a711-4178f733-5534
友泉亭公園のコイの名付け親を
募集します

　採用された名前は３月15日㈫〜来
年３月14日㈫に同公園内に掲示しま
す。副賞あり。詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。【募集期
間】２月27日まで【応募方法】来所（城
南区友泉亭）で同公園へ。 ※入園料
が必要i同公園af711-0415

しごと

市立小中学校の学校生活支援員
を募集

　配慮を要する児童生徒に対する学
校生活の支援や学習活動のサポート
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】市発達教育センター

（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】２月15日ま
でi同センターa845-0015f845-0025
都市景観室　屋外広告物指導員
を募集

　市屋外広告物条例に違反している
屋外広告物の是正指導などに従事。

【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】１月31日から都市景観室（市役所４
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31日
〜２月14日（必着）i同室a711-4395 
f733-5590
給食運営課　学校栄養指導員を
募集

　給食に関する調査や指導、助言な
どの業務に従事。【資格】管理栄養士
または栄養教諭で、実務経験が３年以
上ある人。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
11階）、情報プラザ（同１階）、各区役所

　※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。

市立小呂保育所　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】４月１日から（期限の定め
なし）【申込期間】３月15日までi市漁
業共同組合小呂島支所a809-1560f 

809-1594
収集管理課　資源物持ち去り防
止指導員を募集

　資源物の持ち去り行為者や関係業
者に対する巡回指導、警告、命令や資
源物買い取り業者に対する巡回指導
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】同課

（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】２月10日（必着）までi同課a711-
4346f733-5907
市民体育館　パート事務職員を
募集

　受け付けおよび関連する諸業務
（集計、券売機操作など）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】２月１日から中央体育館

（中央区赤坂二丁目）、総合西市民
プール（西区西の丘一丁目）、千代公
民館（博多区千代一丁目）、博多区役
所情報コーナーで。ホームページに
も掲載【申込期間】２月15日（必着）ま
でi市民体育館a641-9135f407-8185
こども発達支援課　小児慢性特
定疾病指定業務等職員を募集

　医療費助成事業の支給認定等に関
する事務の補助作業に従事。【資格】
医療事務の実務経験が２年以上ある
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】２月10日

（必着）までi同課a711-4178f733- 
5534

読書相談補助員を募集
　【勤務場所】市総合図書館（早良区
百道浜三丁目） ※各分館を含む（東・
早良南図書館を除く）【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】２月１日から同
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。市ホームページにも掲載【申
込期間】２月11日（消印有効）までi同
図書館図書サービス課a852-0621 
f852-0609
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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



市博物館　デジタルアーカイブ
推進員を募集

　収蔵品データベースの運用管理等
に従事。【資格】情報学等の知識を持
ち、データベース運用等の実務経験
が３年以上ある人【任用期間】４月１日
〜来年３月31日【募集案内・申込書の
配布】１月29日から同館（早良区百道
浜三丁目）で。市ホームページにも掲
載【申込期間】２月14日（必着）までi

同館学芸課a845-5011f845-5019

市教育振興会　嘱託員を募集
　高校生への奨学金貸与・返還に関
する業務に従事。滞納者への電話・自
宅訪問等による督促業務あり。【任用
期間】４月１日〜来年３月31日（再任用
あり）【募集案内】ホームページに掲
載【申込期間】２月15日（必着）までi

同会a721-1709f721-1739
老人福祉センター寿楽園　アク
ティブシニア就業合同企業説明
会

d２月26日㈯午後１時〜３時li同園
（城南区南片江二丁目）af861-1123 

t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、２月
１日〜18日に同園へ。空きがあれば当
日も受け付けます。
高齢者活躍人材確保育成事業「整
理収納アドバイザー」技能講習

　整理収納アドバイザー２級資格取
得に向け、整理収納の考え方やテク
ニックを学びます。d２月25日㈮午前
10時〜午後５時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a292-1857f623-56 
77t市内に住み、勤労意欲のある60
歳以上c15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
配布する申込書で２月１日〜15日（必
着）に同連合会へ。受講決定者のみ通
知。
高齢者のためのしごと・ボラン
ティア合同説明会

　企業との面談や就労支援団体等に
よる相談などを実施します。d２月24
日㈭午前11時半〜午後０時50分、１時
40分〜３時l福岡国際会議場（博多
区石城町）i県70歳現役応援セン
ターa432-2577f432-2513tおおむ
ね60歳以上c各60人（先着）y無料
e電話かファクスに応募事項と希望
時間帯を書いて、２月２日以降に同セ
ンターへ。
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〜

　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（②の個別相談会を除く）。
詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d２月21日㈪①午前10
時〜正午②午後２時〜４時l福岡商
工会議所ビル（博多区博多駅前二丁
目）iシニア活躍応援セミナー事務局

（パーソルテンプスタッフ内）a433-
7780f287-9330t市内に住むおおむ
ね60歳以上c各20人（先着）y無料e

電話かファクスに応募事項と②の個
別相談を希望する場合はその旨も書
いて、２月１日以降に同事務局へ。定
員を超えた場合のみ通知。
シニア活躍応援セミナー 初心者
のための「コールセンターのお仕
事」

　仕事内容や求められる技能につい
ての説明、電話対応の業務体験など。
オンラインでの参加も可。詳細は問
い合わせを。d２月24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、２月１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　
　参加企業は30社。d２月15日㈫午
前11時〜午後１時半、２時半〜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a 

720-8832f725-1776t今年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ホームページから申し込みを。

福岡地区職業訓練協会の講習
　①ガス溶接技能講習②ファイナン
シャル・プランナー３級講習③初心者
から学べる第二種電気工事士試験受
験対策講習④パソコン「ビジネスパソ
コン」講習⑤パソコン「ホームぺージ
作成（HTML／CSS編）」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

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。d２月２日㈬、３月２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c各３人（先着）y無
料e電話かファクスに応募事項と希
望日を書いて同センターへ。来所で
も受け付けます。

解雇・雇止め集中相談会
　電話と面談による相談会。労働者、
雇用主いずれも相談可。d２月15日
㈫、16日㈬午前９時〜午後８時（受け
付けは７時半まで）。弁護士の相談は
15日㈫午後１時〜５時（受け付けは４
時まで）li福岡労働者支援事務所

（中央区赤坂一丁目）a735-6149f71 
2-0497y無料e不要

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は聴覚障
がいのある人）が相談に応じます。 ※
変更の可能性あり。当日問い合わせ
を。d２月16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

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や
その家族y電話相談は無料。面接相
談は初回のみ無料。

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

相 談
曜日（いずれも祝休日を除く）午前10
時〜午後１時a737-8829【専門医師に
よる面接相談】アルコール・薬物・ギャ
ンブル等への依存症、引きこもりにつ
いての相談。電話（a737-8829 火・木
曜日午前10時〜午後１時）かファクス
で事前予約が必要。日時など詳細は
問い合わせを。li同センター（中央
区舞鶴二丁目）a737-8825f737-8827

県下一斉無料法律相談会
　相続・遺言・金銭トラブルなどにつ
いて無料で相談できます。d２月１日
㈫〜14日㈪l県内18カ所の法律相談
センター。市内は①天神弁護士セン
ター（中央区渡辺通五丁目）②六本松
法律相談センター（中央区六本松四
丁目）i県弁護士会天神弁護士セン
ターa741-3208f752-1330c①平日
20人、土日祝日８人②平日８人（いず
れも先着）e電話かファクスに応募事
項と希望日、希望会場を書いて、問い
合わせ先へ。

税理士による無料税務相談会
d２月８日㈫〜10日㈭午前９時半〜午
後４時半（受け付けは午前９時〜午後
４時。相談時間は１人30分以内）l市
役所１階多目的スペースi九州北部
税理士会福岡支部a472-3410f472-
3416t個人y無料e当日先着順（予
約不可）

市マンション管理適正化推進計画
（案）について
　【案の閲覧・配布】住宅計画課（市役
所３階）、情報公開室（同２階）、情報プ
ラザ（同１階）、各区役所情報コー
ナー、入部・西部出張所で。市ホーム
ページにも掲載【募集期間】２月14日

（必着）までi同課a711-4598f733- 
5589

市再犯防止推進計画（案）について
　【案の閲覧・配布】防犯・交通安全課

（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・西部出張所で。市
ホームページにも掲載【募集期間】２
月14日（必着）までi同課a711-4054 
f711-4059

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

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　２月上映スケジュール
　表内の[11]は午前11時、[２]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。
香港映画発展史探求

２日㈬［２］ワンス・アポン・ア・タイム天
地大乱

３日㈭
［11］Mr.Boo! ミスター・ブー、
［２］ポリスストーリー香港国際
警察

４日㈮［11］霊幻道士、［２］花火降る夏

５日㈯
［11］Mr.Boo! ミスター・ブー、
［２］ワンス・アポン・ア・タイム天
地大乱

６日㈰［11］霊幻道士、［２］ポリスストー
リー香港国際警察

９日㈬［２］花火降る夏

10日㈭［11］Mr.Boo! ミスター・ブー、
［２］霊幻道士

11日
（金・祝）

［11］ワンス・アポン・ア・タイム
天地大乱、［２］花火降る夏

12日㈯［11］ポリスストーリー香港国際
警察、［２］野バラの恋

13日㈰［11］跳灰 ジャンピング・アッ
シュ、［２］男たちの挽歌

16日㈬［11］忠烈図、［２］英雄本色

17日㈭［11］跳灰 ジャンピング・アッ
シュ、［２］董（トウ）夫人

18日㈮［11］忠烈図、［２］蝶影紅梨記
（チョウエイコウリキ）

19日㈯
［11］黄飛鴻正伝 鞭風滅燭（ウォ
ン・フェイホンセイデン ベンプ
ウメッショク）の巻、［２］寒い夜

20日㈰［11］董夫人、［２］忠烈図
23日

（水・祝）［11］英雄本色、［２］野バラの恋

24日㈭［11］女性の光、［２］男たちの挽
歌

25日㈮［11］秘めたる想い、［２］寒い夜
26日㈯［11］女性の光、［２］蝶影紅梨記

27日㈰［11］男たちの挽歌、［２］英雄本
色

　※各番組・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。
プラネタリウム番組「10000光年双眼
鏡」
　鳴海アラタ作のウェブ漫画をアニ
メーション化した作品を投映します。d

開催中〜４月６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。
テーブルサイエンス「原子の世界をみ
てみよう」
　原子について学びます。d開催中〜２
月28日㈪c各回５人（先着）y無料（基
本展示室の入場券が必要）e不要

サイエンスショー「あわあわシャボン玉
大作戦」
　いろいろな種類の気体をシャボン玉
の中に入れて実験します。d開催中〜２
月27日㈰の土日祝日午後１時半〜２時、
４時半〜５時c各回45人（先着）y無料

（基本展示室の入場券が必要）e不要
サイエンスカフェ「乳児が育つための感
覚との関わり」
　子どもたちと環境の関わりについて
考えます。視覚と柔軟性の関係などに
ついての話もあり。d２月26日㈯午後１
時半〜３時t０歳児と保護者（１歳以上
は参加不可）c７組（先着。１組３人まで）
y無料eホームページから２月５日正午
以降に申し込みを。

プログラミングロボット工作教室〜ラ
イントレースロボットをつくろう〜
　地面にあるラインをセンサーで読み
込みながら動くロボットの工作とプログ
ラミングを学びます。d２月26日㈯、３月
19日㈯午前10時半〜午後５時 ※内容は
同じt小学５年〜高校生c各３人（抽選）
y１万1,000円eホームページから ▽２
月26日開催分＝２月２日正午〜15日午後
６時 ▽３月19日開催分＝２月21日正午〜
３月８日午後６時に申し込みを。

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）

y①②⑤⑥無料③300円④250円e電話かファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.
or.jp）、来所で、２月１日以降に同センターへ。

内容 日時 定員（先着）
①知っておきたい薬の知識 ３／３㈭14:00〜16:00 40人

②お互いの負担を軽くするリフト移乗 ３／５㈯11:00〜13:00、
10㈭10:00〜12:00 各８人

③骨に効く骨粗鬆（しょう）症予防食 ３／８㈫10:00〜12:00 10人
④自助具製作教室（かがまずに靴下が履け
るソックスエイドを作ります） ３／12㈯14:00〜16:00 10人

⑤認知症サポーターステップアップ講座 ３／18㈮10:00〜12:00 20人

⑥生活を助ける、自助具 ３／19㈯11:00〜13:00、
24㈭10:00〜12:00 各８人

苦手克服塾〜鉄棒〜
　鉄棒の基礎を学びます。d２月11日

（金・祝）午前10時〜正午t小学１〜４年生
c15人（先着）y1,000円e電話か来所
で、２月１日以降に同体育館へ。
卓球交流大会
　混合ダブルス戦を行います。d３月19
日㈯午前10時〜午後６時t中学生以上
c32組（先着）y１組1,000円eファクス
かメール（m info@fukuoka-city-arena.
jp）、来所で、２月１日以降に同体育館へ。

　※いずれも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・年齢を
書いて、２月１日〜①11日②18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。②は空きがあれば当日
も受け付け可。
①親子林業体験とスツール作り
　丸太でいすを作ります。作業体験や
大型機械の見学などもあり。d３月６日
㈰午前10時〜午後２時t小学生以上
c20人（抽選）y１人200円、道具・材料
代別途１組1,000円
②森の自然かんさつ会
d３月13日㈰午前10時半〜午後０時半
c15人（抽選）y200円

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）

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）

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）

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。申し込みは①②④電話か来所
で、当日午前10時以降に同施設へ。③⑤
電話かメール（m mamoroom@fch.chuo.
fukuoka.jp）で、２月２日午前10時以降に
同施設へ。①②④１組５人③⑤１通５人ま
で。
①映像シアター「辛子めんたいこって何
でできているの？」
　映像とクイズで食品表示について学
びます。d２月12日㈯午前11時半〜11時
50分c30人（先着）
②映像シアター「海の色のひみつ」
　映像とクイズで赤潮やプランクトンに
ついて学びます。d２月19日㈯午後３時
45分〜４時c30人（先着）

③福岡のシロウオの話と生き物の豊か
なまちづくり
　福岡大学工学部助教の伊豫岡宏樹氏
が話します。d２月26日㈯午前10時半〜
正午t小学生以上c30人（先着）
④映像シアター「クロツラヘラサギ福く
んの冒険」
　映像とクイズで絶滅危惧種や生物多
様性について学びます。d２月26日㈯午
後０時15分〜０時半c30人（先着）
⑤砂浜の貝殻ウオッチング
　地行浜で貝殻を拾ったり、貝を図鑑で
調べたりします。d３月５日㈯午前10時
半〜正午t小学生以上c30人（先着）

l①大濠公園（中央区）②〜④同センターt市内に住む人e電話か来所で、①２月
１日以降②③④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
（ウオーキング）

２／19㈯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） ３／12㈯10:00〜15:00 12人 1,000円

（食事付き）

③禁煙教室 ３／16㈬18:30〜20:00 ９人 1,000円

④気軽に糖尿病教室 ３／25㈮13:30〜15:30 ８人 500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。

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

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）

２月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。定員や申し込み方法など詳細はホームページで確認
を。c①10組（先着）②なし③20人（先着）y無料e①電話か来所で、２月３日以降に
あいくるへ。②なし③当日正午から整理券を配布。

内容 日時 対象
①育ちのひろば（運動遊び） ２／４㈮11:00〜12:00 １、２歳児
②グリーンタッチ（花の手入れなど） ２／５㈯13:30〜14:30 １歳〜高校生
③お手玉あそび ２／12㈯14:00〜15:00 １歳〜高校生
　※その他、２月11日（金・祝）に「福岡おもちゃ美術館がやってきた（おもちゃ作りや
木育講座など）を行います。時間など詳細はホームページで確認を。
４月から始まるクラブの参加者を募集
　茶道や生け花などのクラブ活動を実施します。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。

情報BOX 福岡市政だより
令和4（2022）年２月１日 8施設の情報

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報


