
博多座「市民半額観劇会」

　大竹しのぶ=写真=主演のミュージカル「ピアフ」を
半額で観覧できます。d４月１日㈮、６日㈬、９日㈯午後
５時から（６日は正午の回もあり）、４日㈪、７日㈭、８日
㈮午後１時から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20人（抽選）yA席6,500
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25日（消印有効）までに同事務局へ。当選者
のみ通知（３月１日ごろ発送）。

催 し

「福岡市政だよりW
ウェブ
EB版」のご案内

　市政だよりの記事を、市ホームページで公開しています。「発
行号別」「掲載面別」「カテゴリ別」に見出し一覧を表示できるほ
か、キーワードでの記事検索も可能です。スマートフォンにも対
応していますので、ご利用ください。i広報課a711-4016f732- 
1358

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから

　催し等は、感染防止対策を徹底して行います。「密」の回避、マス
クの着用（不織布マスクを推奨）などにご協力をお願いします。本
紙掲載の情報は１月27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。

福北連携コーナー
長崎街道ひなまつり　木

こやのせしゅく
屋瀬宿〜立場茶屋銀

いちょう
杏屋〜

　旧長崎街道沿いの４施設が連携し、ひな祭りと長崎街道の歴史に関する展
示イベントを開催しています=写真。dl ▽長崎街道木屋瀬宿記念館（北九州
市八幡西区木屋瀬三丁目）＝３月27日㈰まで午前９時〜午後５時半（入館は５時
まで）x月曜日 ※ただし３月21日（月・祝）は開館、22日㈫は閉館 ▽旧高崎家住宅

（北九州市八幡西区木屋瀬四丁目）＝３月27日㈰まで午前10時〜午後４時x月
曜日 ※ただし３月21日（月・祝）は開館、22日㈫は閉館 ▽江戸あかりの民藝館１階

（北九州市八幡西区木屋瀬三丁目）＝３月27日の土日祝日まで午前11時〜午後
５時 ▽立場茶屋銀杏屋（北九州
市八幡西区石坂一丁目）＝３月
13日㈰まで午前10時〜午後４時
x月曜日と２月24日㈭i長崎街
道木屋瀬宿記念館a093-619-
1149f093-617-4949y無料 ※長
崎街道木屋瀬宿記念館のみ、一
般240円、高校生120円、小中学
生60円、未就学児無料e不要

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

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

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

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
☎847-1099

平 日 内科、小児科 ▼  午後７時半〜翌朝６時半

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

日 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月後半の日・祝日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
２月20日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）  a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）  a291-3434
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）  a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）  a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）  a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）  a807-8811
２月23日（水・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）  a608-0001
木村病院（博多区千代二丁目13-19）  a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）  a591-8088
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
２月27日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）  a632-3333
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
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
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18
●金
他

2福岡大学建築展 〜卒業計画・設計課題優秀作品展〜

　設計作品や論文等を展示します。学生らによる解説もあり。d２月
18日㈮〜20日㈰午前10時〜午後５時lアクロス福岡 アトリウム（中央
区天神一丁目）i同大学工学部建築学科・松永a871-6631（内線
6530）m tasympo@fukuoka-u.ac.jpy無料
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24
●木

4国連講演会 アフガニスタンの現状と日本の関係

　講師は外務省中東アフリカ局中東第二課長の黒宮貴義氏。あいれふ
（中央区舞鶴二丁目）でのオンライン視聴（先着30人）のほか、ウェブ会
議サービス「Zoom（ズーム）」を利用した自宅等での視聴も可能です

（先着100人）。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d午
後２時〜３時半i日本国際連合協会福岡県本部a713-8115f761-
6762y無料e電話かファクス、メール（m unaj-fukuoka@nifty.com）に
応募事項とメールアドレス、団体に属する人は団体名、あいれふでの
視聴を希望する人はその旨も書いて、２月15日以降に同本部へ。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。
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26
●土
他

2「NHKハート展 1
テ ン ハ ー ツ

0HEARTS」福岡展

　障がいのある人が表現した詩の展覧会。d２月26日㈯〜３月６日㈰
午前９時〜午後10時l市役所西側ふれあい広場iNHK福岡放送局
a724-2266f724-2844y無料

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

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

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

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

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

情報BOX 福岡市政だより
令和4（2022）年２月15日 14催し 講演



優しさを伝えるケア技法「ユマニチュードⓇ」Vol.21
〜嫌だという気持ちを受け止める〜

　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。
　介護を受け入れてもらえないとき
には、押し問答せずに、一度相手の嫌
だという気持ちを受け止めましょう。
タイミングをずらして、本人が安心
できるような工夫や、自信を持ってで
きることを提案するなどの技術を
使ってもう一度試してみてください。
i認 知 症 支 援 課a711-4891f733- 
5587

G
ゲ ー ト
ATE「ゲームに浸る、最高に贅

ぜい
沢
たく

な3日間」

　eスポーツを中心としたイベントです。詳細はホームページで確認を。d２月18
日㈮〜20日㈰午前10時〜午後６時lヒルトン福岡シーホーク（中央区地行浜二
丁目）i福岡eスポーツ協会m info@gate-esports.comc500人（先着）y１日券
2,000円、３日券3,000円、BYOCブース１万5,000円、中学生以下無料eホームペー
ジから申し込みを。

催 し

応募等のはがきの料金は 63 円です。

2/

27
●日
他

3松風園　①桃の節句の和菓子づくり
②松風園で学ぶ着物と和の心

　①桃の節句の菓子について学び、２種類の菓子を作ります。②基本
から学ぶ着付け教室です。d①２月27日㈰午前10時〜正午②４月〜９
月の第３水曜日午前10時〜午後１時または午後１時〜４時（連続講座）
li同園（中央区平尾三丁目）af524-8264t①中学生以上の女性
②20歳以上の女性c①10人②５人（いずれも先着）y①2,500円②１カ
月3,000円（いずれも入園料別）e電話か来所で、２月16日以降に同園
へ。

3/

3
●木

2高齢者能力活用センター設立25周年記念式典

　社会福祉法人佛子園理事長の雄谷良成氏による講演「ごちゃまぜ
〜看（み）取り合う共生社会〜」午後２時半〜３時45分など。中学生以下
は保護者同伴。d午後１時〜５時（受け付けは正午から）lJR九州ホー
ル（博多区博多駅中央街）i県高齢者能力活用センター内25周年記
念事業室a451-8610f451-8612c300人（先着）y無料eホームペー
ジに掲載、または同事業室（博多区博多駅前二丁目 福岡商工会議所
ビル１階）で配布中の申込書で申し込みを。
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4
●金
他

3自転車安全利用推進員講習会

　自転車安全利用教育や啓発などを行う推進員を養成するための講
習会。d３月４日㈮、８日㈫午前10時〜11時40分または午後１時〜２時
40分lふっけいコアセンター（南区花畑四丁目）i防犯・交通安全課
a711-4061f711-4059t市内に住むか通勤する人c各回20人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m bouhankotsu.CAB@city.fukuoka.
lg.jp）に応募事項と希望日時、所属する団体・企業名、自転車安全利用
推進員委嘱の希望の有無を書いて、２月15日以降に同課へ。来所（市
役所７階）でも受け付けます。

3/

4
●金
他

3早良障がい者フレンドホーム　
はじめてのパソコン教室（相談室）

d３月４日㈮、18日㈮、25日㈮午前10時〜正午（連続講座）li同ホーム
（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に住む肢体・内
部障がいのある18歳以上c６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、２月15日〜22日に同
ホームへ。
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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、２月15日以降に同ゴルフ場へ。

3/

5
●土

3老人福祉センター舞鶴園　①リラックス・マインドフ
ルネス集中力UP講座②シニア就業相談

　①瞑想（めいそう）することで集中力を高めます。②キャリアコンサ
ルタントの資格を有する同園園長が、対面で個別の相談に応じます。
ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」による相談も可。詳細はホーム
ページで確認するか問い合わせを。d①午前10時〜11時半、午後１時
〜２時半②午後３時〜５時li同園（中央区長浜一丁目）a771-
7677f716-0046t市内に住む①60歳前後②おおむね60歳以上c①各
５人②４人（いずれも先着）y無料e電話かファクスに応募事項と①は
希望時間を書いて、２月15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。
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6
●日

2パーカッション アンサンブル「ポットベリー」演奏会

　元九州交響楽団ティンパニストの永野哲氏編曲の「ボレロ」等を演
奏します。d午後２時〜４時lももちパレス（早良区百道二丁目）i

パーカッション アンサンブル「ポットベリー」・大川a090-4991-6197m 
potbelly_concert@yahoo.co.jpc400人（先着）y一般1,000円、高校生
以下800円e電話かメールで問い合わせ先へ。

3/
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●月
他

3健康ボウリング

　講義と実技を行います。詳細は問い合わせを。d３月７日〜４月18日
の月曜日、火曜日、水曜日いずれも午前10時〜午後０時半または２時
〜４時半（連続講座）liラウンドワン博多半道橋店（博多区半道橋二
丁目）a475-6611f475-6622c各コース30人（先着）y2,000円e電話
かファクスに応募事項と希望曜日・時間帯を書いて、問い合わせ先へ。
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9
●水

3知ろう 災害ボランティア

　災害支援を行うさまざまな団体の活動を紹介します。d午後６時45
分〜９時lあすみん（中央区今泉一丁目）i市民公益活動推進課
a711-4283f733-5768c40人（先着）y無料e電話かファクスに応募
事項と団体に所属する人は団体名を書いて、２月14日以降に同課へ。
ホームページでも受け付けます。

3/

10
●木

3老人福祉センター早寿園　よくわかる「認知症」講座

d午後１時〜２時半li同園（早良区重留七丁目）a804-7750f804-
7751t市内に住むおおむね60歳以上c15人（先着）y無料e電話か
来所で、２月15日以降に同園へ。

市生活ガイドを配布しています

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

広報課からの
お知らせ

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

d＝開催日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話（市外局番の記載がない場合は092）　f＝ファクス　t＝対象　c＝定員　y＝料金 ※年齢別に料金
設定がある場合は、年齢を確認できるものが必要　n＝託児　e＝申し込み　m＝メール　h＝ホームページ　o＝開館時間　x＝休館日
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lアミカス（南区高宮三丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務局a401-
3456f739-6081c各10人（先着）e電話かファクスで、２月15日以降に同事務局
へ。定員を超えた場合のみ通知。

内容 日時 費用
初心者向け洋裁教室（ミシンを使ってマスクと
マスクケースを作ります） ３／７㈪10:00〜11:50 3,500円

中級者向け洋裁教室（ミシンを使ってズボンと
トップスを作ります） ３／12㈯13:30〜16:30 4,500円

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

福岡城 舞遊の館　梅園での門出フォト撮影

　着付け後、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。d開催中〜２月27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）a707-3191f707-3193c１組２人まで 
※各日先着４組までe電話かファクスで、２月15日以降に同館へ。ホームページ
でも受け付けます。

内容 対象 費用
七五三撮影 ３〜７歳 １人２万9,800円
卒業記念撮影 今春卒業する高校生以下の学生 １人１万円
着物ウエディング撮影 20歳以上 １組３万5,000円
夫婦の記念日撮影 20歳以上 １組１万9,800円
２分の１成人式撮影 10歳 １人２万9,800円

催 し

市総合図書館　映像ホール・シネラ 香港映画発展史探求

　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。l同図書館映像ホール・シネラ（早良区百道浜三丁目）i

同図書館文学・映像課a852-0608f852-0609
日時 タイトル

３／２㈬ ［11]秘めたる想い、［２]跳灰 ジャンピング・アッシュ

３／３㈭ ［11]女性の光、［２]野バラの恋

３／４㈮ ［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]蝶影紅梨記（チョウエイコウリキ）

３／５㈯ ［11]董（トウ）夫人、［２]寒い夜

３／６㈰ ［11]黄飛鴻正伝 鞭風滅燭の巻、［２]秘めたる想い

催 し

「野バラの恋」

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。

3/

12
●土

2アイランドシティはばたき公園　
湿地の生き物観察会オンライン

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用して、アイランドシティ
（東区）に整備中の同公園の生き物を観察します。d午前10時〜11時

i港湾空港局計画調整課a282-7037f282-7044c80組（抽選）y無
料e電話かファクス、メール（m keikaku-c.PHB@city.fukuoka.lg.jp）に
応募事項とメールアドレスを書いて、２月15日〜28日に同課へ。ホーム
ページでも受け付けます。

3/

12
●土

4ココロンセミナー（人権総合講座）　「今こそ問われるハ
ンセン病の教訓〜コロナ禍で考える差別〜」

　三重テレビ放送報道制作局長の小川秀幸氏が話します。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 jinkenkeihatsu.CAB@city.fukuo
ka.lg.jp）、来所（あいれふ８階）で、３月４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。

3/

13
●日

3西部運動公園　犬のしつけ方教室

　犬の行動学を学んだボランティア団体の会員が、しつけ方や悩み
相談に応じます。犬の同伴が必要。d午前10時〜午後１時（１人20分）
li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549c５人（先着。１人１匹）
y300円e電話か来所で、２月20日以降に同公園へ。

3/

13
●日

2
一人一花ハッスル事業

「福岡の花を飾ろう F
フ ラ ワ リ ン グ

lowering Fukuoka」
　県産の花を生けて、花瓶ごと持ち帰ります。小学生以下は保護者同
伴。d午前10時〜、11時〜、午後１時〜、２時〜（各回20分）lエルガー
ラ・パサージュ広場（中央区天神一丁目）i市緑のまちづくり協会みど
り課a822-5832f822-5848c各20人（先着）y500円eメール（m koza 
@midorimachi.jp）に応募事項と希望時間を書いて、２月15日午前10時
以降に同課へ。ホームページでも受け付けます。

3/

13
●日

3自転車の乗り方教室〜補助輪なしにチャレンジ〜

　プロサイクルロードレースチームの選手が、自転車の正しい乗り方
や基本的な交通ルール・マナーを指導する体験型教室。自転車用ヘル
メットを持参してください。自転車の持ち込み可。d午前10時半〜正
午、午後１時〜２時半l貝塚交通公園（東区箱崎七丁目）i防犯・交通
安全課a711-4061f711-4059t小学生（保護者同伴）c各10人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m bouhankotsu.CAB@city.fukuoka.
lg.jp）に応募事項と希望時間、自転車・ヘルメットの持ち込みの有無を
書いて、２月15日以降に同課へ。 ※過去回参加者は申し込み不可。

3/

16
●水

4九州市民大学３月講演会 
感染症と文明：With（ウィズ）コロナ時代の羅針儀

　長崎大学熱帯医学研究所教授の山本太郎氏が話します。未就学児
は入場不可。d午後６時〜７時半（受け付けは５時から）l福岡サンパ
レスホテル＆ホール（博多区築港本町）i九州市民大学事務局a714-
0066f714-6045c2,300人（先着）y3,000円e不要

3/

17
●木

2ジュニア層指導者養成事業コーチングクリニック　
「ケガとスポーツ〜ケガをしにくいカラダの条件〜」

　YouTube（ユーチューブ）での配信もあり（要申し込み）。詳細はホー
ムページで確認を。d午後７時〜９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ジュニア世代（小・
中・高）の保護者や指導者などc30人（先着）y500円eホームページ
から２月15日以降に申し込みを。
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
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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
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教室 講演
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西障がい者フレンドホーム

　①壁飾りにもなるコサージュを作ります。②革を使って小物入れなどを作りま
す。③好みのビーズを組み合わせて作ります。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10人（抽選）e電話か
ファクス、来所で、２月15日〜28日に同ホームへ。

内容 日時 費用
①手作りコサージュ教室 ３／13㈰10:00〜12:00 500円
②革クラフト教室 ３／20㈰14:00〜16:00 1,000円
③ビーズで作るブレスレット教室 ３／23㈬14:00〜16:00 500円

講座・教室

こころの病と共に生きる　
ハートメディア〜個性をぎゅっと詰め込んで〜

　開催する催しは下表の通り。②は売り切れ次第終了。詳細は問い合わせを。l

なみきスクエア（東区千早四丁目）i市精神保健福祉センターa737-8825 
f737-8827y入場無料e①ファクスで２月15日以降に同センターへ。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。②③不要

内容 日時 定員
①映画上映会「今日も明日も負け犬」 ３／11㈮14:00〜16:00 200人（先着）
②福祉事業所等によるバザー ３／12㈯12:00〜16:00 ー
③当事者の絵画などの作品展示 ３／12㈯9:00〜16:00 ー

催 し

老人福祉センター東香園

　①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15人②各10人（い
ずれも先着）y無料e電話かファクスに応募事項と希望日時を書いて、2月15日
以降に同園へ。来所でも受け付けます。

内容 日時
①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）

３／１㈫、15㈫
13:00〜15:00

②健康相談（看護師が体のチェックを行います） ３／３㈭13:00〜15:00、
17㈭14:30〜16:30

催 し
老人福祉センター若久園

　①電源の入れ方や地図の検索方法、動画の撮影方法等を貸し出しのタブレッ
トを使って学びます。②認知症への不安や心配事、認知症の人の介護について
相談できます。③④再来年３月までの連続講座の募集。詳細は問い合わせを。
li同園（南区若久六丁目）a511-7255f511-7558t市内に住む人（①③④は60
歳以上）y①②無料③１カ月4,000円（初回は7,850円）④１カ月1,000円e①②電
話か来所で、①２月17日〜３月11日②２月22日以降に同園へ。③④電話かファク
スで、２月15日〜25日に同園へ。

内容 日時 定員
①タブレット教室 ３／15㈫13:00〜15:00 ６人（抽選）
②認知症カフェ（若久園カフェ） ３／25㈮14:00〜16:00 20人（先着）

③高齢者創作講座（陶芸） ４月〜再来年３月の火曜日
10:00〜12:00 16人（抽選）

④高齢者創作講座（園芸） ４月〜再来年３月の水曜日
14:00〜16:00 20人（抽選）

催 し

老人福祉センター福寿園

　①パソコンを使って操作方法を学びます。ノート型パソコンを持参してくださ
い。②入会すると月10日程度の就業が可能です。③金銭・不動産・相続など日常
生活での法律相談に弁護士が応じます。li同園（西区今宿青木）a891-
2727f891-2784t市内に住む60歳以上y①1,000円②③無料e電話か来所で、
２月15日以降に同園へ。

内容 日時 定員（先着）
①LINE（ライン）／Zoom（ズーム）
入門講座（パソコン編）

３／11㈮、18㈮
13:00〜14:30（連続講座） 10人

②シルバー人材センター入会説明会 ３／16㈬13:30〜15:30 10人

③法律年金相談 ３／18㈮13:30〜15:30
（相談時間は１人20分） ５人

催 し

市立博多工業高等学校インテリア科卒業制作展

　同校と高大接続教育に関する提携協定を結んで
いる、九州産業大学造形短期大学部と合同で卒業制
作展を開催します。d２月15日㈫〜20日㈰午前９時半
〜午後５時半（入館は５時まで）l市美術館（中央区
大濠公園）i同校インテリア科a862-6575f862-
8346y無料

催 し

同
展
ポ
ス
タ
ー
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25
●金

2全国健康福祉祭 神奈川・横浜・川崎・相模原大会（ねん
りんピックかながわ）福岡市予選会（ゴルフ競技）

　11月12日㈯〜15日㈫に神奈川県で開催される同大会の参加選手の
予選会。詳細はホームページに掲載する申込書で確認するか問い合
わせを。d午前８時からlセブンミリオンカントリークラブ（早良区小
笠木）i早良区老人クラブ連合会事務局af833-4397t市内に住む
60歳以上（昭和38年４月１日以前に生まれた人）c32組（先着。４人１組）
y１人１万1,000円（70歳以上は１万500円）e申込書を２月15日以降に
同事務局へ。

3/

28
●月
他

2海の中道青少年海の家　
〜限定企画〜卒業記念 海の家で自然体験

d３月28日㈪午後２時〜30日㈬午後３時45分（２泊３日）li海の中道
青少年海の家（東区西戸崎）a603-2700f603-2782tこの春小学校を
卒業する小学６年生c50人（抽選）y6,000円eホームページから２月
25日までに申し込みを。

4/

1
●金

3街歩きミニ講座〜「築城の頃」でサクラの福岡城内歩き
＆花の木で「大濠の官兵衛茶屋」ミニ講座〜

　福岡城跡を散策した後、レストラン花の木（中央区大濠公園）で「大
濠西にあった鳥飼茶屋」と、来福時のマリリン・モンローやアインシュ
タインなどについて話します。昼食付き。d午前11時〜午後３時l集
合は西鉄バス福岡城・NHK放送センター入口バス停前／福岡城「追廻
門」（中央区赤坂二丁目）i那国王の教室a050-1121-9445m tahi_
qz@ybb.ne.jpt18歳以上c20人（先着）y7,000円e電話かメールで、
２月15日以降に問い合わせ先へ。

4/

5
●火
他

3 KBC点字教室

　点字の読み書きを学びます。初心者向け。d４月５日〜６月28日の火
曜日午前10時〜正午（５月３日を除く。連続講座）lKBC会館（中央区長
浜一丁目）iKBC開発a751-4070f715-1148c20人（先着）y無料e

電話かファクスで、３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。

介護実習普及センター　
ミニ展示「バリアフリーに関するサインシンボルマーク」

　車いすやヘルプマーク=写真=などについて紹介します。d開催中
〜2月28日㈪午前10時〜午後6時 ※15日㈫は休館li同センター（中
央区荒戸三丁目）a731-8100f731-5361y無料

催 し

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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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

東障がい者フレンドホーム

li同ホーム（東区松島三丁目）a621-8840f621-8863t①②④〜⑧障がいの
ある人（①は３〜６歳児）③障がいのある人の介護者、介護従事者y無料e電話
かファクス、来所で、２月15日以降に同ホームへ。

内容 日時 定員（先着）

①幼児リトミック
４／５〜来年３／７の第１・３火曜日

▽１部　16:00〜16:45

▽２部　16：45〜17：30
各３人

②ゲンキ体操 ４／５〜来年３／７の第１・３火曜日
13:30〜14:30 ３人

③ツナグYOGA（ヨガ）
４／６〜来年３／15の第１・３水曜日

▽１部　9:30〜10:30

▽２部　10：45〜11：45
各２人

④大人の絵画 ４／７〜来年３／16の第１・３木曜日
10:30〜12:00 ３人

⑤はがき絵 ４／８〜来年３／24の第２・４金曜日
10:30〜12:00 ３人

⑥親子リトミック 土曜クラス ４／９〜来年３／25の第２・４土曜日
10:00〜10:45 ２人

⑦茶道 ４／13〜来年３／８の第２水曜日
13:00〜15:00 ３人

⑧リラックスヨガ ４／27〜来年３／22の第４水曜日
14:00〜15:00 ３人

催 し

おしし、しっとーと？〜福岡市の祓
はら

い獅子行事〜

　３月19日㈯午前10時〜11時半ははらい獅子行事を体験するワークショップ、午
後２時〜３時半は家を回り、疫をはらう獅子についての講演会。詳細は市ホーム
ページで確認するか問い合わせを。d展示は３月15日㈫〜４月３日㈰午前９時半
〜午後５時半（入館は５時まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）l市博物館

（早良区百道浜三丁目）i文化財活用課 a711-4862 f733-5537t不問。ワーク
ショップは小学生（きょうだい児の同伴可）cワークショップ10人、講演150人（抽
選）y無料e往復はがき（〒810-8620住所不要）に応募事項と希望するイベント名

（ワークショップまたは講演）を書いて、３月９日（必着）までに同課へ。市ホーム
ページでも受け付けます。

催 し

お知らせ
市総合図書館を休館します

　図書特別整理のため、３月７日㈪〜
14日㈪は休 館します。i同 図 書 館
a852-0600f852-0609
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】５月６日㈮まで。期間中
は、市に意見書を提出できます【縦覧
場所】政策調整課（市役所14階）、県中
小企業振興課（県庁７階）i政策調整
課a711-4326f733-5593

名称（所在地） 内容 届け出日
マックスバリュエクス
プレス福岡空港店

（博多区大井二丁目）
変更 令和３年

12月17日

ふくおか「働き方改革」推進企業
を認定します

　【対象】市内に本店または主たる事
務所を有する企業【要件】年次有給休
暇の取得促進や仕事と子育ての両立
の支援など、市が定める基準を満たし
ていること【申請書の配布】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）、情
報プラザ（市役所１階）などで。市ホー
ムページにも掲載【申請期間】３月１日
〜31日（消印有効）i経営支援課a 

441-1232f441-3211
固定資産税・都市計画税 第４期の
納期限は２月28日です

　金融機関やコンビニ、スマホアプリ
を利用したLINE Pay（ラインペイ）、モ
バイルレジ、PayPay、d払い、auPAY、J-
Coin（ジェイコイン）またはインター
ネットを利用したクレジットカードで早
めの納付をお願いします。便利な口
座振替もご利用ください。i各区納
税課、納税管理課a292-2093f292- 
4112 ※２月10日㈭まではa711-4490 
f711-4219

市政アンケート調査にご協力を
　市民の皆さんの声を市政に反映さ
せるため、年６回程度「市政アンケート
調査」を実施しています。住民基本台
帳から無作為に抽出した人に、協力員
就任を依頼する文書を２月中旬から
送付します。i広聴課a711-4067f 

733-5580
不用品の処分に無許可の業者を
利用しないでください

　市内の巡回や、チラシ、インター
ネットなどで「不用品を安く回収しま
す」と宣伝している業者は、市の許可
なく違法に回収している業者です。無

許可の業者に依頼すると、不法投棄
など不適正な処理をされたり、高額な
料金を請求されたりするなどのトラ
ブルにつながる恐れがあるため利用
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

看板の安全点検をお願いします
　看板の落下防止のため、自主的な
点検・確認をお願いします。専門業者
による点検等を希望する場合は、市
ホームページに掲載の屋外広告業登
録業者へ。i都市景観室a711-4395 
f733-5590
個人市県民税・所得税の申告書は
自宅で作成できます

　市県民税申告書は市ホームページ
で作成できます。スマートフォン等で
オンライン送信するか印刷して郵送
で提出してください。所得税の確定
申告書は国税庁のホームページで作
成でき、e-Tax（電子申告）に登録すれ
ばパソコン等でオンライン送信でき
ます。いずれも申告期限は３月15日

（消印有効）まで。早めの申告をお願
いします。i ▽ 個人市県民税＝各区
課税課 ▽所得税＝各税務署

福岡親善大使を募集
　国内外の各種行事やイベントに参
加し福岡市をPRする親善大使を募
集。i福岡市民の祭り振興会a441-
1118f441-1149t18歳以上（３月31日
時点）で、市内に住むか通勤・通学す
る人。博多どんたく港まつり前夜祭（５
月２日）から２年間活動できる人e

ホームページから３月18日までに申し
込みを。

情報プラザ通信を配布しています
　市政情報や市内のイベント、四季
折々の旬の情報などを掲載した冊子

「情報プラザ通信」＝写真＝を配布して
います。英語を併記。九州各県の情報
等も紹介。【発行】５・８・11・２月末【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、
各市民センターなどで。i同プラザ
a733-5333f733-5335

雁の巣レクリエーションセンター　①ノルディック・ウォーキ
ング教室②「福岡Ｊ・アンクラス」による初心者サッカー教室

　①２本のポール（ストック）を使った、運動効果の高い歩き方を学びます（３km程
度歩きます）=写真。雨天中止。②女子サッカーチーム「福岡Ｊ・アンクラス」の選
手が指導します。d３月①７日、14日、28日の月曜日午前10時〜11時半②13日㈰ 
午前10時半〜正午l①３月７日＝アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん（東区香
椎照葉四丁目）、14日・28日＝同センター（東区奈多）②同センターi同センター
a606-3458f607-9057t①不問②５歳〜中学生の女子（今年４月時点） ※いず
れも小学生以下は保護者同伴c①各30人（先着）②50人（抽選）y無料（①は
ポールレンタル代300円）e①当日午前
９時45分から同センター球技場管理棟
で受け付けます（３月７日は９時半から
同公園で受け付けます）。②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（ファクス
の場合はファクス番号も）を書いて、３月
７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。

講座・教室

情報BOX 福岡市政だより
令和4（2022）年２月15日 10

●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
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福岡みんなの城基金
i史跡整備活用課 a711-4784 f733-5537 m shiseki.EPB@city.fukuoka.lg.jp

ふるさと納税で福岡城の復元にご協力を

や
ぐ
ら

芳
名
板（
例
）

表 裏

公衆無線LAN（Wi-Fi）利用時の情報
漏えいに注意しましょう

　外出先等での公衆無線LAN（Wi-Fi）
の利用は便利ですが、通信内容が他
人に見られてしまうなどの危険も潜ん
でいます。個人情報を悪用されないよ
う、IDやパスワードなどのログイン情
報やクレジットカード番号など、決済に
関する情報等の入力は避けましょう。
i広報課a711-4827f732-1358
高齢者の「おむつ代の医療費控
除」・「障害者控除」に関する証明書

　所得税・個人市県民税の控除を受
ける際に必要な次の書類を無料で発
行します。詳細は市ホームページで
確認するか問い合わせを。【おむつ代
の医療費控除のための主治医意見書
内容確認書】確定申告時に医師が発
行する「おむつ使用証明書」に代える
ことができる書類です。前年もおむつ
代の医療費控除を受けた人で、要介
護認定申請時の主治医意見書によ
り、寝たきりと尿失禁の状況であるこ
とが区役所で確認できる場合に発行

【障害者控除対象者認定書】身体また
は精神に障がいのある65歳以上（寝
たきりなど）で、身体障害者手帳など
を持っていないが同程度の障がいが
ある人に発行。i ▽ 証明など＝各区
福祉・介護保険課 ▽ 申告＝所得税は
税務署、市県民税は各区課税課
「市母子福祉会芙蓉（ふよう）基
金」一人親家庭等を支援する団体
に助成します

　詳細はホームページで確認するか
問い合わせを。【対象】市内で活動す
る社会福祉分野の団体等が実施する
事業や調査・研究など【助成金額】事
業に要する経費の９割（上限あり）【申
込書の配布】市社会福祉協議会地域
福祉課（中央区荒戸三丁目 ふくふく
プラザ２階）、各区社会福祉協議会事
務所で【申込期間】 ▽第１次申し込み＝
３月31日まで ▽第２次申し込み＝４月１
日〜９月30日（いずれも必着）i同課
a791-6339f713-0778
住民票・マイナンバーカード等に
旧姓が記載できます

　婚姻等で姓に変更があった場合で
も、旧姓を併記した住民票やマイナン
バーカード等で旧姓を証明できます。
手続きには、姓が変わったことが分か
る戸籍謄本等が必要です。詳細は市
ホームページで確認を。i区政課a 

711-4074f733-5595

「ながらエクササイズ」動画配信中
　日頃、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

県営住宅入居者を募集

　募集団地や戸数など詳細は２月18
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】２月25日〜３月７日i

県住宅供給公社管理課a781-8029 
f722-1181
地雷撤去のために「書き損じはが
き」を集めています

　カンボジアでの地雷被害をなくす
ため、書き損じはがき等を集めて換金
し、地雷撤去団体へ寄付しています。
詳細はホームページで確認を。【対象
品】書き損じ・未使用のはがき、切手、
テレホンカード、クオカード、図書カード

（はがき以外は未使用のものに限る）
【募集期間】３月31日（必着）まで【送付
先】カンボジア地雷撤去キャンペーン
事務局（〒814-0002早良区西新１-７-10-
702）i同事務局a833-7575f833-7677

「雑がみ」を簡単リサイクル
　紙箱や包装紙などの雑がみの種類
や出し方を分かりやすく解説した「雑
がみ回収促進袋」＝写真＝を配布して
います。【配布】各区生活環境課、情報
プラザ（市役所１階）で。詳細は市ホー
ムページで確認するか問い合わせ
を。i家庭ごみ減量推進課a711-4039 
f733-5907

「大人の創業コンテスト」のビジネ
スアイデアを募集

　55歳以上の人が新しくビジネスを
創出するために開催されるコンテス
トの、ビジネスアイデアを募集しま
す。優秀者は、３月11日㈮にJR博多シ
ティ（博多区博多駅中央街）で審査・表
彰します。副賞にコワーキングスペー
スの利用権や創業のサポート（希望
者のみ）もあり。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。【応募資
格】市内に住むか通勤する55歳以上

【申し込み】ファクスに応募事項とビ
ジネスアイデアを書いて、２月28日ま
でにアラカンフェスタ実行委員会事
務局へ。ホームページでも受け付け
ます。i同 事 務 局a401-3456f739- 
6081

アミカス図書室を休室します
　設備点検等のため、２月28日㈪は図
書室を休室します。i事業推進課a 

526-3755f526-3766

市役所１階に証明写真機を設置し
ています

　ユニバーサルデザインに配慮した
証明写真機＝写真＝で、車椅子での利
用も可能です。i財産管理課a711-
4173f711-4833

しごと

教職員第１課　令和４年度市立学
校臨時教職員の選考試験の申し
込み受け付け

　令和３年度中に勤務可能な人につ
いても受け付け中。【募集区分】講師、
養護助教諭、学校栄養職員、実習助
手、事務職員【資格】免許を有するか
取得見込みの人（区分により異なる）

【実施要項・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i同課
a711-4754f733-5536
自分に合った仕事を探そう 適職
相談キャンペーン

　キャリアコンサルタントが仕事をす
る上での強みを分析し、就職活動を
支援します。オンラインでの相談も
可。詳細は市ホームページで確認を。
d３月８日㈫までの平日l各区就労
相談窓口i市就労相談窓口a733-
0717f711-1682t求職中の人（大学
生、専門学校生も可）、転職・キャリア
アップを考えている人y無料e電話
で問い合わせ先へ。市ホームページ
でも受け付けます。
東区地域保健福祉課　保健師を
募集

　【資格】保健師。他要件あり【任用期
間】４月１日〜来年３月31日【募集案
内・申込書の配布】各区地域保健福祉
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】２
月15日〜24日（必着）i東区地域保健
福祉課a645-1088f631-2295

　※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。

埋蔵文化財発掘作業員を募集

　市内で発掘作業に従事。【任用期
間】４月〜９月内の指定された期間

（再任用あり）【申込書の配布】埋蔵文
化財センター（博多区井相田二丁
目）、埋蔵文化財課（市役所14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28日

（消印有効）までi同課a711-4667f 

733-5537
埋蔵文化財資料整理補助職員を
募集

　【勤務場所】月隈整理室（博多区月
隈一丁目）、舞鶴整理室（中央区城
内）、玄洋整理室（西区今宿一丁目）の
いずれか【任用期間】４月〜来年３月
の指定された期間【募集案内・申込書
の配布】埋蔵文化財課（市役所14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22日（消印有効）までi同課a711-
4667f733-5537
女性活躍推進課　一般事務補助
募集

　データ入力や資料作成業務、企業
からの申請対応に従事。【勤務場所】
アミカス（南区高宮三丁目）【任用期
間】４月１日〜９月30日【募集案内・申
込書の配布】２月15日からアミカス、
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】２
月28日（必着）までi同課a406-8111 
f526-3766

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
業協同組合小呂島支所a809-1560 
f809-1594
シニア活躍応援セミナー ①初心
者のための「マンション管理・ビル
メンテナンス」②シニアのための
お仕事相談会

　①仕事内容や求められる技能につ
いて説明します。②個別の相談会を
実施します。求人情報の閲覧も可能。
d３月①４日㈮②14日㈪いずれも午後
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c①30人②20人（いずれ
も先着）y無料e電話かファクスで、
２月15日以降に同事務局へ。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
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老人福祉センター長生園　アク
ティブシニア就業合同企業説明
会

　高齢者を積極的に雇用している企
業による説明会。個別相談会も実施。
d３月12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、２月15日以降に
同園へ。定員を超えた場合のみ通知。
障がい者支援課　障がい者虐待
相談員を募集

　同課（市役所12階）で障がい者虐待
防止に係る相談・支援業務等に従事。

【資格】次の要件を全て満たす人。 ▽

社会福祉士、精神保健福祉士、保健師
のいずれかの資格を有する ▽福祉の
分野での相談支援等の実務経験が２
年以上ある【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】同課、情報プラザ（市役
所１階）、各区福祉・介護保険課、各区
健康課で。市ホームページにも掲載

【申込期間】２月28日（必着）までi障
がい者支援課a711-4985f711-4818
こども発達支援課　事業所指定・
指導に従事する職員を募集

　市内の障がい児通所支援事業所等
の指定書類の審査・指導等に関する
業務に従事。【資格】次のいずれかに
該当する人 ▽医療事務または経理事
務のいずれかの実務経験が２年以上
ある ▽日商簿記検定３級以上の資格
を持つ。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

医師による不妊専門相談
　不妊治療の医師・結城裕之氏が相
談に応じます。d２月24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２
月15日午前10時以降に同センターへ。

不妊専門相談センター
 不妊カウンセラーが常駐し、不妊・不
育症に関することや妊娠に伴う体と
心の悩みについての相談に応じま
す。不妊治療に関する助成金の申請
も受け付けます。li同センター（市
役所地下１階）a080-3986-8872m f_
funin@ybb.ne.jpo月・火・木曜日午前
10時〜午後６時、水・金曜日午後１時〜
７時、第２・第４土曜日午後１時〜５時

（いずれも祝休日を除く）

不動産の街頭無料相談会
　賃貸・売買などの不動産に関する
疑問や相談に応じます（宅地建物取
引業者を除く）。契約書類など関係書
類があればご持参ください。d３月５
日㈯午前11時〜午後４時l天神地下
街１番街イベントコーナー（中央区天
神二丁目）i全日本不動産協会福岡
県本部事務局a409-1161f409-1169 
y無料e不要

こころと法律の相談会
　弁護士や司法書士、臨床心理士な
どが連携し、①面接②電話で相談に応

相 談
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25日

（必着）までi同課a711-4178f733- 
5534

福岡地区職業訓練協会の講習
　①ガス溶接技能講習②パソコン

「ワードできれいに文書作成」講習③
パソコン「JW_CADで建築図面作成」講
習④商業簿記３級試験対策講座⑤資
格も取れる仕事で使える色彩検定

（基礎から２級）講座―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。d①４月
３日㈰、10日㈰午前８時半〜午後５時
半②４月３日〜５月８日の日曜日午前
10時〜午後４時（５月１日を除く。４月
24日、５月８日は午後４時半まで）③４月
４日〜５月26日の月・木曜日午後６時
半〜９時（５月２日、５日を除く）④４月６
日〜７月６日の水・金曜日午前９時40
分〜正午（４月29日、５月４日、６日、６月
17日、24日、７月１日を除く。４月６日、８
日、13日は午前10時から）⑤４月６日〜
６月８日の水曜日（５月〜６月は水・金
曜日）午前９時45分〜正午（５月４日、６
日、13日を除く）l①②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）④⑤アミカス

（南区高宮三丁目）i同協会a671-
6831f672-2133t①④⑤不問②パソ
コン初心者③日本語入力、マウス操
作ができる人c①20人②⑤15人③11
人④25人（いずれも先着）y①8,000円

（テキスト代別）②２万1,000円③３万
9,000円④２万円⑤２万8,000円n①②
③なし④⑤６カ月〜小学３年生（無料。
３月22日までに要申し込み。先着順）
e電話か来所で、２月①②③16日④⑤
17日以降に同協会へ。

じます。d３月18日㈮午前10時〜午後
４時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-
1275f737-8827t市内に住む法律や
心の問題を抱えている人、その家族
や支援者c①６人（先着）②なしy無
料e①電話かファクスに応募事項と
相談内容の概略を書いて、２月15日以
降に同センターへ。来所（あいれふ３
階）でも受け付けます。②不要

市民相談室 法律相談
　市役所と各区役所の市民相談室
で、弁護士による法律相談を実施して
います。t市内に住むか通勤・通学す
る人 ※市民相談室法律相談、チケッ
ト法律相談のいずれかで１人年１回c

各６人（先着）y無料e電話か来所で、
希望日の１週間前（祝休日の場合は翌
開庁日）以降の午前９時〜午後５時に
各問い合わせ先へ。

場所・問い合わせ先 実施日
市役所
a711-4019f733-5580 月〜水曜日
東区役所
a645-1011f651-5097 木曜日
博多区役所
a419-1013f452-6735 水曜日
中央区役所
a718-1014f714-2141 金曜日
南区役所
a559-5010f562-3824 火曜日
城南区役所
a833-4010f844-1204 金曜日
早良区役所
a833-4308f846-2864 月曜日
西区役所
a895-7008f885-0467 木曜日
　※時間は午後１時〜４時。１人25分。

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

　※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、
③は希望時間も書いて、２月15日〜25日

（必着）に同施設へ。ホームページでも
受け付けます。空きがあれば当日も受
け付け可。
①自然案内ボランティアをはじめたい
人のための講座
　油山に生息する動植物を通して、身
近な自然と触れ合う楽しさを伝える方
法を学びます。受講者は油山の自然案
内ボランティアとして活動できます。d

３月13日㈰午前10時〜午後４時t18歳
以上c10人（抽選）y200円

②油山きのこ倶楽部（くらぶ）
　キノコの案内人「きのこちゃん」との
観察会＝写真＝です。d３月18日㈮午前
10時半〜正午t18歳以上c10人（抽選）
y500円

③木を磨いて楽しむ講座
　木片を磨いてペンダントなどを作り
ます。d３月19日㈯午前10時半〜午後０
時半、２時〜４時t小学生以上（中学生
以下は保護者同伴）c各５人（抽選）y１
作品500円

２・３月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。c①各回20人②③10組④25組（いずれも先着。④は１組
１個）y①②無料③200円④100円e①当日正午から整理券を配布②③④電話か来
所で、３月②④１日③２日以降にあいくるへ。③④はファクスでも受け付けます。

内容 日時 対象

①みんなであそぼう（ドッヂビー）２／19㈯、20㈰の13:30〜、14:05〜
（各回25分） 小中高生

②育ちのひろば（親子遊び） ３／２㈬11:00〜12:00 １、２歳児
③木育おもちゃのひろば ３／16㈬10:00〜12:00 ０歳〜就学前
④おもちゃ病院 ３／20㈰10:00〜14:00 １歳〜高校生
　※その他、2月23日（水・祝）午後1時〜4時に「ひなまつりイベント（謎解きゲームや
工作）」を行います。詳細はホームページで確認を。
高校生企画「ゴミが泳がない海へ」
　ごみ分別ゲーム、アクセサリー作り（要申し込み。先着順）、リサイクルエコバッグ
作りなど。時間や対象など詳細はホームページで確認を。d３月21日（月・祝）y無料

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）

プラネタリウム ハクション大魔王
２０２０ 宇宙旅行に出発！の話
　アクビとカン太郎たちが宇宙旅行を
計画します。時間など詳細はホームペー
ジで確認を。d開催中〜９月５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。

STARRY NIGHT JAM（スターリーナ
イトジャム）「里地帰 和胡・プラネタリウ
ムコンサート〜月奏夜星（ツキカナデル
ヨルノホシ）〜」
　和胡（わこ）奏者の里地帰（さとちき）
=写真=が演奏しま
す。d４月23日㈯午
後５時、７時から（各
回１時間）t小学生
以上c各220人（先
着）y全席指定SS
席5,000円、S席4,000
円、A席 3,000円 e

ホームページから２
月17日午前10時以
降に申し込みを。

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）

Ⓒタツノコプロ・読売テレビ

園芸講座 果樹の接ぎ木の方法と実習
d２月25日㈮、26日㈯午後１時半〜３時
半c各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、２月
18日以降に同公園へ。
フルーツハウス・コンサート
　普段は果物の選果などを行う作業棟
で、ポップスなどのミニコンサートを開
催します=写真。d２月27日㈰午前11時
〜午後３時
y無料
e不要

早春の山野草展示会
d３月４日㈮〜６日㈰午前９時〜午後４時
半y無料
園芸講座 サツキ盆栽の植え替えと管理
　サツキの生育の基本である植え替え
作業を学びます=写真。d３月６日㈰午
後１時半〜３時半c20人（先着）y無料
e電話かファクスで、２月27日以降に同
公園へ。

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。

情報BOX 福岡市政だより
令和4（2022）年２月15日 8

●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。
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休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑩３月５日㈯、６日㈰、８日㈫、13日
㈰、20日㈰、26日㈯、27日㈰午前８時半
〜10時半（８日は午後６時〜７時） ※③は
８日を除く⑪３月６日㈰、26日㈯午前８時
半〜10時半、８日㈫午後６時〜７時⑫３月
27日㈰午前10時〜正午t市内に住む
人。①は市国民健康保険加入者。⑩は
⑧か⑨の受診者で喫煙など一定の条件
の該当者c先着順y一部減免ありn３
カ月〜小学３
年生（500円。
希望日の４日
前 までに 要
予約）e電話
か来所、ホー
ムペ ージ で
予約を。

内容 対象年齢 費用
①よかドック 40〜74歳 500円
②よかドック30 30〜39歳 500円
③胃透視検査 40歳以上 600円
④胃がんリスク
検査 35歳か40歳 1,000円

⑤乳がん検診
40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑥子宮頸（けい）
がん検診 20歳以上 400円

⑦大腸がん検診 40歳以上 500円
⑧肺がん検診 40〜64歳 500円

⑨結核・肺がん検
診 65歳以上 無料

⑩喀痰（かくたん）
細胞診検査 50歳以上 700円

⑪骨粗しょう症検
査 40歳以上 500円

⑫歯周病検診 18歳以上 1,000円
　※３月５日㈯、６日㈰、13日㈰、20日㈰、
26日㈯、27日㈰は、⑥の検診を女性医師
が行います。①②⑤の健（検）診は全日
程女性医師および女性技師です。
　※胃内視鏡検査は今年度分は定員
に達しましたので受け付けを終了しま
した。

３月の催し
　一部講座は材料を持参。t市内に住
むか通勤・通学する人（③⑨は小学生以
上と保護者）y①⑤⑥⑧無料（⑧は部品
代別）②⑦200円③⑨１組200円④600円
e①〜④⑦⑨往復はがきかファクス、来
所で、①２月23日②④２月28日③３月１日
⑦⑨３月16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。⑤⑥⑧電話か来所で、３月１日以降
に同施設へ。

内容・日時 定員
①包丁研ぎ講座　３／５
㈯10:00〜12:30 ６人（抽選）

②ネクタイからカードケー
ス作り=写真　
３／８㈫10:00〜13:00

８人（抽選）

③親子de竹マイストロー・
マイカップ作り　３／12㈯
10:00〜13:00

７組（抽選。
１組２人）

④エコ調理のための鍋帽
子®作り　３／13㈰10:00
〜13:00

８人（抽選）

⑤傘の修理　３／16㈬、20
㈰10:00〜13:00

各６人
（先着）

⑥木製のまな板削り　３
／24㈭、26㈯10:00〜16:00

各11人
（先着）

⑦洋服のお直しに挑戦　
３／26㈯10:00〜13:00 10人（抽選）

⑧おもちゃ病院　
３／27㈰10:00〜14:00 10人（先着）

⑨親子deマイ筆箱を作ろ
う　３／27㈰13:00〜15:30

６組（抽選。
１組２人）

３月の催し
　一部講座は材料を持参。⑥の会場は
西市民センター（西区内浜一丁目）。t

市内に住むか通勤・通学する人y①③④
500円②⑤〜⑪無料e①〜⑥はがきか
ファクス、メール（m seibuplaza２＠f-kan
kyo.or.jp）、来所で、①②③⑤２月19日④
２月22日⑥３月８日（いずれも必着）までに
同施設へ。当選者のみ通知。⑦〜⑪電
話かファクス、メール、来所で、⑦希望日
の３日前までに同施設へ。⑧〜⑪随時受
け付け。

内容・日時 定員
①着物からピンタックの前開き
ワンピース作り　
３／２〜23の水曜日13:00〜
16:00（連続講座）

８人
（抽選）

②入園・入学グッズ作り　
３／３㈭、17㈭10:00〜13:00（連
続講座）

８人
（抽選）

③残り布でワイヤーバッグ作り　
３／４〜18の金曜日13:00〜
16:00（連続講座）

８人
（抽選）

④帯でボストンバッグ作り　
３／５㈯、12㈯13:00〜16:00（連
続講座）

８人
（抽選）

⑤入園・入学グッズ作り　
３／６㈰10：00〜13：00

８人
（抽選）

⑥コンポストで楽しい循環生活
３／18㈮10：00〜12：00

20人
（抽選）

⑦ハーブ入りリサイクルせっけ
ん作り　 
水曜日10：30〜11：30

各５人
（先着）

⑧牛乳パックで紙すき体験 
毎日10：30〜15：30の30分程度 ー
⑨食品トレイでマグネットイン
テリア 
毎日10：30〜15：30の30分程度

ー

⑩牛乳パックで風車 
毎日10：30〜15：30の30分程度 ー
⑪身近なもので万華鏡 
毎日10：30〜15：30の30分程度 ー

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。
レインボー万華鏡を作ろう
　分光シートを使って作ります。d３月
12日㈯午前10時半〜11時c30人（先着）
e電話かメール（m mamoroom@fch.chuo.
fukuoka.jp）で、２月16日午前10時以降に
同施設へ。１通５人まで。
映像シアター「おうちがなくなる？」
　映像とクイズで、外来生物について学
びます。d３月12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。

今宿やかつ祭り 〜たき火フェスティバ
ル〜
　高校生以下は保護者同伴。詳細は
ホームページで確認を。d３月13日㈰午
前10時〜午後３時c120人（抽選）y200
円（３歳未満無料）e往復はがきで２月
15日〜３月１日（必着）に同センターへ。
ホームページ
でも受け付け
ます。 ※ホー
ムページから
申し込む場合
は 当 選 者 の
み通知。

季節展ひなまつり
　博多の家庭で
飾られていたひ
な人形=写真=
を展示します。
d３月１日㈫〜４
月３日㈰y無料

（展示棟入館料
別）

グッドアクティビティフェスティバル
　NPOやボランティア、企業、学生などが
取り組む社会貢献活動を紹介するイベ
ントです。映画上映や講演会のほか、交
流会、パネル展示などを行います。詳細
はホームページで確認を。d３月５日㈯、
６日㈰午前９時〜午後10時（６日は６時ま
で）c映画上映会と講演会のみ各80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
所属する人は団体名を書いて、２月15日
以降に同施設へ。来所でも受け付けます。

家族介護者のつどい
　「ユマニチュード講座（入門）」と、介護
者同士での意見交換や懇親会を行いま
す。相談員による個別相談会もあり。d

３月17日㈭午前10時〜正午t市内に住
み、要支援か要介護の認定を受けた人
を在宅で介護している人c20人（先着）
y無料e電話かファクス、メール（m f_
kaigon@fukuwel.or.jp）、来所で、２月15
日以降に同センターへ。

生ウインナー作り＆たき火で焼いて食
べよう
d３月５日㈯午前10時〜午後０時半、午
前11時20分〜午後１時50分t小学生以
上（小学生のみの参加不可）c各10組

（抽選。１組２人）y１組1,900円e往復は
がきに参加者全員の応募事項と当日の
連絡が可能な電話番号を書いて２月15
日〜22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。

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

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）

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）

もーもーらんど油山牧場
〒811-1353 南区柏原710-2
a865-7020 f865-7040
o午前９時〜午後５時（テイクアウト・
売店は午前10時から）x水曜日（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）

あすみん （NPO・ボランティア交流センター）

〒810-0021 中央区今泉一丁目19-22
a724-4801 f724-4901
o午前９時〜午後10時（日・祝日は午
後６時まで）x第４水曜日

臨海３Rステーション （リサイクルプラザ）

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

西部３Rステーション （リサイクルプラザ）

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

「博多町家」ふるさと館
〒812-0039 博多区冷泉町６-１0
a281-7761 f281-7762
o午前10時〜午後６時（入館は閉館
30分前まで）x第４月曜日（祝休日の
ときは翌平日）

入
園
・
入
学
グ
ッ

ズ
作
り

過去の同イベント

同センターのスタッフ

旬の植物ガイド
　解説員の説明を聞きながら、園内の
植物を観察します＝写真。d３月12日㈯
午後１時半〜３時半（受け付けは１時か
ら）c50人（先着）y無料（入園料別）e

不要

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）

過去の同イベント

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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