
　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２月10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（３月前半の日曜日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
３月６日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）  a641-1100
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
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）  a821-4731
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）  a891-2511
３月13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
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
昭和病院（西区徳永大町911-１）  a807-8811
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）  a891-1234

　※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

優しさを伝えるケア技法「ユマニチュードⓇ」Vol.22
〜愛情の表現をためらわない〜

　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。
　 家族に「大好き」というのは照れますが、
思い切って伝えてみてください。認知症が
進行しても「感情」に働きかけることで、きっ
と介護を受け入れてくれ、共に良い時間が
過ごせます。
i認知症支援課a711-4891f733-5587

歌劇 ザ・レビュー チームフラワー公演　Legendary Story 
（レジェンダリーストーリー）〜王家を継ぐ者たち 〜

　専用劇場での公演をペア料金5,000円で観覧できます（通常１人4,500円）。小
学生以下は保護者同伴。４歳以下は保護者の膝上での観覧（無料）。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせを。d２月25日㈮〜３月31日㈭午前11時半〜
午後１時、３時半〜５時x水曜日l歌劇 ザ・レビューシアター（東区香椎照葉六丁
目）i歌劇 ザ・レビュー運営事務局a0570-01-8785m info@fk.kageki-rev.net 
c20組（先着）e電話かメールに応募事項とメールアドレス、希望日時を書いて、
問い合わせ先へ。来所でも受け付けます。当選者のみ通知。 ※応募は１人１回。

催 し

3/

9
●水

3博多にわか講習会

　市無形民俗文化財指定の郷土芸能「博
多にわか」=写真=の講習会を実施しま
す。d午後１時〜２時（開場は午後０時40
分）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁
目）i博多仁和加（にわか）振興会・高平
a090-7472-1788f566-7546c25人（先着）
y無料e不要

3/

11
●金

2アラカンフェスタ

　タレントの関根勤氏=写真=による人生100年
時代に向けた講演会や、健康や栄養をテーマに
した講演、大人の創業コンテストやeスポーツ体
験などを開催。d午前10時〜午後８時lJR九州
ホール（博多区博多駅中央街）iアラカンフェス
タ実行委員会事務局a401-3456f739-6081c 

1,200人（抽選）y無料e電話かホームページで３
月５日までに問い合わせ先へ。

3/

12
●土

2「こころの病」理解のために 〜みんなの集い〜

　テーマは「みんなでつながろう」。HSP（ハイリー・センシティブ・パー
ソン）専門カウンセラーの武田友紀氏が講演します。九州交響楽団OB
の演奏会もあり。d午後１時〜３時半（開場は正午）lなみきスクエア

（東区千早四丁目）iグループホームゆるりa407-7643f407-7644 
c600人（先着）y無料e不要（移動等に介助が必要な人は事前に問
い合わせを）

3/

13
●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

3/

13
●日

2
中高生向け起業家育成プログラム

「Y
ユ ー ス

OUTH S
スタートアップ

TARTUP C
ク ラ ブ

LUB FUKUOKA」プロダクト開発発表会
　中高生が約４カ月かけて磨き上げたビジネスアイデアに基づく開
発発表会をオンラインで開催。d午後３時〜４時半i創業支援課a 

711-4455f733-5748y無料eホームページから３月11日までに申し込
みを。

3/

15
●火

3花畑園芸公園　園芸講座
「家庭菜園計画の立て方（一年の菜園の栽培計画）」

d午後１時半〜３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f 

565-3754c30人（先着）y無料e電話かファクスで、３月８日以降に同
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
※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３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。



南障がい者フレンドホーム　定期教室

　いずれも連続講座。料金など詳細は問い合わせを。li同ホーム（南区清水
一丁目）a541-5858f541-5856t市内に住む①障がい児・者と介助者②〜⑥⑧
障がいのある人とその介助者⑦障がい児（小学４年以上）と介助者e電話かファ
クス、メール（m minami-friend03@c-fukushin.or.jp）で、３月15日までに同ホーム
へ。

内容 日時 定員（抽選）
①親子陶芸（皿やコップなどを作りま
す）

４／２〜来年３／４の第１土
曜日10:30〜12:00 ５組

②絵画（水彩画） ４／４〜来年３／27の原則
月曜日10:00〜12:00 ３人

③ペン習字（２年コース） ４／６〜令和６年３／13の第
１・２・３水曜日10:00〜12:00 ２人

④書道（２年コース） ４／７〜令和６年３／14の第
１・２・３木曜日10:00〜12:00 ２人

⑤手話入門（初心者向け） ４／11〜来年３／27の第２・
４月曜日13:30〜15:00 ６人

⑥季節を彩る折り紙のリースづくり ４／８〜来年３／10の第２金
曜日13:00〜15:00 ６人

⑦習字（子どもは習字、介助者は硬筆
もしくは毛筆）

４／９〜来年３／11の第２土
曜日10:30〜12:00 ５組

⑧陶芸（２年コース） ４／12〜令和６年３／26の
第２・４火曜日10:00〜12:00 ２人

講座・教室

城南障がい者フレンドホーム

　いずれも連続講座。料金など詳細は問い合わせを。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（⑦⑧は小学
生〜高校生）e電話かファクス、来所で、３月１日〜15日に同ホームへ。

内容 日時 定員
（抽選）

①ぬりえクラフト教室 ４／１〜来年３／17の第１・３金曜日13:00〜15:00 ３人

②華道教室 ４／２〜来年３／18の第１・３土曜日13:30〜、
14:30〜 各８人

③音楽教室 ４／３〜来年３／19の第１・３・５日曜日10:30〜
12:00 ８人

④陶芸教室Ａ ４／６〜来年３／15の第１・３水曜日10:30〜12:00 ５人

⑤書道教室 ４／７〜来年３／16の第１・３木曜日10:00〜11:30 ８人

⑥ペン習字教室 ４／７〜来年３／16の第１・３木曜日13:00〜14:30 ８人

⑦シュタイナーこども
絵画教室 ４／９〜来年３／25の第２・４土曜日15:30〜17:00 ４人

⑧にこにこダンス教室 ４／10〜来年３／26の第２・４日曜日10:30〜
11:30 ８人

⑨音楽療法教室 ４／10〜来年３／26の第２・４日曜日13:00〜
15:00（３グループに編成 １グループ40分） 各８人

⑩陶芸教室B ４／13〜来年３／22の第２・４水曜日10:30〜
12:00 ５人

⑪はがき絵教室 ４／14〜来年３／23の第２・４木曜日10:30〜
12:00 ８人

⑫ストレッチ教室 ４／14〜来年３／９の第２木曜日13:30〜15:00 ５人

⑬太極拳教室 ４／19〜来年３／21の第３火曜日13:00〜14:30 ３人

⑭ヨガ教室 ４／28〜来年３／23の第４木曜日13:30〜14:30 ５人

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/

17
●木

2外国人学生が語る「ふるさとの街と福岡」

　スウェーデン出身のダビド エマニュエル エリクソンさんが、ふるさ
との街などについて日本語で話します。d午後６時半〜７時半li福
岡よかトピア国際交流財団（博多区店屋町 市国際会館）a262-
1744f262-2700c33人（先着）y500円（外国人学生は無料）e電話か
ファクス、メール（m attaka@fcif.or.jp）で、３月１日以降に同財団へ。定
員を超えた場合のみ通知。

3/

18
●金

2老人福祉センター長生園　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。d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-
0903f641-0907t市内に住むおおむね50歳以上c20人（先着）y無
料e電話かファクス、来所で、３月１日以降に同園へ。定員を超えた場
合のみ通知。

3/

18
●金
他

3友泉亭公園　①「現代の名工」による剪
せん

定
てい

講習会
②春のハミングコンサート

　①樹木の剪定方法を学びます。②同園園長の伴奏で春の歌を一緒
にハミングします。d３月①18日㈮午前９時〜正午②27日㈰午後２時〜
３時li同園（城南区友泉亭）af711-0415t①剪定道具を持参でき
る18歳以上②小学生以上（小学生は保護者同伴）c①６人（抽選）②30
人（先着）y①2,000円②無料（いずれも入園料別）e①往復はがき

（〒814-0122城南区友泉亭１-46）で、３月１日〜７日（消印有効）に同公園
へ。②電話か来所で、３月１日以降に同公園へ。

3/

19
●土

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

　がん経験者による講演をオンラインで実施。詳細はホームページ
で確認するか問い合わせを。d午前10時半〜正午、午後３時〜４時半
iマザーズドリーム・牧原a090-5519-7878f413-6334tがん経験者、
その家族、がんに携わる医療従事者などc各10人（先着）y無料e

メール（m info@mothers-dream.org）に応募事項と希望時間、がん経験
者・がん経験者の家族・がんに携わる医療従事者のいずれかを書いて
３月１日以降に問い合わせ先へ。

3/

19
●土

2九響 ＠ アートカフェ 
〜管楽器アンサンブル・コンサート〜

　小学生以下は保護者同伴。詳細はホームページで確認を。d午後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a263-6265f263-6259c80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）で、３月８日（必着）までに同財団へ。１通３人まで。

3/

19
●土
他

2桜咲く福岡城でドローン空撮

　約15秒の動画・写真（３カット）を撮影。データはメールまたはCD-R、SD
カードで渡します。詳細は問い合わせを。中学生以下は保護者同伴。
d３月19日㈯〜31日㈭午前10時〜午後３時l集合は福岡城むかし探
訪館（中央区城内）ilib（リブ）a791-9299m fukuoka.drone2021@gma
il.comc各日３組（先着）y１組3,300円（３人まで。４人以上は１人につき
1,000円追加） ※CD-R、SDカード代別途各500円e電話かメールに応募
事項と希望日を書いて、３月１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。

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演 応募等のはがきの料金は 63 円です。

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報



西障がい者フレンドホーム

　いずれも連続講座。料金など詳細は問い合わせを。li同ホーム（西区内浜
一丁目）a883-7017f883-7037t市内に住む①②④⑤⑦⑨⑩障がいのある人

（②は小学生〜高校生⑤は小学２年〜中学生⑨は６歳〜小学生）③⑥⑧高次脳
機能障がいのある人e電話かファクスに応募事項と希望時間も書いて、３月１日
〜22日に同ホームへ。来所でも受け付けます。

内容 日時 定員
（抽選）

①陶芸教室（初心者） ４／８〜来年３／24の第１〜４金曜日10:00〜
12:00 10人

②こども書道教室 ４／９〜来年３／11の第２土曜日10:00〜11:00、
11:00〜12:00 各６人

③健康マット体操教室 ４／12〜来年３／28の第２・４火曜日10:00〜
11:30 10人

④大人アート教室 ４／14〜来年３／23の第２・４木曜日13:00〜
15:00 10人

⑤絵画・創作教室 ４／16〜来年３／18の第３土曜日15:00〜16:30 12人
⑥リハビリヨガストレッ
チ教室

４／21〜来年３／16の第１・３木曜日10:15〜
12:00 10人

⑦ヨガストレッチ教室 ４／21〜来年３／16の第１・３木曜日13:30〜
15:00 10人

⑧わいわいクラブ教室４／27〜来年３／22の第４水曜日10:00〜12:00 10人

⑨こどもダンス教室 ５／14〜来年３／25の第２・４土曜日13:00〜
14:00、14:00〜15:00 各15人

⑩瑞宝太鼓教室 ６／７〜来年３／７の第１火曜日13:30〜15:00 12人

講座・教室

フードドライブ情報の発信を始めます
　フードドライブとは、家庭で使い切れない未使用食

品を集め、必要とする福祉施設等の団体へ提供する
活動です。食品ロス削減に向けた取り組みとして、
新たに市内の公共施設や民間施設での開催情報を
カレンダーなどで閲覧できるページを開設しまし
た。詳細はホームページで確認を。

i家庭ごみ減量推進課a711-4039f733-5907

【開催情報】
場所 日時

アミカス（南区高宮三丁目） ２／28㈪〜３／６㈰9:30〜18:00

市科学館（中央区六本松四丁目） ３／７㈪〜11日㈮10:00〜18:00 ※８
日㈫を除く

コミセンわじろ（東区和白丘一丁目）３／12㈯、13日㈰9:30〜18:00

スマホは
こちらから

福岡城 舞遊の館 桜和装フォト撮影会

　いずれも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。①②③は保護者同伴。詳細は問い合わせを。d３月12日㈯〜４月10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）a707-3191m info@my
younoyakata.come電話かメールで、同館へ。ホームページでも受け付けます。

内容 対象 費用
①七五三撮影 ３歳〜７歳 ２万9,800円
②卒業はかま撮影 今春卒業する高校生以下 １万円
③２分の１成人式撮影 10歳 ２万9,800円
④着物ウエディング撮影 20歳以上 １組３万5,000円
⑤ご夫婦の記念日撮影 20歳以上 １組１万9,800円

催 し

3/

19
●土
他

3ロボットを動かしてプログラミングを勉強しよう 「あ
るくメカトロウィーゴ」を使ったプログラミング教室

　プログラミングツールのScratch（スクラッチ）を使い、プログラミン
グを体験します。ロボット=写真=を自由に動かすことでプログラミン
グの基礎を学びます。d３月19日㈯、26日㈯午後２
時〜３時。４月以降も毎月第３・４土曜日開催lフ
クオカグロースネクスト（中央区大名二丁目）iリ
ビングロボットa080-2621-9227（平日午後１時〜
５時）m info@livingrobot.co.jpt小学生c各５人

（抽選）y無料eメールに応募事項と希望日を書
いて３月１日〜18日に問い合わせ先へ。当選者の
み通知。

3/

20
●日

2アジア美術館　
インド古典舞踊「マニプリ・ダンス」公演

　インドの４大古典舞踊の一つ「マニプリ・ダンス」＝
写真＝を披露します。d午後１時〜、３時〜（各30分。
開場は各開始時間の30分前）l同美術館アートカフェ

（博多区下川端町 リバレインセンタービル７階）i

同美術館a263-1100f263-1105c各50人（先着）y

無料e不要

3/

20
●日

3雁の巣レクリエーションセンター　
ジュニアテニス教室

　初心者向け。d午前10時〜正午li同センター（東区奈多）a606-3458 
f607-9057t５歳〜小学３年生（保護者同伴）c30人（抽選）y600円e

往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクスで、３月11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。

3/

20
●日

3西部運動公園　親子紙ひこうき教室

　講師と一緒に作って、滞空時間を競います。d午前10時〜正午li

同公園（西区飯盛）a811-5625f811-0549t５歳以上と保護者のペア
c15組（先着）y無料e電話か来所で、３月７日以降に同公園へ。

3/

20
●日

2ふくおか環境活動発表会「森で育つ・森で学ぶ」

　市内で森の手入れなどに取り組む団体や長野県で山村留学の受け
入れを行う団体が、自らの活動を紹介します。オンラインでの参加も
可。d午後１時半〜３時半liまもるーむ（中央区地行浜二丁目）
a831-0669f831-0670t小学生以上（小学生は保護者同伴）c会場
15人、オンライン30人（いずれも先着）y無料e電話かメール（m mam
oroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、３月２日午前10時以降に同施設へ。オ
ンラインでの参加はホームページから申し込みを。

3/

21
●●月・祝

4福岡国際ミズ・シンポジウム「持続可能な社会の実現に
向けて 〜気候モデルが描く将来の気候変動〜」

　九州大学応用力学研究所 大気海洋環境研究センター 気候変動科
学分野主幹教授・竹村俊彦氏による講演のほか、国際会議参加報告を
行います。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用した視聴も可
能。d午後１時〜３時15分lエルガーラホール（中央区天神一丁目）i

福岡国際ミズの会a851-2531f841-7762c会場120人、オンライン
200人（いずれも先着）y無料eホームページから申し込みを。

3/

24
●木

3高齢運転者講習会
〜シミュレーターによる安全運転講習〜

　運転シミュレーターなどの体験を通して学びます。d午前10時〜11
時半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
a711-4061f711-4059t65歳以上の運転者と家族（運転者のみも可）
c20人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m bouhankotsu.CAB 
@city.fukuoka.lg.jp）で、３月１日以降に同課へ。

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
令和4（2022）年３月１日 情報BOX13 催し 講座

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。
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l①アミカス（南区高宮三丁目）②③④中央市民センター（中央区赤坂二丁目） 
※③の最終回は志賀島の歌碑をマイクロバスで巡ります。iアラカンフェスタ
実行委員会事務局a401-3456f739-6081c①10人②20人③40人④15人（いず
れも先着）e電話かファクスで、３月１日午前10時以降に同事務局へ。①は定員
を超えた場合のみ通知。

内容 日時 費用
①編み物教室（春から使える、かぎ針編
みの肩かけストール作り） ３／17㈭13:30〜16:30 3,500円

②春の絵手紙作り ３／18㈮10:00〜12:00 1,000円

③万葉集の歌を学び「春の志賀島」を訪
ねる文学・歴史プチ旅

３／18、４／１、15、
５／６の金曜日10:00〜
12:00（連続講座）

5,000円

④英語で歴史ガイド 〜黒田長政と家康
の関係、黒田家と徳川家から語る福岡城
編〜 座学とガイド実践で会話力を磨こう

３／31、４／７、14、28、
５／12、26の 木 曜 日
10:00〜12:00（連続講
座）

9,000円

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（①大人に対する方法②子どもに対する方法③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３月①１日②
③８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普通１
４／21㈭ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人

４／23㈯ 市民防災センター（早良区百道浜
一丁目） 821-0245 20人

②普通３ ４／26㈫ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 各30人③上級 ４／22㈮
　※時間は①②午前10時〜午後１時③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

市
消
防
局
マ
ス
コ
ッ
ト

キ
ャ
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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。見やすさ・使いやすさの調整に関するアンケートもホーム
ページで実施しています。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

舞鶴公園　ネイチャーウオッチング（自然観察会）

　公園内を２時間程度歩きます（階段あり）。小学生以下は
保護者同伴。詳細はホームページで確認を。d４月17日〜
来年３月19日の原則第３日曜日午前10時〜正午（連続講
座） ※７・８月は休みli同公園（中央区城内）a781-2153 
f715-7590c20人（抽選）y無料e往復はがき（〒810-0043
中央区城内１-４ 舞鶴公園管理事務所）かファクス、メール

（m maiduru@midorimachi.jp）で、３月１日〜15日（必着）に同
公園へ。

催 し

過
去
の
同
イ
ベ
ン
ト

3/

24
●木
他

2博多ガイドの会　山王の神と桜と地下神殿コース

　山王公園（博多区山王一丁目）内の日吉神社と山王雨水調整池（地
下神殿）を見学します。現地解散。d３月24日㈭、25日㈮午前10時〜正
午l集合はＪＲ博多駅筑紫口i博多区企画振興課a419-1012f434-
0053t小学生以上（小学生は保護者同伴）c各16人（抽選）y700円

（別途バス代片道190円）e電話かファクスに応募事項と希望日を書い
て、３月７日までに同課へ。ホームページでも受け付けます。当選者の
み通知。

3/

25
●金
他

2福岡共同公文書館　
特別展「お金でみる福岡の時代の流れ」

　税金に焦点を当て、県内の市町村の特徴的な施策や公務員制度に
ついて紹介します。ホームページでのウェブ展示も同時開催。４月23
日㈯、５月15日㈰はギャラリートークもあり（午前10時半、午後２時か
ら。各30分）。d３月25日㈮〜５月29日㈰午前９時〜午後５時x月曜・祝
休日（月曜日が祝休日の場合は翌日も休館）li同館（筑紫野市上古
賀一丁目）a919-6166f919-6168y無料

3/

26
●土
 

2かなたけの里公園　春の里山観察会

　草花や生き物を観察します。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（先着）
y無料e電話か来所で、３月１日以降に同公園へ。１組５人まで。

3/

26
●土

3市埋蔵文化財センター　速報講座「発掘調査総まくり」

　市の文化財専門職員が、市内で行
われた発掘調査の最新の成果につい
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、３月13日まで
に同センターへ。１通につき１人。

3/

26
●土
他

3
①水の上の教室 歴史とサクラの多々良川カヌートレイル②街
歩きとミニ座学 志賀海神社山

やまほめたねまきすなどりまつり

誉種蒔漁猟祭と綿津見三座巡拝
　詳細は問い合わせを。d①３月26日㈯午前９時〜正午、午後２時〜
午後５時②４月15日㈮午前９時〜午後３時l集合は①名島海岸（東区）
②市営渡船志賀島旅客待合所i志賀島航路とＪＲうみなか線DENCHA
満員計画クラブa090-2512-4299m tahi_qz@ybb.ne.jpt18歳以上c 

①各回10人②20人（いずれも先着）y①8,000円②3,500円e電話か
メールで、問い合わせ先へ（②は３月１日以降受け付け）。

同センター外観

3/

27
●日

2市博物館　たんけん展示室

　学芸員と常設展示室を探検します。d午前10時〜11時、午後２時〜
３時li同館（早良区百道浜三丁目）a845-5011f845-5019t小学１
〜３年生と保護者c各５組（抽選。１組３人まで）y無料（入館料別）e

メール（m fcmevent@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項を
書いて２月25日〜３月13日に同館へ。空きがあれば当日も受け付けま
す。

3/

27
●日

2立花寺緑地リフレッシュ農園　桜まつり

　じゃんけん大会などのゲームの他、フリーマーケットや野菜等の販
売もあり。d午前10時〜午後３時li同農園（博多区立花寺二丁目）
a587-0881f587-0883y入場無料e不要 ※フリーマーケットの出店
申し込みは、電話かファクスで３月１日午前10時以降に同農園へ（１区
画４平方㍍で先着15区画、使用料500円）。

3/

27
●日

2市科学館　柳沢先生①オンラインカフェ②科学教室

　北鎌倉女子学園長の柳沢幸雄氏をゲストに迎えたイベントを開催。
①進路の悩みやキャリア教育に関する質問に同氏が答えます。②人
気の科学漫画を教科書にした、参加型のアクティブラーニング（能動
学習）実践授業です。詳細はホームページで確認を。d①午前10時半
〜11時半②午後２時〜３時半li同館（中央区六本松四丁目）a731-
2525f731-2530c①50人②20人（いずれも先着）y無料eホームペー
ジから３月２日正午以降に申し込みを。

3/

27
●日

2リメンバー福岡 自死遺族の集い

　家族、友人、恋人などを自死（自殺）で亡くした人たちが、寄り添い語
り合う集い。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使用します。詳細
はホームページで確認を。d午後１時15分〜４時i市精神保健福祉セ
ンターa737-1275f737-8827y無料eホームページから３月23日まで
に申し込みを。

3/

27
●日

3
市文学館常設展示関連講座 「歌人たちによるリレー
トーク 長

ながつかたかし

塚節をどうよむか その人生と短歌の魅力」
　歌人の恒成美代子氏、有川知津子氏らが話します。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
a852-0606f852-0609c30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、３月17日（必着）までに同課へ。当選者のみ通知。

市総合体育館

　詳細はホームページで確認を。li同体育館（東区香椎照葉六丁目）a410-
0314f410-0318t①イベントにより異なる②５歳〜小学生③小学生〜70歳c①
イベントにより異なる②各回50人（先着）③20人（先着）y無料（①は一部有料）
e①電話かメール（m info@fukuoka-city-arena.jp）、来所で、３月１日以降に同体
育館へ。②③電話か来所で、３月１日以降に同体育館へ。②③は定員を超えた場
合のみ通知。

内容 日時
①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）３／12㈯10:00〜14:00

②いろいろスポーツ体験イベント（サッカーやチア
ダンス、剣道などを体験できます）

３／26㈯ ▽１部＝10:30〜
12:00 ▽２部＝13:00〜14:30

▽３部＝15:30〜17:00
③ウオーキングイベント（正しい歩き方、健康的な
体の動かし方を学びます） ３／26㈯10:30〜12:00

講座・教室

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室

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



4/

3
●日

2さくらウオークf
フロム

romベイサイド

　櫛田神社や住吉神社など、８キロのコースを歩きます。小学生以下
は保護者同伴。中高生は保護者の承諾が必要。d受け付けは午前９時
〜10時l集合はサンセットパーク（博多区築港本町 博多ポートタワー
隣）iさくらウオーク実行委員会事務局a281-7733f281-1175y無料
e情報プラザ（市役所１階）等で配布する申込書を３月27日（必着）まで
に同事務局へ。ホームページでも受け付けます。

4/

7
●木
他

3いきいきパソコン教室（生涯学習）

　「基礎」「中級」「ワード基礎」「エクセル基礎」「デジカメ」「iPad（アイ
パッド）」「インターネット」「ブログ作成」「ワードでお絵かき」の９講座。
d４月７日㈭〜６月22日㈬ ※日時や期間は講座により異なるliシニ
アネット福岡（中央区大名二丁目）a732-3115（平日午前10時〜午後３
時）f753-6465t20歳以上の初心者、中級者c各10人（抽選）y１回
1,000円（テキスト代別）e電話かファクス、来所で問い合わせの上、３
月11日までに申し込みを。

4/

14
●木

2九州市民大学４月講演会

　タンゴ三姉妹+（プラス）が、アルゼンチンタンゴを披露します。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同大学事務局a714-
0066f714-6045c2,300人（先着）y3,000円e不要

4/

16
●土

3アクロス・もっと知りたい福岡「蒙
も う こ

古襲来と元
げん

寇
こう

防塁」

　西区まるごと博物館推進会 歴史部会副代表の岩田憲道氏が話し
ます。d午後２時〜４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（アクロス福岡２階）で、３月１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。

アミカス　アミカス日本語クラス

d４月４日〜来年３月27日の月曜日（祝休日を除く。各回のみの参加も可）午前10
時15分〜11時45分lアミカス（南区高宮三丁目）i日本語クラス高宮a090-
4211-1158m nihongo.takamiya@gmail.comt県内に住む外国人c各日20人（先
着） y１カ月1,000円または１回400円n６カ月〜就学前（無料。子どもの名前、年
齢・月齢を書いて前日までに申し込みを。先着順）e電話かメールで問い合わせ
先へ。定員を超えた場合のみ通知。

講座・教室

西区歴史よかとこ案内人と巡る
「春の歴史探訪ウォーキング」

i西区歴史よかとこ案内人事務局・矢野a881-7128m nishikuyokatoko@gmail.
comy各300円eはがき（〒819-0013西区愛宕浜１-16-６）かメールに応募事項と希
望日を書いて、希望日の７日前（必着）までに同事務局へ。

日時 行き先 集合・解散場所

①３／26㈯9:30〜15:00 駒曳（こまひき）地蔵、今宿大塚
古墳など 集合・解散はJR今宿駅

②３／27㈰9:30〜15:00 橋本八幡宮、吉武高木遺跡など 集合・解散は地下鉄橋
本駅

③３／29㈫9:30〜15:00 唐津街道、光福寺など 集合は地下鉄姪浜駅、
解散は愛宕神社

催 し

旅の「想い出」記録アプリ　P
パ ッ カ ー
acker

　非日常な体験ができる旅は、暮らしにメリハリを与えてくれま
す。私たちは、そうした旅の記録を簡単に残せるアプリ「Pack
er」を開発しました。
　写真や場所、エピソードのほか、旅のルートも一緒に投稿する
ことが可能で、他の人の投稿を次回の旅の参考にすることもで
きます。
　アプリは右のコードを読み取ってダウンロード
してください。サービス向上のため、アンケートに
もご協力をお願いします。
i株式会社Calm worldm info@packer.jp

　市の官民共働型スタートアップ支援施設「フクオカ グロース ネクスト」に入居
するスタートアップ企業のサービスを紹介します。
　■記事に関する問い合わせ先／創業支援課a711-4455f733-5748

アイデアや議論を簡単に整理　p
ポ ス ト ー ク
ostalk

　考えやアイデアをまとめたいときは、紙に書くなど「見える化」することで、それ
まで気付かなかった視点やアイデア同士の繋がりなどに気付くことができます。
　postalkを使えば、オンライン上でそうしたア
イデアの取りまとめが可能です。１人での利用は
もちろん、チームで議論しながらまとめることも
できます。
　無料で使えますので、気軽にご利用ください。
詳細はホームページ（「postalk」で検索）に掲載し
ています。
ipostalk株式会社m info@postalk.jp

スタートアップ企業のサービスを紹介

九州大学の研究室でも使われ
ています 無料で利用可能

早良障がい者フレンドホーム

　いずれも連続講座。料金など詳細は問い合わせを。li同ホーム（早良区百
道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に住む①②⑤頭部外傷や脳血管障
害による障がいのある人③障がいのある小学生④股関節障がいのある人e電
話かファクス、来所で、３月１日〜15日に同ホームへ。

内容 日時 定員
（抽選）

①リハビリ教室（スポー
ツ）

４／14〜来年３／23の第２・３・４木曜日10:00〜
12:00 12人

②リハビリ教室（パソコ
ン）

４／14〜来年３／23の第２・３・４木曜日10:00〜
12:00 ５人

③リトミック教室 ４／17〜来年３／19の第１・３日曜日9:30〜10:30 10人

④ピラティス教室 ４／19〜来年３／７の第１・３火曜日10:00〜11:00 15人

⑤フィットネス教室 ４／19〜来年３／７の第１・３火曜日11:00〜12:00 10人

講座・教室

老人福祉センター東香園

　②④は４月から開講するオンライン講座の受講方法を学びます。li同園（東
区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳以上（②④はス
マートフォンなどの機器を持ち、Wi-Fiなど通信環境のある人③は家族の参加も
可）c①４人②④15人③20人（いずれも先着）y無料e電話かファクス、来所で、
３月１日以降に同園へ。

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 ３／10㈭11:40〜15:00

②笑いヨガオンライン講座 お試し＆説明会 ３／16㈬10:00〜11:00
③東香園カフェ（認知症予防に関する話と相談会。日
舞の演芸披露もあり） ３／16㈬13:00〜14:30

④からだけあ オンライン講座 お試し＆説明会 ３／20㈰11:00〜12:00

催 し

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

博多座「市民半額観劇会」

　ミュージカル「ラ・カージュ・オ・フォール 籠の中の道化たち」を半額で観覧で
きます。d４月22日㈮午後５時から、23日㈯正午・午後５時から、25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20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３月10日

（消印有効）までに同事務局へ。当選者のみ通知（３月15日ごろ発送）。

催 し

市村正親 鹿賀丈史

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

お知らせ
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
第11次市交通安全計画を策定し
ました

　同計画の策定に当たり募集した市
民意見と併せて公表します。【閲覧・
配布】３月１日から防犯・交通安全課

（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i同
課a711-4061f711-4059
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17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

（仮称）マルショク
原店（早良区原六
丁目）

新設 令和３年
12月28日

筑後川流域（有明海を含む）での
環境保全活動を支援します

　【対象】所在地が福岡都市圏内にあ
る非営利活動団体など【補助限度額】

▽森林の育成や保全活動および森林
に関する環境教育活動＝40万円 ▽河
川や海等の清掃活動、環境教育活動、
水質保全活動など＝30万円【申請書
の配布】ホームページで。福岡都市圏
広域行政事業組合事務局に電話か
メール（m fukuokatoshiken@nifty.com）
での請求も可【申請期間】４月15日（必
着）までi同事務局a733-5004f733- 
5005

高齢者肺炎球菌予防接種の令和
３年度対象者は３月末までに接種
を

　同接種の助成（自己負担4,200円）
期間は３月末までです。実施医療機関
や持参物など詳細は市ホームページ
で確認するか問い合わせを。【対象】
市内在住で過去に接種歴がなく、次
のいずれかに該当する人 ▽令和３年
度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、
90歳、95歳、100歳になる ▽60〜64歳
で、心臓・腎臓、呼吸器の機能およびH

ＩV（ヒト免疫不全ウイルス）による免疫
機能の障がいがある（身体障害者手
帳１級相当）。i保健予防課a711-
4270f733-5535、各区健康課

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i同課a 

711-4286f733-5595

人権擁護委員が委嘱されました
　同委員は、地域住民からの人権相
談の対応や、人権についての啓発活
動を行います。１月１日付で鹿毛みゆ
き氏、福井理絵氏、西浦賢一氏、橋本
佳津子氏、横田文子氏、北村紀代子
氏、馬塲周一郎氏、岩村哲生氏、渡部
有紀氏、田中眞理子氏が委嘱されま
した。i福岡法務局人権擁護部a739-
4151f722-6183

新しい水洗化区域のお知らせ
　２月24日から次の区域の一部が新
しく水洗化（下水処理）区域になりまし
た。【東区】香椎駅東四丁目、香椎浜
ふ頭一丁目〜四丁目【博多区】月隈二
丁目、諸岡六丁目【南区】柏原四丁目

【早良区】内野三丁目、四箇三丁目、田
村一丁目【西区】大字飯氏、今津、大
字田尻。水洗化区域になった各家庭
では次のように改修してください。 ▽

くみ取り便所は３年以内に水洗便所
に改造する（貸付制度あり） ▽風呂、
台所などの雑排水は６カ月以内に排
水設備を設置し下水管（汚水管）に流
す ▽排除方式が分流式になっている
区域の汚水は汚水管へ、雨水は側溝
か雨水管に流れるように接続する。i

下水道事業調整課a711-4428f733- 
5533、貸付制度は下水道管理課a711- 
4534f733-5596
ブロック塀を点検しましょう 除却
工事の補助制度もあります

　自宅のブロック塀に傾きやひび割
れがないか、塀は高すぎないかなど
を点検してください。人通りが多い道
路や通学路に面している場合は特に
注意が必要です。高さ１m以上のブ
ロックを除却する場合、除却工事費用
の一部について、補助を受けられる
可能性があります（最大15万円）。事
前に建築物安全推進課への相談が必
要です。点検時のチェックポイントや
補助制度など詳細は、市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを。i同
課a711-4580f733-5584
木造戸建て住宅の耐震改修補助
制度を活用しませんか

　昭和56年５月31日以前に建築され
た住宅の耐震改修に要する費用の一
部を補助します（最大90万円）。事前
に建築物安全推進課への相談が必要
です。詳細は市ホームページで確認
するか問い合わせを。i同課a711-
4580f733-5584

朝勝ウイーク
　３月11日㈮〜18日㈮は、「朝を制す
るものは100年を制する」を合言葉に
朝食を摂ることを啓発する週間です。
期間中、福岡100パートナーズ企業が
連携して、「ヨガイベント」や、朝食の
時間を生み出す「時短メイク」などの
セミナー、簡単な朝食の提案等を実
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。i福岡100パー
ト ナ ー ズ 事 務 局a401-3456f739- 
6081

労働者と雇用主のトラブルの解
決をサポートします

　①労働者個人と雇用主のトラブル
②労働組合と雇用主のトラブル。
i①福岡労働者支援事務所a735-
6149f712-0497②県労働委員会事務
局調整課a643-3980f641-4455y無
料

事業所税の申告を

　次の要件に該当する事業者は、事
業所税の申告・納付が必要です。【対
象】市内の事業所で床面積の合計が
1,000平方㍍を超えるか、従業員数が
100人を超える事業者【申告・納付期
限】法人は事業年度終了の日から２カ
月以内。個人は３月15日まで。i資産
課税課a292-2486f292-4187
市地下鉄・JR九州共通カード「ワイ
ワイカード」の払い戻しを終了し
ます

　払い戻しは３月31日㈭まで。市地下
鉄全駅とJR九州の一部の駅で受け付
けています。郵送での手続きも可。手
数料は不要。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- 
7801

ワイワイカード

４月１日から水道局中央営業所、
南営業所、城南営業所の受託者
が変わります

　【新受託者】アクアソリューション福
岡共同企業体【委託業務】検針、収
納。 ※従事者は統一された制服を着
用し、業務委託証明書、従事者証を携
行しています。i営業企画課a483-
3133f482-6918
引っ越しの際は水道の手続きを
お忘れなく

　引っ越しの際は、水道の使用開始
や中止の手続きが必要です。お客さ
まセンターは４日前、インターネットは
３日前まで（いずれも土・日曜日・祝休
日を除く）。詳細は市ホームページで
確認を。【受付時間】同センター ▽平
日＝午前８時45分〜午後５時半 ▽土曜
日＝午前９時〜午後５時 ※臨時で、３
月20日㈰、27日㈰午前９時〜午後５時
も受け付けます。インターネットは24
時間受け付け可。i同センターa532-
1010f533-7370
ときめきショップトライ（西鉄薬院
駅ビル１階）の休業について

　リニューアルに伴い、同店は４月１
日㈮から秋ごろまで休業します。休業
中は同店での図書の返却ができませ
ん。図書を返却できる施設等につい
ては市総合図書館ホームページで確
認を。i ▽ 同店について＝障がい企
画課a711-4248f711-4818 ▽ 図書の
返却について＝同図書館図書サービ
ス課a852-0605f852-0609
市共創による地域コミュニティ活
性化条例（仮称）についての意見
募集の結果を公表

　【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）、

福岡県最低賃金が改定されまし
た

　令和３年10月１日から、最低賃金が
１時間870円に改定されました。特定
最低賃金（５業種）も改定されていま
す。詳細は問い合わせを。i福岡労働
局賃金室a411-4578f411-4875
最低賃金引き上げのための業務
改善助成金のお知らせ

　次の①②を実施する、事業所規模
100人以下および事業場内最低賃金
と地域別最低賃金の差額が30円以内
の中小企業事業者に対し、業務改善
助成金を支給します。①事業場内で
最も低い時間給の引き上げ（20円以
上）②生産性向上のための設備・機器
の導入、経営コンサルティングの実施
など。【支給額】事業場内最低賃金の
引き上げ額および引き上げる労働者
数に応じて、上限額20〜80万円。詳細
はホームページで確認するか問い合
わせを。i ▽ 業務改善の相談に関し
て＝福岡働き方改革推進支援セン
ターa0800-888-1699f433-1277 ▽助
成金申請に関して＝福岡労働局企画
課a411-4717f411-4895

「雑がみ」を簡単リサイクル
　紙箱や包装紙などの雑紙の種類や
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。詳細は市ホームページで確認
するか問い合わせを。【配布】各区生
活環境課、情報プラザ（市役所１階）
で。i家庭ごみ減量推進課a711-4039 
f733-5907

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

「ながらエクササイズ」動画配信中
　３月１日〜８日は女性の健康週間で
す。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
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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

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



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
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

県高齢者能力活用センター　シ
ニア就業希望者セミナー

　高齢者による体験発表や、健康体
操・脳トレ体験など。終了後に就労希
望者は同センターへの登録も可能。
d３月10日㈭午後１時半〜３時半l福
岡商工会議所ビル４階（博多区博多
駅 前 二 丁目）i同センターa451-
8621f451-8623tおおむね60歳以上
c100人（先着）y無料e電話かファ
クス、来所（福岡商工会議所ビル１階）
で同センターへ。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。

　※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。

職業訓練５月生を募集

　①金属加工技術科②導入講習付き
訓練科③住環境コーディネーター科
―で募集。託児あり。日程や料金など
詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d５月10日㈫〜①③10月
28日㈮②11月25日㈮li①②福岡職
業能力開発促進センター（北九州市
八 幡 西 区 穴 生 三 丁 目 ）a093-641-
6909f093-631-6516③福岡職業能力
開発促進センター飯塚訓練センター

（ 飯 塚 市 柏 の 森 ）a0948-22-4988 
f0948-22-4912tハローワーク（公共
職業安定所）に求職申請をしている
人e来所で①②３月１日〜４月７日③２
月28日〜４月７日に住所地のハロー
ワークへ。

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
市立小中学校・特別支援学校の年
休代替職員を募集

　職員の休暇時などに月２〜３日程度
職務を代行。【募集職種】①特別支援
学校介助員②特別支援学校給食介助
員③学校看護師【資格】①②不問③
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】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
部出張所で。市ホームページにも掲
載【申込期間】３月５日（消印有効）まで
i同センターa845-0015f845-0025
60歳からの再就職〜再就職のた
めの準備とその方法〜

　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）。オンラインでの参
加可（個別相談会を除く）。詳細は
ホームページで確認するか問い合わ
せを。d３月25日㈮午後２時〜４時l

ふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）
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c30人（先着）y無料e

電話かファクスに応募事項と個別相
談を希望する場合はその旨も書い
て、３月１日以降に同事務局へ。定員
を超えた場合のみ通知。

自衛官採用試験（①②自衛隊一般
幹部候補生③予備自衛官補）

　①一般・技術②飛行要員③一般・技
能―を募集。【資格】①②大学卒（見込
み含む）、26歳未満③18歳以上34歳未
満【申込期間】①②３月１日〜４月14日
③受け付け中〜４月８日i自衛隊福
岡地方協力本部福岡地域事務所a 

f414-5100
老人福祉センター若久園　シニ
アのための就業支援 合同企業説
明会

　積極的にシニアを雇用している企
業による説明会。終了後に個別相談
会もあり（希望者のみ）。d３月18日㈮
午後１時半〜３時半li同園（南区若
久六丁目）a511-7255f511-7558t

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、３月１日以降に同園へ。

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「イラストレーター」講習
②パソコン「経理で役立つ会計ソフト
実務」講習③パソコン「Excel VBAマク
ロ」講習④はじめてのTOEIC講座⑤宅建

（宅地建物取引士）講習―を開催（い
ずれも連続講座）。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。d①４
月８日〜５月27日の火・金曜日午後７
時〜９時（４月29日、５月３日、６日を除
く）②４月８日〜５月17日の火・金曜日
午後７時〜９時（４月29日、５月３日、６日
を除く）③４月10日〜５月15日の日曜
日午前９時半〜午後４時半（５月１日を
除く）④４月12日〜５月31日の火・金曜
日午前９時半〜正午（４月29日、５月３
日、６日を除く）⑤４月15日〜７月26日
の火・金曜日午後６時半〜９時（４月29
日、５月３日、６日を除く。最終日は８時
半まで）l①②④⑤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）i同協
会a671-6831f672-2133t①②パソ
コンでマウス操作、入力操作ができる
人③エクセルで簡単な名簿作成、
データベースの編集経験がある人④
⑤不問c①②15人③11人④14人⑤
25人（いずれも先着）y①２万4,000円
②１万8,000円 ③２万9,000円 ④２万
8,000円⑤６万2,000円e電話か来所
で、３月①②③２日④⑤３日以降に同
協会へ。

障がいのある人を対象に市の職
員を募集

　【募集職種】①文書整理等補助②
庁内古紙回収等補助③図書整理等補
助④学校事務等補助【対象】身体・知
的・精神障がい者（職種により対象が
異なる）【任用期間】６月１日〜来年３
月31日（再任用あり）【募集案内・申込
書の配布】３月１日から各問い合わせ先

（市役所①②８階③④11階）、情報プラ
ザ（同１階）、各区役所情報コーナー、
入部・西部出張所、障がい者就労支援
センター（中央区長浜三丁目）など
で。市ホームページにも掲載【申込期
間】３月22日（消印有効）までi①②人
事課a711-4187f733-5559③④教育
委員会職員課a711-4609f711-4936
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】３月１日から市発達教
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】３月15日までi同センターa845-
0015f845-0025

行政書士による「暮らしと事業」無
料相談会

　会社設立・建設業許可、相続等の相
談に応じます。d３月19日㈯午前10時
〜午後４時（受け付けは３時半まで）
l博多市民センター５階（博多区山王
一丁目）i県行政書士会a641-2501 
f641-2503y無料e不要

市障がい者110番 ピア相談
　当事者等が相談に応じます（今回
は発達障がいのある人の家族）。 ※
変更の可能性あり。当日問い合わせ
を。d３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

交通事故相談
　損害賠償・示談の仕方等の相談に、
電話や面接で応じます。 ※面接相談
は予約が必要（各日先着３人）。d平日
午前９時〜午後４時（正午〜午後１時
は除く）li市役所市民相談室a 

711-4097f733-5580y無料e面接を
希望する場合は、電話か来所で、希望
日の前日までに問い合わせ先へ。

自殺（自死）に関する電話相談
　平日午前10時〜午後４時に専用電話

（a737-1275）で相談に応じています。
自殺対策強化月間の３月は12日㈯、13
日㈰も実施します。i市精神保健福
祉センターa737-8825f737-8827t

悩んでいる本人、家族、支援者など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」などの相談に動物愛護ボラン
ティアが応じます。d３月20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、３月１日以降
に同相談室へ。

令和４年度 市食品衛生監視指導
計画（案）について

　【案の閲覧・配布】食品安全推進課
（市役所12階）、情報プラザ（同１階）、
各区衛生課で。市ホームページにも
掲載【募集期間】３月17日（必着）まで
i食品安全推進課a711-4277f733- 
5588

相 談

意見募集

市職員上級行政事務 行政（特別枠）を募集

　上級行政事務 行政（特別枠）①定期採用②早期採用を募集。上級等採用試験
等および社会人経験者採用選考は６月実施予定で、全ての募集区分との併願不
可。【採用予定日】①原則来年４月１日②原則８月１日【募集案内】３月１日から市
ホームページに掲載【申込期間】電子申請で３月１日午前９時から16日午後５時

（受信有効）までi人事委員会事務局任用課a711-4687f733-5866
募集区分 主な受験資格＜（１）または（２）に該当する人＞

上級行政事務
行政（特別枠）

定
期
採
用

（１）平成５年４月２日〜平成13年４月１日に生まれた人
（２） 平成13年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当す

る人
　ア  大学（短大を除く）を卒業した人または来年３月31日ま

でに卒業見込みの人
　イ  人事委員会がアに掲げる資格と同等の資格があると

認める人

早
期
採
用

（１）平成４年４月２日〜平成12年４月１日に生まれた人
（２） 平成12年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当す

る人
　ア 大学（短大を除く）を卒業した人
　イ  人事委員会がアに掲げる資格と同等の資格があると

認める人

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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博多織伝統工芸士認定記念展
　令和３年度に新たに認定された博多
織伝統工芸士４人の作品を展示・販売し
ます。d３月１日㈫〜６日㈰y入場無料
博多伝統職の会展
　博多張子（はりこ）、博多曲物（まげも
の）、マルティグラス、今宿人形、博多お
きあげの作品を展示・販売します。d３月
８日㈫〜13日㈰y入場無料

　※いずれも無料。未就学児は保護者
同伴。
グリーンタッチ
　花の手入れなど。d３月５日㈯午後１
時半〜２時半t１歳〜高校生e不要
お手玉あそび
d３月12日㈯午後２時〜３時t１歳〜高
校生c20人（先着）e当日正午から整理
券を配布。
親子遊びプログラム
　乳幼児を対象とした親子遊びを実
施。日程など詳細はホームページで確
認を。c各15組（先着）e電話か来所で、
前日から受け付けます。

　※いずれも投映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。
宙語（そらがた）り春「さよならＨＵＢＢＬＥ

（ハッブル） 〜宇宙は美しい〜」
　地球の上空約600キロメートルの軌
道上を周回しながら宇宙を観測する

「ハッブル宇宙望遠鏡」=写真=につい
てプラネタリウム番組で紹介します。d

３月９日㈬〜６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。
プラネタリウム番組 天の川 アイラン
ド・ヒーリング
　アロマの香りが漂う中でプラネタリウ
ムを鑑賞します。未就学児は入場不可。
d３月９日㈬〜９月５日㈪c各回220人

（先着）y1,320円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。

　※いずれも入園料別。
春の茶会
　野だてを行います。茶菓子付き。荒天
中止。d３月26日㈯＝表千家、27日㈰＝
裏千家。いずれも午前10時半〜午後３
時c各200人（先着）y300円e不要
セントポーリア展
　約200鉢を展示。d４月２日㈯、３日㈰
y無料
園芸講座　①写真基礎講座（花とみど
りのまちかど写真）②押し花教室③バラ
づくり講座④ハーブの効用⑤プチ盆栽
づくり
　①②③は連続講座。d①４月６日、５月
11日、６月１日または８日の水曜日午後１
時半〜３時半②４月12日〜９月13日の第
２火曜日午前10時〜正午③４月13日㈬、
６月15日㈬、８月31日㈬、11月２日㈬、12

月21日㈬、来年２月１日㈬午後１時半〜３
時半④４月14日㈭午後１時半〜３時半⑤
４月15日㈮午後１時半〜３時半c①③④
30人②⑤20人（いずれも抽選）y①④
1,000円②2,500円③無料⑤2,800円e往
復はがきかファクスに応募事項とファク
スの場合はファクス番号も書いて、３月
①23日②29日③30日④31日⑤４月１日

（いずれも必着）までに同園へ。④⑤は３
月１日から受け付け開始。ホームページ
でも受け付けます。③は空きがあれば、
当日も受け付け可。
春の野鳥観察会
d４月10日㈰午前10時〜午後０時半（受
け付けは９時半から）c50人（先着）y無
料e不要

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。申し込みは①③電話かメール

（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、
３月２日以降に同施設へ。②④電話か来
所で、当日午前10時以降に同施設へ。①
③１通５人②④１組５人まで。
①インクの色を分けてみよう
　水性ペンのインクをろ紙を使って分
離します。d３月26日㈯午前10時半〜11
時c15人（先着）
②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。d３月26日㈯午
前11時半〜11時45分c15人（先着）

③紙でバランスバードをつくろう
　くちばしの一点で全体を支えること
ができるバランスバード=写真=を作
り、物の重心について学びます。d３月
27日㈰午前10時半〜11時c15人（先着）

④映像シアター「おなかを痛くする悪い
やつのお話」
　映像とクイズで食中毒の原因と予防
法を学びます。d３月27日㈰午前11時半
〜11時45分c15人（先着）

健康教室
l①大濠公園（中央区）②③同センターt市内に住む人（②は18歳以上で運動に支
障のない人）y①200円②1,000円③1,000円（食事付き）e電話か来所で、①３月１
日以降②③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 定員（先着）
①ニコニコペース健康教室

（ウオーキング）
３／19㈯14:00〜16:00（毎月第３土曜
日開催） 12人

②やせナイト塾（生活習慣改
善教室）

４／７〜21の木曜日と３カ月後のフォ
ロー教室で１セット（計４回。連続講
座）。19:00から各２時間程度

８人

③１日糖尿病教室（食事指導、
運動指導） ４／16㈯10:00〜15:00 12人

　※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。

c①⑥各８人②８人③10人④20人⑤⑦
⑧⑩45人⑨40人（いずれも先着）y①②
④〜⑩無料③300円e電話かファクス、
メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）、来
所で、３月１日以降に同センターへ。

内容 日時
①立ち上がりを楽にしよ
う

４／２㈯、６㈬
10:00〜12:00

②今日から使える介護１
日講座

４／５㈫
10:30〜15:00

③自助具製作教室（伸縮
する靴べらをを作ります）

４／９㈯
14:00〜16:00

④高齢者疑似体験 ４／12㈫
10:00〜12:00

⑤介護保険制度を知ろ
う

４／14㈭
13:30〜15:30

⑥歩行を助ける用具と
靴選び

４／16㈯、20㈬
10:00〜12:00

⑦何が利用できるの、介
護保険サービス・在宅編

４／21㈭
13:30〜15:30

⑧イライラと上手につき
合う　アンガーマネジメ
ント

４／25㈪
14:00〜16:00

⑨栄養の力で免疫を整
える

４／27㈬
14:00〜16:00

⑩どんなとこがあるの、
介護保険サービス・施設
編　介護保険で安心・安
全な住まい

４／28㈭
13:30〜15:30 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。d３月26日㈯、27日㈰午後２時〜３時
t１歳未満の子どもや孫がいる人、子ど
もが生まれる予定の人、仕事で乳児と
接する機会がある人c各12組（先着。１
組大人２人まで。子どもの同伴可）y無
料e電話かファクスに応募事項と希望
日を書いて、
３月１日以降
に同センター
へ。

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）

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）

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）

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

はかた伝統工芸館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１ 市博物館２階
a409-5450 f409-5460
o午前９時半〜午後５時半（入館は閉
館30分前まで）x月曜日（祝休日のと
きは翌平日）

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）

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）

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

　※いずれも対象は18歳以上。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、３
月１日〜①②18日③25日（いずれも必
着）に同施設へ。ホームページでも受け
付けます。空きがあれば当日も受け付
け可。
①はじめよう地図とコンパス
　野外を歩きながら読図を学びます。
初心者向け。d４月９日㈯午後１時〜４時
c15人（抽選）
y500円（コン
パスレンタル
代別途150円）

②まき割りチャレンジ
　割ったまきは持ち帰れます。おのの無
料レンタルあり。d４月９日㈯午後２時〜
４時c３人（抽選）y1,500円

過去の同イベント
③油山きのこ倶楽部（くらぶ）
　キノコの案内人「きのこちゃん」との
キノコの観察会です。d４月15日㈮午前
10時半〜正午c10人（抽選）y500円

油山市民の森
〒811-1355 南区桧原855-４　a871-6969 f801-1463
o午前９時〜午後６時

過去の同イベント

天の川 アイランド・ヒーリング

①立ち上がりを楽にしよう
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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


