
福北連携コーナー
到
いとうづ

津の森公園　開園20周年記念イベント 到津の森と木の動物たち
　「チェンソーアーティスト」の林隆雄氏が木材から彫り出した作品約60点を
展示します。３月27日㈰、４月17日㈰、５月15日㈰の午後１時〜２時にはチェーン
ソーを使った実演=写真=もあり。また、３月20日㈰〜27日㈰には「もっとじっく
り到津Zoo（ズー）クイズラリー」、３月20日㈰〜４
月11日㈪には今年度の動物たちの出来事などを
パネルにまとめた「あゆみあるく展」も開催。詳
細はホームページで確認するか問い合わせを。
d３月19日㈯〜５月31日㈫午前９時〜午後５時 ※
５月３日（火・祝）〜５日（木・祝）は午後７時までli同
公園（北九州市小倉北区上到津四丁目）a093-
651-1895f093-651-1917y無料（入園料別）

市政だよりの感想をお聞かせください

　福岡市政だよりに対する意見や感想を、はがきか封書（〒810-8620住所不要）、
メール（m shiseidayorioubo@city.fukuoka.lg.jp）で広報課「市政だより感想」係ま
でお寄せください。寄せられた意見は、よりよい広報活動に生かしていきます。
i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

　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28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。

〒 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
熱や咳（せき）など、風邪のような症状がある場合は急患
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。
３月20日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）  a608-0001
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）  a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）  a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）  a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）  a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）  a881-1331
３月21日（月・祝）
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）  a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）  a641-1966
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）  a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）  a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）  a831-6031
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）  a891-2511
３月27日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）  a681-3115
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）  a641-1100
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）  a721-5252
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）  a832-1100
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）  a821-4731
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）  a883-2525

　※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

3/

20
●日

2スプリングコンサート
アクロス福岡バイオリンセミナー受講生発表会

　小学６年生から高校生までの受講生が演奏します。d午後１時半〜
４時lアクロス福岡イベントホール（中央区天神一丁目）iアクロス福
岡チケットセンターa725-9112f725-9102c343人（先着）y500円 ※
２歳以下無料（座席を使用する場合は500円）e電話か来所（アクロス
福岡２階）で同センターへ。ホームページでも販売。
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21
●●月・祝

2市介助犬普及キャンペーン

　介助犬の役割や利用方法などを説明します。介助犬の仕事の実演
などもあり。d午後１時、２時半から（各30分）lエルガーラ・パサー
ジュ広場（中央区天神一丁目）i九州補助犬協会af327-0364y無料
e不要

3/

26
●土

2市観光案内ボランティアガイド「博多のまちでマンホー
ル探し〜新旧の時代を感じて〜」（オンライン）

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」
を利用し、マンホールをたどって博多
の街を巡ります。d午前11時〜正午i

福岡観光コンベンションビューロー
a733-5050f733-5055y無料eメール

（m event-bora@welcome-fukuoka.or.
jp）に参加者全員の応募事項を書いて、
３月24日までに問い合わせ先へ。ホー
ムページでも受け付けます。
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27
●日

3アンスティチュ・フランセ九州　
フランス語無料体験レッスン

　４月２日㈯から開講の春期フランス語講座の体験レッスン。未経験
者から上級者まで各クラスあり。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」
を利用したオンライン授業も実施。詳細はホームページで確認するか
問い合わせを。d午前11時〜午後５時 ※各クラス45分liアンス
ティチュ・フランセ九州（中央区大名二丁目）a712-0904m kyushu@in
stitutfrancais.jpy無料e電話かメールで、３月26日までに問い合わせ
先へ。
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2
●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、３月15日以降に同ゴルフ場へ。

ボランティアガイドの皆さん

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３月15日 14催し 講座

教室



優しさを伝えるケア技法「ユマニチュードⓇ」Vol.23［最終回］
〜一人で頑張りすぎない〜

　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。
　介護をするときは一人で頑
張り過ぎないでください。周囲
に助けを求めることも大切な

「技術」です。ユマニチュードを
実践して、相手に理解してもら
えるよう優しさを伝えていきま
しょう。
　これまでの連載などユマニ
チュードに関する情報は市ホー
ムページに掲載しています。
i認知症支援課a711-4891f 

733-5587

博多障がい者フレンドホームの教室

　いずれも連続講座。詳細は問い合わせを。li同ホーム（博多区西月隈五丁
目）a586-1360f586-1397t市内に住む障がい児・者（中学生以下は保護者同
伴）y無料e電話かファクス、はがき（〒812-0857博多区西月隈５-６-１）、来所で、３
月15日から①〜⑥28日⑦４月22日（いずれも必着）までに同ホームへ。⑦はメール

（m hakata-fh02@c-fukushin.or.jp）でも受け付けます。

内容 日時 定員
（抽選）

①健美操教室（身体をほぐす体操）４／１〜来年３／17の第１・３金曜日
10:30〜12:00 10人

②美文字教室（ペン習字） ４／５〜来年３／７の第１・３火曜日
10:30〜12:00 14人

③油絵教室 ４／６〜来年３／15の第１・３水曜日
13:00〜15:00 ８人

④絵画教室（水彩画） ４／６〜来年３／15の第１・３水曜日
15:00〜17:00 ８人

⑤フリーアート教室（似顔絵、絵は
がき作りなど）

４／８〜来年３／24の第２・４金曜日
13:00〜15:00 12人

⑥ヒーリングヨガ教室 ４／10〜来年３／12の第２日曜日
10:00〜12:00 10人

⑦はじめてのボッチャ教室 ５／21、６／18、10／15、12／17、来
年１／21の土曜日10:30〜12:00 12人

講座・教室
南障がい者フレンドホーム

　④は材料を持参。li同ホーム（南区清水一丁目）a541-5858f541-5856t市
内に住む①③④障がいのある人とその介助者②障がいのある子どもと保護者
のペアy①300円②１組250円③④無料e電話かファクス、メール（m minami-
friend03@c-fukushin.or.jp）に応募事項と障がいの名称、④は希望時間も書いて、
３月①②19日③④30日までに同ホームへ。①②は来所でも受け付けます。

内容 日時 定員
（抽選）

①エコクラフト 〜牛乳パックでかわい
いミニタンスとカードケースづくり〜 ３／25㈮10:00〜12:00 ６人

②春休み おやこでエコクラフト 〜牛乳
パックでかわいいレターラックづくり〜 ３／29㈫10:30〜12:00 ３組

③川柳教室
４／16〜来年３／18の第３土曜
日10:00〜12:00（月１回の連続
講座）

２人

④和服をリメイク 手縫いで簡単お洋服
づくり

（家にある和服を使って作ります）

４／27〜来年３／22の第４水曜
日10:00〜12:00または13:30〜
15:30（月１回の連続講座）

各１人

催 し

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

花畑園芸公園

　①はひょっとこ踊りや中学生の吹奏楽部による演奏等のステージイベントな
ど。飲食物の販売もあり。li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-
3754c①②なし③④30人（先着）y①入場無料②③④無料e①②不要③④電話
かファクスで、３月③27日④31日以降に同公園へ。

内容 日時
①さくらとアーモンドの花まつり ３／26㈯、27㈰10:00〜16:00
②春の山野草展示会 ４／２㈯、３㈰9:00〜16:30
③園芸講座「山野草講座（ホトトギスの栽培と管理）」４／３㈰13:30〜15:30
④園芸講座「ナス・キュウリ・トマトなどの作り方」 ４／７㈭13:30〜15:30

催 し

応募等のはがきの料金は 63 円です。
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7
●木
他

2博多ガイドの会　
博多のスーパースター「音しゃん」の一生

　博多出身の俳優・川上音二郎の生誕から最期までのゆかりの地を
巡ります。d４月７日㈭、８日㈮午後１時半〜３時半l集合は石村萬盛
堂本店前（博多区須崎町）、解散は承天寺（博多区博多駅前一丁目）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14人（抽選）y700円e電話かファクスに応募事項と希
望日を書いて、３月22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。
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9
●土

3福岡マンション管理組合連合会 マンションセミナー

　第１部は「長期修繕計画作成ガイドラインの改訂について」、第２部は
「マンション管理適正化法と管理計画認定制度」。第３部は「管理計画
認定制度をどう思うか」をテーマにパネルディスカッションを行いま
す。詳細はホームページで確認を。d午後１時15分〜４時半l天神ビ
ル11階（中央区天神二丁目）i同連合会a752-1555f752-3699t分
譲マンションの管理組合役員および組合員c120人（先着）y無料e

電話かファクス、メール（m fukukan@fukukan.net）で、３月15日以降に
同連合会へ。定員を超えた場合のみ通知。
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●木

2九州市民大学４月講演会

　市内在住のバンドネオン奏者らによるタンゴトリオ「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a714-0066f714-6045 
c2,300人（先着）y3,000円e不要
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●土
他

3障がい者ソフトボール教室

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d４月16日、５月
28日、６月11日、７月23日、８月６日、９月３日の土曜日午前９時半〜正午

（月１回の連続講座）l西南杜（もり）の湖畔公園（城南区七隈六丁目）
i市障がい者スポーツ協会a781-0561f781-0565t市内に住むか通
勤・通学する知的障がいのある中学生以上（チームでの参加も可）
c35人（抽選）y500円eホームページに掲載、または同協会（中央区
荒戸三丁目 ふくふくプラザ３階）、情報プラザ（市役所１階）、さん・さ
んプラザ（南区清水一丁目）で配布する申込書を３月14日〜28日（必
着）に同協会へ。

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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教室



老人福祉センター東香園

　①フレイル（加齢による心身の虚弱）の予防法等を学びます。②薬剤師が相談
に応じます。お薬手帳を持参してください。③「感染症を防いで健康に過ごす食
事」について学びます。④行政書士による、終活や相続についての個別相談会も
あり（要予約。先着２人）。li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-
2214t市内に住む60歳以上（①は家族の参加も可）c①④15人②３人③20人（い
ずれも先着）y無料e電話かファクスに応募事項と④の個別相談を希望する人
はその旨も書いて、３月15日以降に同園へ。来所でも受け付けます。

内容 日時
①高齢期を元気に過ごすためのフレイル予防教室 ３／23㈬11:00〜12:00
②くすりの個別相談会 ３／23㈬12:30〜15:00
③福岡女子大学の学生による 食事と栄養の教室

「食べて守る健康生活」 ３／23㈬14:00〜15:00

④悪質商法対策セミナー ３／24㈭13:00〜14:00

講座・教室

浜の町病院　市民公開講座（オンライン）

　同病院の乳腺センター乳房再建部長・舟橋ひとみ氏が「乳房と乳輪乳頭の再
建〜再建は乳がん治療のひとつです〜」をテーマに、ソーシャルワーカー主任・
近藤美保子氏が「地域包括支援センターについて」をテーマに話します。いずれ
も同病院のホームページで視聴できます。i同病院地域医療連携課a721-9991 
f721-9382y無料e不要

講座・教室

R60倶
く ら ぶ

楽部

　①は万葉集に収録された糸島の歌について学びます。最終回は歌碑がある４
カ所（西区・糸島市）をマイクロバスで巡ります。③の日程など詳細は問い合わせ
を。l①中央市民センター（中央区赤坂二丁目）他②④アミカス（南区高宮三丁
目）③あいれふ（中央区舞鶴二丁目）iアラカンフェスタ実行委員会事務局
a401-3456f739-6081t①③④不問②ミシンを使って裁縫ができる人y①
5,000円②4,500円③7,000円④3,500円e電話かファクスに応募事項と③は希望
時間帯を書いて、３月15日以降に同事務局へ。②③④は定員を超えた場合のみ
通知。

内容 日時 定員
（先着）

①万葉集の歌を学び「遣新羅
使（けんしらぎし）の糸島の足
跡」を訪ねる文学・歴史プチ旅

３／25、４／８、22、５／13の金曜日10:00
〜12:00。最終回は５／27㈮または６／10
㈮10：00〜16:00（全５回の連続講座。最
終回はいずれか１日を選択）

40人

②ミシンを使う洋裁教室
（羽織物を作ります） ４／８㈮9:50〜11:50 10人

③水彩画教室 〜基本講座〜
４／12、５／10、24、６／７、21、７／５、19の
火曜日9:30〜12:00または13:30〜16:00

（連続講座）
各10人

④編み物初級教室
（ベストを作ります） ４／13㈬13:30〜16:30 10人

講座・教室

市地下鉄歴史発見クイズラリー 〜箱崎・吉塚編〜

　地下鉄箱崎九大前駅から千代県庁口駅までの、地下鉄沿線にある歴史スポッ
トや商店街を巡ってクイズを解きます。ゴール地点の千代県庁口駅に設置され
ている応募箱にクイズの解答用紙を入れてください。正解者の中から抽選で地
下鉄オリジナルグッズを進呈します。詳細はホームページか、３月16日から地下
鉄各駅で配布するチラシで確認を。d３月16日㈬〜４月30日㈯iお客様サービ
スセンターa734-7800f734-7801y無料e不要

催 し

アイランドシティの魅力発見スタンプラリー

　スマートフォンアプリ「ふくおか散歩」を使います。アイランドシティ内全４カ所
（東区香椎照葉六丁目他）にあるスタンプ（二次元コード）を探し出すと、アイラン
ドシティ内で使える、ホテルの宿泊券や飲食店の食事券などが抽選で当たりま
す。詳細はホームページで確認を。d３月10日㈭〜５月８日㈰i港湾空港局事業
管理課a282-7035f282-7044y無料e不要

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。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

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。

市博物館「古代エジプト展」チケットプレゼント
　古代エジプト展のチケットを抽選でペア２組
にプレゼントします。はがき（〒810-8620市役所
10階）に住所・氏名・年齢と「最近うれしかったこ
と」を書いて、３月23日（必着）までに広報課「古
代エジプト展」係へ。当選者には３月31日までに
直接チケットを送付します。

＜開催概要＞
d３月12日㈯〜６月19日㈰午前９時半〜午後５
時半（入館は５時まで）x月曜日 ※３月21日（月・
祝）は開館、22日㈫は休館l同館２階特別展示室

（早良区百道浜三丁目）y一般1,800円、中高生
1,200円、小学生600円、未就学児無料。
　※同展に関する問い合わせは西日本新聞イ
ベントサービスa711-5491（平日午前９時半〜
午後５時半）f731-5210、チケットプレゼントに
関する問い合わせは広報課a711-4016f732- 
1358へ。
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3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。脳のトレーニングも実施。d午後２時〜４時li同園（南区若久六
丁目）a511-7255f511-7558t市内に住む人c20人（先着）y無料e

電話か来所で、３月22日以降に同園へ。

4/

23
●土

3スポーツ体験塾　スケボー教室

　スケートボードの基本の乗り方を学びます。d午前９時〜10時15
分、10時45分〜正午l雁の巣レクリエーションセンター（東区奈多）i

市スポーツ協会事業課a407-8381f407-8185t小中学生c各10人
（抽選）y500円eホームページから３月15日〜31日に申し込みを。

4/

28
●木

2九州交響楽団 定期演奏会
〜心を揺さぶる圧巻の響き 小泉のアルペン〜

　R.シュトラウスのアルプス交響曲作品64などを演奏します。未就学
児は入場不可。d午後７時〜９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5,300円、A席4,400円、B席・車いす席3,300円、学生席1,500円n

４カ月〜就学前（1,000円。託児の申し込みは前日までにテノ.サポート
a0120-8000-29またはa263-3580へ。先着順）e電話か来所（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。

5/

12
●木
他

3初心者なぎなた教室

d５月12日〜７月14日の木曜日午前10時〜正午（連続講座）l福岡武
道館（中央区大濠一丁目）i市なぎなた連盟事務局・松尾a090-8402-
8678f523-6426c15人（抽選）y無料（保険料別）e往復はがき（〒815-
0033南区大橋２-16-１-707）で３月15日〜４月20日（必着）に同事務局・上
玉利へ。

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室

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



まもるーむ福岡

　いずれも小学生以下は保護者同伴。liまもるーむ福岡（中央区地行浜二丁
目）a831-0669f831-0670c各30人（①③抽選②④先着）y無料e①③電話か
メール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、３月16日午前10時〜23日に同施
設へ。②④電話か来所で、当日午前10時以降に同施設へ。①③１通５人②④１組５
人まで。

内容 日時
①洗濯のりを使ってスライムを作ろう ４／２㈯10:30〜11:00
②映像シアター「おうちがなくなる？」（外来生物につい
て学びます） ４／２㈯11:30〜11:50

③ビー玉万華鏡をつくろう ４／16㈯10:30〜11:00
④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） ４／16㈯11:30〜11:50

催 し

雁の巣レクリエーションセンター　①ジュニアテニスス
クール体験会②ノルディック・ウォーキング教室

　①初心者向け②２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（３㎞程度歩きます）=写真。雨天中止。d４月①２日〜30日の土曜日午後２
時〜３時②４日〜25日の月曜日午前10時〜11時半li同センター（東区奈多）
a606-3458f607-9057t①４歳〜中学生（小学生以下は保護者同伴）②小学生
以上（小学生は保護者同伴）c①各15人（抽
選）②各30人（先着）y①1,100円②無料

（ポールレンタル代300円）e①件名を「雁の
巣ジュニアテニススクール」としたメール

（m t-style26@chic.ocn.ne.jp）に応募事項と
希望日を書いて、各開催日の午後２時まで
にＴ－ｓｔｙｌｅ２６ ＴＥＮＮＩＳＣＬＵＢ.へ。ファクスの場
合は同センターへ。②当日午前９時半から
同センター球技場管理棟で受け付けます。

講座・教室

ひとり親家庭支援センター

　詳細は問い合わせを。li同センター（中央区大手門二丁目）a715-8805 
f725-7720t市内に住む①一人親②一人親家庭の小学３〜６年生c各10人（先
着）y無料n①３カ月〜小学生（無料。前日までに要申し込み）②なしe電話か来
所で同センターへ（月曜休館）。

内容 日時
①生活支援講習会 子育て講座 ３／20㈰10:00〜12:00

②春休み学習教室（学生ボラン
ティアが学習支援を行います）

３／25㈮、26㈯、29㈫、30㈬13:30〜15:30 
※３／30はパソコンプログラミング教室を行
います（小学３・４年生は13:30〜14:30、小学５・６
年生は14:30〜15:30）。

講座・教室

市政だよりに広告を掲載しませんか

　市内全戸、事業所などに約86万部を配布している市政だよりに掲載する広告
を募集しています。申し込みは、指定の広告代理店を通じて受け付けます。掲載
には審査があり、掲載をお断りする場合があります。指定代理店の問い合わせ
先など、詳細は市ホームページで確認を。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

介護実習普及センター　ミニ展示「災害に備えよう」

　ガラス飛散防止フィルムやどこでも使えるラ
ンタンなどを紹介します。d開催中〜３月31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）a731-8100f 

731-5361y無料

催 し

ミニ展示コーナー▶︎

お知らせ
専修学校などの修学資金を貸し
付けます

　令和３年度中に中学校・高校等を卒
業するか高校等を退学し、今年４月に
専修学校か各種学校に入学する人

（指定する対象校・学科に限る）に、月
額３万円（専門課程は５万3,000円）と
入校支度金10万円を貸し付けます。
返還が必要。詳細は市ホームページ
で確認するか問い合わせを。【対象】
市内に住む人（所得要件あり）。連帯
保証人が必要（保護者可）【申込期間】
４月１日〜20日i地域施策課a711-
4253f733-5863
経済的な理由で就学困難な児童・
生徒を援助します

　給食費や学用品費など、国・県・市
立の小中学校へ通学する上で必要な
費用の支払いが経済的な理由により
困難な保護者に援助します。【対象】
保護者が ▽生活保護の廃止、停止を
受けたが、なお経済的に困窮している

▽市民税が非課税または減免の適用
を受けている ▽国民年金または国民
健康保険の保険料の全額減免を受け
ている ▽一人親家庭などで児童扶養
手当法に基づく児童扶養手当を受け
ている ▽市民税所得割額と県民税所
得割額の合算が本市で定める基準額
以下である ▽その他の特別な事情に
より、今年の収入見込みが認定基準
以下と認められる―など。詳細は問い
合わせを。i各学校、教育支援課a 

711-4693f733-5780
はりきゅう受療証（国民健康保険・
後期高齢者）を更新してください

　現在利用中の受療証の有効期限は
３月31日までです。４月１日からの新し
い受療証が必要な人は、市ホーム
ページに掲載または施術所で配布す
る交付申請書に国民健康保険証か後
期高齢者医療被保険者証の写しを添
付して、住所地の区役所・出張所の保
険年金担当課に郵送してください。詳
細は問い合わせを。【申込期間】３月
22日（必着）までi各区・各出張所同課

監査結果を公表
　令和３年度第１期の定期監査と財
政援助団体等監査の結果を２月24日
発行の市公報に掲載しました。市公報
は市ホームページのほか、情報プラザ

（市役所１階）、各区総務担当課、市総
合図書館（早良区百道浜三丁目）で閲
覧できます。i監査総務課a711-4704 
f733-5867

市文化芸術振興財団 賛助会「wa 
+ club（わたすクラブ）」会員を募集

　４月〜来年３月の新年度会員を募集
します。会員には同財団主催の公演
チケットの先行予約や市美術館・市博
物館等の観覧料割引、九州交響楽団
の公演チケット割引（一部対象外あ
り）などの特典があります。i同財団
a263-6257f263-6259y年会費2,000
円e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）、市美術
館（中央区大濠公園）、市博物館（早良
区百道浜三丁目）の各ミュージアム
ショップで申し込みを。ホームページ
でも受け付けます。

最
新
情
報
も

発
信
し
ま
す

2022年改訂版「シニアのための智
恵袋」を発行しました

　定年退職後の生きがいづくりや健
康、年金、税金などの情報をまとめた
パンフレット「シニアのための智恵袋」
=写真=の2022年改訂版を区ごとに
発行。各区福祉・介護保険課、情報プ
ラザ（市役所１階）等で配布していま
す。市ホームページにも掲載。i高齢
社会政策課a711-4595f733-5587

児童扶養手当・特別児童扶養手当
制度について

　各手当とも下記に該当する児童を
監護している父母か、父・母に代わっ
て養育している人に支給します（所得
制限あり）。詳細は問い合わせを。【児
童扶養手当】離婚や死亡などで父ま
たは母と生計を同じくしていない、も
しくは父または母に重度の障がいが
ある児童（18歳の誕生日以降最初の３
月31日まで。障がいがある場合は20
歳未満）【特別児童扶養手当】身体ま
たは精神に障がいがある20歳未満の
児童（障がいを支給事由とする公的
年金を受給できる児童、児童福祉施
設などに入所している児童を除く）。
i各区子育て支援課

市民体育館が再開館します
　改修工事のため休館中の同体育館

（博多区東公園）を５月１日㈰から開館
します。詳細はホームページで確認
を。i同体育館a641-9135m fcg-1972 
@dolphin.ocn.ne.jp

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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資料展「引揚港・博多」がリニュー
アルオープンします

　第２次世界大戦終戦後に日本に引
き揚げてきた人々から寄贈された貴
重な資料を常設する同展（中央区荒
戸三丁目 ふくふくプラザ１階）が３月
29日㈫にリニューアルオープンしま
す。なお、リニューアル工事のため、３
月15日㈫〜28日㈪は観覧できませ
ん。詳細は問い合わせを。o午前９時
〜午後９時x第３火曜日（祝日の場合
は翌平日）y無料i保健福祉局総務
課a711-4493f733-5587

しごと

老人福祉センター東香園　シニ
アを積極的に雇用している企業
の合同説明会と相談会

d３月29日㈫午後１時半〜３時li同
園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213 
f671-2214t市内に住む60歳以上c 

15人（先着）y無料e電話かファクス、
来所で、３月15日以降に同園へ。

国際スポーツMICE推進員を募集
　世界水泳選手権2022福岡大会に関
する翻訳・通訳業務に従事。【資格】次
の全てに該当する人 ▽TOEIC900点以
上または実用英語技能検定１級（同等
の資格も可） ▽国際関係業務で通訳
または翻訳の実務経験がある ▽日本
語を母国語とするか、同等の能力を
有する。他要件あり【任用期間】５月16
日〜来年３月31日（再任用あり） ※任
用開始は４月になる場合あり【募集案
内・申込書の配布】世界水泳担当（市
役所７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】３
月11日〜30日（必着）i同担当a711-
4938f733-5742

県警察官を募集
　警察官Ａ（男性・女性・武道指導）、警
察官Ｂ（早期採用 男性・女性）、警察官Ｃ

（語学・情報工学）を募集。【募集案内
の配布】県警察本部（博多区東公園）、
各警察署・交番で。ホームページにも
掲載【申込期間】３月24日〜４月14日
i県警察採用センターaf622-0700

国税専門官（大学卒業程度）を募集
　詳細はホームページに掲載。【申込
期間】３月18日〜４月４日i福岡国税
局人事第２課試験研修係a411-0031 
f414-5185

　※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。

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りますので
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-
4346f733-5907
希望者に音声コード付きの保険
料決定通知書を送付します

　目の不自由な人で希望者に、「音声
コード」付きの保険料決定通知書を
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。【対象お
よび申込期限】 ▽国民健康保険料＝５
月２日㈪まで ▽後期高齢者医療保険
料＝５月31日㈫まで【申し込み方法】
電話かファクス、メール（m hokennen
kin.PHWB@city.fukuoka.lg.jp）で保険年
金課へi同課a711-4242f733-5441
NPO法人の活動を応援してくださ
い

　NPO活動支援基金（あすみん夢ファ
ンド）への寄付金を基に、福祉や教育・
文化、まちづくり、子ども育成、環境な
どさまざまな分野で活動するNPO法人
の公益的な事業に対し助成を行いま
す。寄付をする際には支援したいNPO
法人や希望の分野の活動を選ぶこと
ができます。詳細は市ホームページ
で確認を。i市民公益活動推進課
a711-4283f733-5768

「あすみん夢ファンド」への
寄付をお願いします

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

福岡地区職業訓練協会の講習

　①アーク溶接特別教育講習②ファ
イナンシャル・プランナー２級学科実
技直前対策講習③ホームページ作成

（JavaScript編）講習④原始機（げんし
ばた）による織物・染色講習⑤第二種
電気工事士（学科）直前講習―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。
d①５月７日㈯、８日㈰、14日㈯午前８
時半〜午後５時半②５月 ▽学科＝７日
㈯、８日㈰ ▽実技＝14日㈯いずれも午
前９時〜午後５時③５月８日〜29日の
日曜日午前10時〜午後４時④５月11
日〜７月６日の水曜日午前10時〜午後
４時⑤５月14日㈯、15日㈰、22日㈰午前
９時〜午後５時li同協会（東区千早
五 丁 目 ）a671-6831f672-2133t①
④不問②ファイナンシャル・プラン
ナー２級受験予定者③HTMLおよびCSS
のプログラミング言語を理解してい
る人、ホームページ作成（HTML/CSS）
講習受講者⑤第二種電気工事士学科
試験受験予定者c①⑤20人②14人
③15人④12人（いずれも先着）y①１
万3,000円②２万1,000円（学科のみ１
万5,000円、実技のみ7,000円）③⑤２
万円④３万1,000円e電話か来所で、３
月①②③16日④⑤17日以降に同協会
へ。

第４次市食育推進計画（案）につ
いて

　【案の閲覧・配布】健康増進課（市役
所12階）、情報公開室（同２階）、情報プ
ラザ（同１階）、各区健康課、各区役所
情報コーナー、入部・西部出張所で。
市ホームページにも掲載【募集期間】
４月６日（必着）までi健康増進課a 

711-4374f733-5535

市スポーツ推進計画（案）について
　【案の閲覧・配布】３月11日からス
ポーツ推進課（市役所７階）、情報公開
室（同２階）、情報プラザ（同１階）、各区
役所情報コーナー、入部・西部出張所
で。市ホームページにも掲載【募集期
間】４月11日（必着）までi同課a711-
4657f733-5595

意見募集

市総合図書館　電子図書館の利
用について

　電子図書館とは、図書館に行かなく
てもパソコンやタブレット、スマート
フォン等でインターネットを通じて電
子書籍を無料で借りて読むことがで
きるサービスです。実用書や児童書
など約9,000冊が借りられます。利用
方法など詳細はホームページで確認
を。【対象】市内に住むか通勤・通学す
る人で、有効期限内の「市総合図書館
貸出カード」を持っている人 ※期限
切れの人や市外から通勤・通学してい
る人は、市総合図書館または各分館、
アミカス図書室（南区高宮三丁目）で
手続きが必要な場合がありますi市
総合図書館a852-0600f852-0609

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＝を発行して
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

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

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
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ふるさと納税コールセンター　☎ 0570-666-532

受付時間：10：00〜17：00　

　　　　　年中無休（1 月 1 日～ 3 日を除く）

ス
マ
ホ
は

こ
ち
ら
か
ら

　昨年は「ふくおか応援寄付」（福岡市へのふるさと納税）に多くの

寄付をいただき、誠にありがとうございました。今年も福岡市では

34の寄付先（寄付の使い道）を設け、皆様からの温かいご支援をお

待ちしています。詳しくは、市ホームページ（「ふくおか応援寄付」

で検索）で確認するか、下記コールセンターへ。

　寄付をされた人にお渡しする返礼品を随時募集しています。市内の

事業者様からの、福岡市らしい品物（サービス）の出品をお待ちして

います。

※市ホームページの応募フォームで受け付け

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。d４月６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）af 

738-0073t家族や恋人、友人などを
自死（自殺）で亡くした人やその支援
者c３人（先着）y無料e電話かファ
クス、来所で同センターへ。

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

相 談
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抱え
る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 
yadorigi@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

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

全国一斉電話相談 シニアの悩み
110番

　年金や遺産、相続、介護など高齢者
が抱えるさまざまな悩みや問題につ
いて、シニアライフアドバイザーが相
談に応じます。【相談専用電話】a812-
8121d３月26日㈯、27日㈰午前10時
〜午後５時i九州シニアライフアドバ
イザー協会・福与a080-4724-6580 （平
日午前９時〜午後３時）f812-6580t

おおむね60歳以上y無料e不要

高齢者・障がい者のための無料相
談会

　成年後見制度や相続・遺言などの
相談に応じます。i高齢者・障害者安
心サポートネットa737-2345f737-
0500y無料e電話かファクスで、希望
日の前日までに問い合わせ先へ。

日時 会場
３／24㈭、
４／28㈭

早良市民センター３階
（早良区百道二丁目）

３／29㈫、
４／26㈫

なみきスクエア１階
（東区千早四丁目）

３／30㈬、
４／27㈬

西市民センター３階
（西区内浜一丁目）

　※時間は午前10時〜午後３時。

　※いずれも無料（入園料別）。申し込
み不要。
こどもスケッチ大会
　園内の植物や風景をスケッチします。
画材などの貸し出しもあり。作品は７月
20日㈬〜８月28日㈰に園内に展示しま
す。d３月20日㈰〜５月31日㈫t小学生
以下
押し花教室受講者作品展
d４月５日㈫〜17日㈰ 
サボテン・多肉植物展
　サボテンや多肉植物を約300鉢展示。
栽培についての相談や販売もあり。d４
月12日㈫〜17日㈰

博多人形師育成塾発表会
　塾生による作品を展示します。d３月
15日㈫〜21日（月・祝）y無料

　※いずれも申し込みは、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、①は希望時間、②は「たき火
台」持参の有無も書いて、３月15日〜①
25日②４月１日③８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。いずれも空きがあれば当日も受
け付け可。
①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。d４月16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たき火ナイト
　まき割り体験をした後、たき火をしま
す。中学生以下は保護者同伴。d４月23

みんなのミュージアム「金印の使われ
方を知ろう」
　国宝の金印が約2,000年前にどのよう
に使われていたのか、レプリカを使って
体験します=写真。d３月27日㈰午前10
時〜正午、午後１時〜３時（受け付けは
各終了時間
の30分前ま
で）c100人

（先着）y無
料e不要

日㈯午後４時〜７時c14組（抽選。１組５
人まで）y１人200円（まき代別途１束
500円）
③おやこトコトコさんぽ
　自然ガイドと一緒に散歩します。肌を
隠す服装（長袖・長ズボン。黒ずくめは避
ける）で参加してください。d４月27日㈬
午前11時〜正午t未就学児と保護者
c10人（抽選）y１人200円

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

博物館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１
a845-5011 f845-5019
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）

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

映像ホール・シネラ　４月・５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。
韓国映画特集
４月
２日㈯

［11］風吹く良き日
［２］曼陀羅（マンダラ）

３日㈰［11］馬鹿宣言
［２］鯨とり―コレサニヤン―

６日㈬［11］ディープ・ブルー・ナイト
［２］黄真伊（ファン・ジニ）

７日㈭［11］旅人は休まない
［２］301・302

８日㈮［11］マヨネーズ
［２］ザ・コンタクト

９日㈯［11］吠える犬は噛まない
［２］酔画仙

10日㈰［11］ネギをサクサク、卵をポン
［２］見知らぬ国で

13日㈬［11］曼陀羅、［２］風吹く良き日
14日㈭［11］鯨とり―コレサニヤン―

［２］馬鹿宣言
15日㈮［11］黄真伊（ファン・ジニ）

［２］ディープ・ブルー・ナイト
16日㈯［11］301・302

［２］旅人は休まない
17日㈰［11］ザ・コンタクト

［２］マヨネーズ
20日㈬［２］吠える犬は噛まない
21日㈭［11］酔画仙

［２］ネギをサクサク、卵をポン

22日㈮［11］見知らぬ国で
［２］風吹く良き日

23日㈯［11］曼陀羅、［２］馬鹿宣言
24日㈰［11］鯨とり―コレサニヤン―

［２］ディープ・ブルー・ナイト
27日㈬［２］マヨネーズ
28日㈭［11］旅人は休まない

［２］301・302
29日

（金・祝）
［11］ザ・コンタクト
［２］黄真伊（ファン・ジニ）

30日㈯［11］吠える犬は噛まない
［２］酔画仙

５月
１日㈰

［11］ネギをサクサク、卵をポン
［２］見知らぬ国で

過去の同イベント

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）

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）

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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今年度の育成塾



４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y①②④⑥⑦無料

（④⑥⑦は部品代別）③500円⑤200円
e①④⑥⑦電話か来所で、４月１日以降
に同施設へ。②③⑤往復はがきかファク
ス、来所で、４月②５日③９日⑤12日（い
ずれも必着）までに同施設へ。②③⑤は
ホームページでも受け付けます。

内容・日時 定員
①木製のまな板削り　４
／14㈭、16㈯10:00〜16:00

各11人
（先着）

②包丁研ぎ講座　
４／15㈮10:00〜12:30 ６人（抽選）

　※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。
サイエンスショー「光のナゾを追え」
　アインシュタインも注目した光につい
て実験します。d開催中〜３月31日㈭c

各45人（先着）y無料（基本展示室の入
場券が必要）e不要
ドームシアター番組「重力〜宇宙を支
配するナゾのチカラ〜」
　物がなぜ落ちるのか、身近な例えを
使って映像で学びます。小学校高学年
以上推奨。d開催中〜５月30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

③らくらくリフォームソー
イング　４／19〜５／24の
火曜日10:00〜13:00

（５／３を除く。連続講座）
10人（抽選）

④傘の修理　
４／20㈬10:00〜13:00 ６人（先着）

⑤古布でぞうり作り講座　
４／22㈮10:00〜13:00 ８人（抽選）

⑥おもちゃ病院　
４／24㈰10:00〜14:00 10人（先着）

⑦家具修理相談　
４／30㈯10:00〜12:30 ５人（先着）

カウンターで販売。
STARRY NIGHT JAM（スターリーナ
イトジャム）「星語り春」
　春の星座にまつわる神話を紹介しま
す。小学生以上推奨。d４月16日㈯午後
５時〜５時50分c220人（先着）y中学生
以上510円、小学生310円、未就学児無
料e３月16日午後４時から同館３階チ
ケットカウンターで販売。ホームページ
でも受け付けます。
４月から始まるクラブ活動の参加者を
募集
　無線、デジタル工作、大人のサイエン
ス・クリエイティブなどの参加者を募集。
日程や料金など詳細はホームページで
確認を。

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）

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

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）

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）

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）

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）
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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
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教室 講演 お知
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休日健診（総合健診）
d①〜⑪４月３日㈰、９日㈯、10日㈰、17
日㈰、24日㈰、29日（金・祝）午前８時半〜
10時半⑫４月３日㈰ 午前８時半〜10時
半⑬４月24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。
⑪は⑨か⑩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（無料。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。

４月の催し
　一部講座は材料を持参。④はウェブ
会議サービス「Zoom（ズーム）」を使って、
初心者でも簡単にできる段ボールコン
ポストの作り方を学びます。t市内に住
むか通勤・通学する人y①1,000円②800
円③500円④〜⑨無料e①〜③はがき
かファクス、メール（m seibuplaza２＠f-k
ankyo.or.jp）、来所で、３月①②23日③24
日（いずれも必着）までに同施設へ。当
選者のみ通知。④メールで４月15日午後
３時までに同施設へ。⑤〜⑨電話かファ
クス、メール、来所で、⑤希望日の３日前
まで⑥〜⑨随時受け付け。

３月・４月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。詳細はホー
ムページで確認を。t①④〜⑪１歳〜高
校生②③小中高生c①⑦⑨⑩なし②⑤
各回20人（先着）③⑥10人（先着）④各回
15人（先着）⑧各回10人（先着）⑪25組

（先着。１組１個）y①〜⑩無料⑪100円
e①⑦⑨⑩不要
②〜⑥⑧当日整
理券を配布（②
④⑧は正午から、
③⑤⑥は午後０
時半から）⑪電話
かファクス、来所
で、４月１日以降
にあいくるへ。

④ふれあいひろ
ば（折り紙遊び）

３／26㈯14:00〜、
14:35〜（各25分）

⑤しゃぼん玉あ
そび

３／29㈫14:00〜、
15:00〜（各30分）

⑥野菜スタンプ
でエコバッグを
作ろう

３／30㈬13:30〜14:30

⑦あいくる映画
祭（「今日も明日
も負け犬。」を上
映します）

３／30㈬14:00〜16:00

生キャラメル作り
　牛乳、生クリーム、バターを使って作
ります=写真。d４月５日㈫午前10時〜
午後０時半t６歳以上（小学生以下のみ
の参加不可）c８組（抽選。１組２人まで）
y１組1,050円eホー
ムページから３月15
日〜22日に申し込み
を。当選者のみ通知。

催し名 対象 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 40〜69歳 600円

④胃内視鏡検査 50歳以上の
偶数年齢者 1,800円

⑤胃がんリスク
検査 35歳か40歳 1,000円

⑥乳がん検診
40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑦子宮頸（けい）
がん検診 20歳以上 400円

⑧大腸がん検診 40歳以上 500円

内容・日時 定員
①初心者向け やさしいパッチ
ワーク教室　
４／５〜５／31の火曜日13:00〜
16:00（５／３を除く。連続講座）

８人
（抽選）

②衣類のリフォーム教室　
４／６〜５／25の水曜日13:00〜
16:00（連続講座）

８人
（抽選）

③着物から一重の作務衣（さむ
え）作り（上下）　４／７〜28の木
曜日13:00〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

④オンライン講座　コンポスト
で始める循環生活〜ダンボー
ルコンポスト〜　
４／19㈫10:00〜11:30

ー

⑨肺がん検診 40〜64歳 500円
⑩結核・肺がん検
診 65歳以上 無料

⑪喀痰（かくた
ん）細胞診検査 50歳以上 700円

⑫骨粗しょう症検
査 40歳以上 500円

⑬歯周病検診 18歳以上 1,000円
　※４月３日㈰、９日㈯、10日㈰、24日㈰、
29日（金・祝）は、⑦の検診を女性医師が行
います。①②⑥の健（検）診は全日程女
性医師および女性技師です。

⑤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）

⑥牛乳パックで紙すき体験　
毎日10：30〜15：30の30分程度 ー

⑦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

⑧お花のメモスタンド　
毎日10：30〜15：30の30分程度 ー

⑨身近なもので万華鏡　
毎日10：30〜15：30の30分程度 ー

マリノアシティで出張フードドライブ
　家庭で使い切れない未使用・未開封
の食品を集め、必要とする福祉施設等
の団体へ無償で提供するフードドライ
ブをマリノアシティ福岡（西区小戸二丁
目）で行います。引き取り可能な食品な
ど、詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d４月10日㈰午前10時〜
午後３時

内容 日時
①青春祭（ダン
スやバンドの演
奏など）

３／21（月・祝）16:00〜
18:00

②みんなであ
そぼう（ドッヂ
ビー）

３／24㈭13:30〜、
14:05〜、
26㈯15:30〜、16:05〜、
４／１㈮13:30〜、
14:05〜（各回25分）

③ハンドオル
ゴール「カリン
バ」を作ろう

３／25㈮14:00〜15:30

⑧春休みワクワ
ク教室 つくって
あそぼう（廃材
で工作をします）

４／１㈮13:30〜、
14:30〜、15:30〜

（各60分）

⑨グリーンタッチ
（花の手入れな
ど）

４／２㈯13:30〜14:30

⑩コマ道場（展
示と体験） ４／３㈰11:00〜15:00

⑪おもちゃ病院 ４／17㈰10:00〜14:00
　※その他、乳幼児を対象にした親子
遊びを実施。詳細はホームページで確
認を。

同センターのスタッフ

昨年のフードドライブ

③のカリンバ


