
　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３月14日時点のものです。催し等が中止になる場
合がありますので、事前に各問い合わせ先にご確認ください。

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

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

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
☎847-1099

平 日 内科、小児科 ▼  午後７時半〜翌朝６時半

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

日 曜 ・
祝 休 日

内科、小児科、外科、産婦人科
 ▼  午前９時〜翌朝７時半
眼科、耳鼻咽喉科 ▼  午前９時〜午後11時半

　※内科・小児科・耳鼻咽喉科は、待ち人数などの診療状況
をホームページ（「福岡市急患診療センター　待ち時間」で
検索）で確認できます。

●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（４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。
４月３日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）  a608-0001
八木病院（東区馬出二丁目21-25）  a651-0022
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）  a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）  a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）  a841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）  a891-1234
４月10日㈰
原三信病院（博多区大博町１-８）  a291-3434
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）  a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）  a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）  a558-0081
昭和病院（西区徳永大町911-１）  a807-8811
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）  a891-2511

　※外科当番医は変更の可能性があります。最新の情報は
各医療機関へお問い合わせください。
　※夜間・休日急患診療は、曜日・時間帯によって、加算（休
日・時間外・深夜）があります。さらに外科当番医は、紹介状
がない場合に必要な選定療養費や、保険が利かない費用が
かかる場合があるため、各医療機関に問い合わせを。

a＃7119

アジア美術館　
「アニメージュとジブリ展」一冊の雑誌からジブリは始まった

　雑誌「アニメージュ」への連載から始まった「風の谷のナウシカ」や、スタジオジ
ブリの誕生に迫ります。初公開となる貴重な資料やセル画など立体造形物を含
む200点以上を展示します。d４月８日㈮〜７月10日㈰午前９時半〜午後６時（金・
土曜日は８時まで） ※入室は閉室30分前までx水曜日（祝休日のときは翌平日）
l同館（博多区下川端町 リバレインセンタービル７階）i同展福岡展実行委員会

（西日本新聞イベントサービス内）a711-5491f731-5210y ▽ 土日祝日＝一般
1,500円、中高生1,000円、小学生800円 ▽平日＝一般1,300円、中高生800円、小学
生600円eローソンチケット、チケットぴあなどでチケットを販売。空きがあれば
当日同美術館でも購入可。

催 し

市障がい者スポーツ協会

　詳細は申込書で確認するか問い合わせを。i同協会a781-0561f781-0565t

市内に住むか通勤・通学する障がいのある中学生以上（②は４泳法のいずれかで
25ｍ以上泳ぐことができる人）y各500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４月４日〜18日（必着）に同協会へ。

内容 日時 場所 定員
（抽選）

①障がい者
陸上競技教室

５／７〜来年２／25の原則
土曜日9:30〜11:30（９月を
除く。月１回の連続講座）

博多の森陸上競技場（博多
区東平尾公園二丁目）、舞鶴
公園球技場（中央区城内）他

70人

②障がい者
水泳教室

５／10〜来年２／７の火曜
日18:30〜20:00（11月を除
く。月１回の連続講座）

さん・さんプラザ 10人

講座・教室

4/

3
●日
他

2松風園　採れたて野菜市場

　毎月第１日曜日午前９時から採れたての野菜等を販売します。（奇数
月は野菜と米、偶数月は野菜または花の苗）。 ※無くなり次第終了d

４月３日㈰〜来年３月５日㈰li同園駐車場または受付前（中央区平
尾三丁目）af524-8264y入場無料e不要

4/

10
●日

3市総合体育館　ノルディックウォーキング講習会

　２本のポールを使った、運動効果の高い歩き方を学びます（施設周
辺を３km程度歩きます）。初心者向け。d午前９時〜11時半li同体育
館（東区香椎照葉六丁目）a410-0314f410-0318t18歳以上c15人

（先着）y500円e電話か来所で、４月１日以降に同体育館へ。

4/

10
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園　
市民向け　夏秋野菜栽培講習

　家庭菜園の初心者向け講習や相談会を行います。d午前10時〜正
午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883c20人（先
着）y300円e電話かファクスで、４月１日午前10時以降に同農園へ。

4/

10
●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。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

4/

15
●金

3東障がい者フレンドホーム　「Z
ズ ー ム

oomの使い方教室」

　ウェブ会議サービス「Zoom」の操作方法を学びます。スマートフォン
を持参してください。通信容量２GB（ギガバイト）以上必要です。d午後
２時〜４時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小学生以上と介護者c10人（先着）y無料
e電話かファクス、来所で、４月１日以降に同ホームへ。

4/

16
●土

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。自転車の持ち
込み可。自転車用ヘルメットを持っている人は持参してください。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、４月４日以降に同課へ。 ※過去回参加者は
申し込み不可。

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４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。



博多人形師育成塾

　人形作りの全工程を習得します。d６月１日㈬〜来年３月８日㈬午後６時半〜８
時半l福岡商工会議所ビル（博多区博多駅前二丁目）i博多人形商工業協同組
合a291-4114f291-8007t18〜45歳c15人（選考）y５万円e写真を貼った履歴
書と応募動機、彫刻・絵付けなどの経験の有無を書いた書類（様式不問）を、郵送

（〒812-0023博多区奈良屋町10-３-602）で４月１日〜25日（必着）に同組合へ。

講座・教室

花畑園芸公園　園芸講座

　①「家庭菜園の栽培環境のチェック」野菜の栽培に欠かせない、土や排水、光
などの環境づくり。②「はじめての家庭果樹・菜園の病害虫講座」資材を使った病
害虫防除について―を学びます。d４月①８日㈮②20日㈬いずれも午後１時半〜
３時半li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-3754c各30人（先着）y

無料e電話かファクスで、４月①１日②13日以降に同公園へ。

講座・教室

市博物館

li市博物館（早良区百道浜三丁目）a845-5011f845-5019y一般200円、高大
生150円、中学生以下・市内に住む65歳以上無料e不要

内容 日時
①企画展示「人形屋嘉平」（博多人形師・原田嘉平氏の生涯と
作品を紹介します）

４／５㈫〜６/12
㈰9:30〜17:30

②企画展示「死の考古学」（考古学を通じて、生と死について考
えます）

４／５㈫〜７／10
㈰9:30〜17:30

　※入館は午後５時まで。月曜日休館。

催 し

今津リフレッシュ農園

li同農園（西区今津）a806-2565f806-2570t①②不問③市内に住む人y①
入場無料②１組1,500円③１口（10株程度）1,000円e①不要②電話か来所で、４月
16日午前８時45分〜午後１時に同農園へ。③往復はがき（〒819-0165西区今津
5685）に応募事項と希望口数、植え付け希望日を書いて４月１日〜12日（必着）に
同農園へ。来所でも受け付けます（往復はがきを持参）。

内容 日時 定員
①花まつり（季節の花苗と野菜苗を紹
介・販売。先着100人に花苗を配布） ４／17㈰9:30〜15:00 ―

②園芸教室（共栄作物を使ったプラン
ター菜園での減農薬野菜作りを学び
ます）

４／24㈰10:00〜12:00 ８組（抽選。
１組２人まで）

③サツマイモ植え付け体験（植え付
け後、雑草取りやツル上げなどの手
入れ、収穫作業までを体験）

５／13㈮〜15㈰の間の１日 
9:00〜16:00 ※収穫時期は
10／８㈯〜16㈰

250口
（抽選）

催 し

日本庭園（①松風園②友泉亭公園）で
「写真日和 ハレとケP

フ ォ ト
HOTO」

　新緑の日本庭園で記念写真を撮影します。写真のデータはDVDで渡します（10
カット）。d５月３日（火・祝）〜５日（木・祝）午前10時〜午後４時（１組30分）li①松風園

（中央区平尾三丁目）af524-8264②友泉亭公園（城南区友泉亭）af711-
0415c各園各日10組（先着）y1組8,000円（入園料別）e電話か来所で、４月１日
以降に各問い合わせ先へ。

催 し

4/

19
●火

3Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部　ミシンを使う洋裁教室

　チュニック（丈が長めの上着）を作ります。d午前９時50分〜11時50
分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a401-3456f739-6081tミシンを使って裁縫ができる人c10人（先
着）y4,500円e電話かファクスで、４月１日以降に同事務局へ。定員を
超えた場合のみ通知。

4/

19
●火

2桧原運動公園　テニス大会 H
ヒ バ ル

ibaru C
カップ

up
①ミックスダブルス②女子ダブルス

d午前９時〜午後２時li同公園（南区桧原五丁目）a566-8208f 

566-8920t４月１日時点の年齢が①合計90歳以上のペア②30歳以上
の女性のペア ※平成31年以降に中級レベル以上の大会（団体戦を除
く）で、優勝経験のある人同士のペアは出場不可c①８組②16組（いず
れも先着）y１組4,000円e電話か来所で、４月５日以降に同公園へ。

4/

20
●水
他

3雁の巣レクリエーションセンター　
①バギーエクササイズ体験会②芝生deヨガ

　①はベビーカーに赤ちゃんを乗せたまま、無理なく安全にできる運
動を行います。d４月①20日㈬午前11時〜11時45分②24日㈰午前９時
〜10時li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①生後４
カ月以降の乳幼児と保護者②不問（中学生以下は保護者同伴）c①
10組②30人（いずれも抽選）y①無料②高校生以上1,000円、小中学
生500円、未就学児無料e往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）か
ファクス、来所で、４月①13日②17日（いずれも必着）までに同センター
へ。ホームページでも受け付けます。空きがあれば当日も受け付け可。

4/

20
●水
他

2博多ガイドの会 博多昔話コース〜呉服町周辺〜

　仙厓（せんがい）さんや石堂丸（いしどうまる）などにちなんだ箇所
を巡ります。d４月20日㈬、21日㈭、22日㈮午後１時半〜３時15分l集
合は東長寺（博多区御供所町）、解散は光安青霞園茶舗（博多区中呉
服町）i博多区企画振興課a419-1012f434-0053t高校生以上c各
14人（抽選）y700円e電話かファクスで、４月11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。

4/

21
●木

2外国人学生が語る「ふるさとの街と福岡」

　モンゴル出身のアルタイサイハン アルタンヅルさんが、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、４月１日以降に同財団へ。定
員を超えた場合のみ通知。

4/

21
●木
他

2西区歴史よかとこ案内人と巡る　
陽春の歴史探訪ウオーキング

　①寿福寺や毘沙門（びしゃもん）山など②壱岐神社や生の松原元寇
（げんこう）防塁など―を巡ります。d４月①21日㈭午前９時20分〜午
後３時②25日㈪午前９時半〜午後３時l①集合はＪＲ九大学研都市駅、
解散は昭和バス日赤入口バス停②集合はＪＲ下山門駅、解散は西鉄バ
ス中村バス停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。

4/

28
●木
他

3西南杜
もり

の湖畔公園　初心者向けテニススクール

d４月28日〜６月２日の月・木曜日午前10時〜正午（５月５日を除く。連
続講座）li同公園（城南区七隈六丁目）a863-7929f834-8463t18
歳以上c20人（先着）y１万円e電話か来所で、４月１日以降に同公園
へ。

4/

30
●土

2まもるーむ福岡　
くるくる回る驚きの単極モーターを作ろう

　電池や磁石などで作ります。内容は小学校高学年向け。d午前10時
半 〜 正 午liまもるー む 福 岡（ 中 央 区 地 行 浜 二 丁 目 ）a831-
0669f831-0670t小学生（保護者同伴）c15人（先着）y無料e電話
かメール（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、４月１日以降に同施
設へ。
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●催し名など（コースも）　　　●氏名（ふりがな）　　　●電話番号
●郵便番号・住所 　　　　●年齢  　　　　　●小中高生は学年

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 応募等のはがきの料金は 63 円です。

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報



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４月①③１日
②④⑤12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 ５／13㈮ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 35人
②入門

（夜間） ５／20㈮ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 30人

③普通１

５／11㈬ 西消防署（西区今宿東一丁目） 806-0642 30人
５／16㈪ 南消防署（南区塩原二丁目） 541-0219 25人
５／18㈬ 博多消防署

（博多区博多駅前四丁目） 475-0119 25人

５／22㈰ 市民防災センター
（早良区百道浜一丁目） 821-0245 20人

５／23㈪ 博多消防署 475-0119 25人
５／26㈭ 東消防署 683-0119 35人
５／27㈮ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人
５／28㈯ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人

④普通３ ５／17㈫ 消防本部 791-7151 各30人⑤上級 ５／21㈯
　※時間は①午前10時〜11時半②午後７時〜８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

もーもーらんど油山牧場　さくらまつり

　搾乳体験や乗馬体験の他、羊のレースや羊の毛刈り実演を行います。また、４
月３日㈰には消防車両の展示や消防音楽隊の演奏などもあります。天候によっ
ては中止、内容変更の可能性あり。d４月２日㈯、３日㈰午前９時〜午後５時li

同牧場（南区柏原）a865-7020f865-7040cなし（一部イベントは当日先着順）
y入場無料（一部イベントは有料）e不要

催 し

　一人一花アンバサダーで庭園デザイナーの石原
和幸氏=写真＝による特別講座を実施します。市植物
園（中央区小笹五丁目）内の同氏が監修するガーデン
に実際に季節の花を植えるなど、一緒にメンテナンス
を行いながら花のある暮らしの楽しみ方などを学び
ます。詳細は、ホームページ（「緑のまちづくり協会　
ミニチュアガーデン講座」で検索）で確認を。
d４月17日、６月26日、８月28日の日曜日（連続講座） 
※時間は回により異なるiミニチュアガーデン講座事務局a401-3456

（平日午前10時〜午後５時）f739-6081
花の無料配布などの情報を募集します

　イベントで使った花、余った花などを有効活用した、「あげたい人・欲し
い人」がつながる取り組みを一人一花運動のホームページで紹介しま
す。掲載の申し込みは一人一花推進課へ。
i同課a711-4424f733-5590m hitorihitohana.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

　この連載では、一人一花運動に関するさまざまな取り組みを紹介します。

Vol.1
一人一花だより

ミニチュアガーデン講座（全３回）
参加者募集

市総合図書館　
読書活動ボランティア講座（絵本の読み聞かせコース）

　佐賀女子短期大学名誉教授の白根恵子氏による講演や、読み聞かせの実演・
実習など。日程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17日
㈫〜６月28日㈫の全４回、午前10時半〜午後０時半l市教育センター（早良区百
道三丁目）i同図書館図書サービス課a852-0623f852-0801c40人（抽選）y

無料eホームページに掲載、または同図書館（早良区百道浜三丁目）・各分館、情
報プラザ（市役所１階）、アミカス（南区高宮三丁目）などで配布する申込書を４月
１日〜20日（必着）に同図書館へ。

講座・教室

5/

1
●日

2市スポーツ協会 「スポーツ体験ランド」＆「市民体育館
リニューアルイベント」同時開催

　①バスケットボール、バレーボール、ボルダリングなどの体験。②AI
でその人に向いているスポーツを提案するシステム「DigSports（ディ
グスポーツ）」を使用して体力測定をします。③ストレッチ、トレーニン
グ等のお試しレッスン―などを実施します。詳細はホームページで確
認を。d午前９時〜午後５時l同体育館（博多区東公園）i同協会事
業課a407-8381f407-8185c①200人②50人③８人（いずれも抽選）
y①無料②500円③300円eホームページから４月１日〜20日に申し込
みを。

5/

4
●●水・祝

2「Q
ク イ ー ン

UEEN B
ビ ー ト ル

EETLE」で楽しむどんたくS
ス ペ シ ャ ル

pecialクルーズ

　博多湾を周遊します。詳細はホームページで確認を。d午後２時〜
３時半l集合は博多港国際ターミナル（博多区沖浜町）i博多港振興
協会a271-1378f282-4757c300人（抽選）y無料e往復はがき（〒812-
0031博多区沖浜町12-１）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年
齢（小中学生は学年）を書いて、４月11日（必着）までに同協会へ（１通４
人まで）。

5/

4
●●水・祝
他

2海っぴゴールデンウイークフェスタ

　フリーマーケットやバザー、午後２時からのソフトクリーム無料引換
券プレゼント（小学生以下。数量限定）など。５日は小学生以下を対象
に段ボール迷路や「こどものアトリエ〜おえかきひろば〜」、宝探しを
実施。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。雨天中止。d

５月４日（水・祝）、５日（木・祝）午前10時〜午後３時lシーサイドももち海浜
公園（早良区百道浜二丁目）i海浜公園管理事務所a822-8141f822-
8147y入場無料（フリーマーケット出店料１日1,000円）eフリーマー
ケット出店（抽選。各18区画）希望者は、ホームページから４月１日〜14
日に申し込みを。

5/

7
●土

2背振少年自然の家　せふりの自然に親しむつどい

　春の花や新緑の中でハイキングをします。d午前10時半〜午後３時
li背振少年自然の家（早良区板屋）a804-6771f804-6772t小中
学生と保護者c８組（抽選。１組４人まで）y大人2,000円、小中学生
1,000円eホームページから４月15日までに申し込みを。

5/

9
●月
他

3市民体育館　初心者教室①卓球②バドミントン

　いずれも連続講座。日程など詳細はホームページで確認を。d①５
月９日〜７月27日の月・水曜日午前10時〜11時半（除外日あり）②５月
12日〜７月14日の木曜日午後８時15分〜９時半li同体育館（博多区
東公園）a641-9135t18歳以上c各20人（抽選）y①7,200円②6,000
円eはがき（〒812-0045博多区東公園８-２）に応募事項と各競技の経
験の有無（ある場合は経験年数）を書いて、４月１日〜15日（必着）に同
体育館へ。ホームページでも受け付けます。当選者のみ通知。

5/

9
●月
他

3初心者登山教室

　講義と実技の連続講座。鬼ヶ鼻岩、雷山、宝満山の登山もあります。
詳細は問い合わせを。d ▽講義＝５月９日、16日、30日の月曜日午後１
時半〜３時半 ▽実技＝５月13日、20日、27日の金曜日午前９時〜午後４
時lラリーグラス（中央区大名二丁目）i市山岳協会a712-8909 
f712-8942t18歳以上で40分以上続けて歩ける人c30人（抽選）y 

5,000円eはがき（〒810-0041中央区大名２-２-46 ラリーグラス内）か
ファクス、メール（m daimyo@raliguras.com）に応募事項と性別を書い
て、４月１日〜15日（必着）に同協会へ。

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

福岡市政だより
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教室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。



油山市民の森

　①散策しながら野鳥を探し観察します。双眼鏡の無料貸し出しあり（数量限
定）。②小刀などを使って作ります。③２本のポールを使った、運動効果の高い歩
き方を学びます。li油山市民の森（南区桧原）a871-6969f801-1463t①不問

（中学生以下は保護者同伴）②小学３年生以上と保護者のペア③18歳以上c①
各20人②各回５組③５人（いずれも抽選）y①200円②１人500円③500円（ポール
レンタル代別途500円） e往復はがき（〒811-1355南区桧原855-４）に応募事項と
参加者全員の氏名・年齢、①希望日②希望時間も書いて、４月１日〜15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。

内容 日時

①バードウオッチング ５／３（火・祝）、４日（水・祝）、５日（木・祝）
いずれも9:30〜12:00

②木の色えんぴつ作り ５／４（水・祝）10:30〜0:30、14:00〜16:00
③森でノルディックウォーキング体験

（連続講座）
５／10〜31の火曜日
10:00〜12:00

催 し

精神保健福祉センター

　いずれも連続講座。事前面談あり。定員など詳細は問い合わせを。lあいれふ
（中央区舞鶴二丁目）i同センターa737-8825f737-8827y無料e電話（a737-
8829 ※火・木曜日午前10時〜午後１時）かファクスで同センターへ（②は４月21日
締め切り）。

催し名 日時 対象
①アルコールの問題を抱える
家族のための教室

５月〜９月の原則第１水曜
日14:00〜16:00 飲酒問題に悩む家族

②ひきこもりの問題を抱える
家族のための教室

５月〜９月の原則第２水曜
日14:00〜16:00 引きこもり者の家族

③薬物の問題を抱える家族
のための教室

５月〜９月の原則第３水曜
日14:00〜16:00

薬物依存問題に悩む
家族

④薬物依存症回復支援プロ
グラム 〜薬物使用をやめた
い人・やめ続けたい人へのプ
ログラム〜

毎月第２・第４金曜日（時間
など詳細は問い合わせを）

薬物使用をやめたい
（やめ続けたい）人

講座・教室

早良障がい者フレンドホーム　定期教室

　いずれも連続講座。対象・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）a847-2761f847-2763e電話かファクス、来所で、４月１日〜15
日に同ホームへ。

内容 日時
軽度知的障がい者パソコン教室 ５／１〜来年３／19の第１・３日曜日10:00〜12:00
アスリートボッチャ教室 ５／１〜来年３／５の第１日曜日13:30〜15:30
はじめてのダンス教室 ５／６〜来年３／17の第１・３金曜日17:00〜18:00
リラックス教室 ５／７〜来年３／18の第１・３土曜日10:00〜11:00
中高生運動教室 ５／７〜来年３／18の第１・３土曜日15:00〜16:00
こどもアート教室 ５／８〜来年３／12の第２日曜日10:00〜11:00
はじめての手話教室 ５／８〜来年３／12の第２日曜日13:30〜15:00
リフレッシュ教室（家族支援） ５／10〜来年３／28の第２・４火曜日９:40〜10:40
放課後こども運動教室 ５／11〜来年３／15の第１・２・３水曜日17:00〜18:30
こどもパソコン教室 ５／13〜７／22の第２・４金曜日17:00〜18:00
エンジョイスポーツ教室

（就労者向け）
５／14〜来年３／25の第２・４土曜日
10:00〜11:00

アクティブスポーツ教室
（就労者向け）

５／14〜来年３／25の第２・４土曜日
11:30〜12:30

大人アート教室 ５／14〜来年３／25の第２・４土曜日
14:00〜15:30

書道教室（硬筆・毛筆） ５／18〜来年３／15の第１・３水曜日
13:00〜15:00

はじめてのパソコン教室（ワード）５／20〜７／１の金曜日10:00〜12:00
キッズサッカー教室 ５／25〜来年３／22の第４水曜日17:00〜18:00
折り紙教室 ６／１〜来年３／１の第１水曜日10:00〜12:00

講座・教室

城南障がい者フレンドホーム　
①植物アレンジに挑戦②はじめての川柳教室

　①は観葉植物を器に飾ります。d①５月14日㈯午前10時半〜正午②５月18日、
６月15日、７月20日、８月17日、９月21日の水曜日午後１時半〜３時（連続講座）li

同ホーム（城南区南片江二丁目）a861-1180f861-1123t市内に住む障がいの
ある人（障がいの程度によっては介助者の同伴が必要）c各８人（抽選）y①800
円②無料e電話かはがき（〒814-0143城南区南片江２-32-１）、ファクス、メール（m 
jyonan.f@c-fukushin.or.jp）に応募事項と障がいの種類も書いて、４月１日〜30日

（必着）に同ホームへ。来所でも受け付けます。

催 し 西部運動公園　テニススクールキャンペーン

　４月１日〜30日の間に入会した人は、入会金と初月
レッスン料（４回分）が無料。詳細は問い合わせを。d平
日午前９時〜午後１時の間でクラス別に開講（週１回の
連続講座） ※受講日時は入会後に調整li同公園（西
区飯盛）a811-5625f811-0549t18歳以上c８人（先
着）yレッスン料（２カ月８回分）＝１万500円e電話か来
所で、４月１日以降に同公園へ。

講座・教室

5/

13
●金

4アミカス　夫・パートナーとの関係を考える
〜これってDV？〜

　講義やグループワークを通して学びます。d午後１時半〜３時半
liアミカス（南区高宮三丁目）a526-3755f526-3766t女性c20人

（先着）n６カ月〜小学３年生（無料。子どもの名前、年齢・月齢を書い
て10日前までに申し込みを。先着順）y無料e電話（a526-3788）か
メール（m amikas.soudan@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、４月１日以降に
アミカス相談室へ。ホームページでも受け付けます。

5/

15
●日

2さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）　
パラボッチャ大会

　競技クラス別の個人戦。詳細はホームページで確認するか問い合
わせを。li同プラザ（南区清水一丁目）a511-1132f552-3447t市
内に住む肢体不自由児・者（12歳以上）c各クラス８人（抽選）y1,000
円e４月１日から同プラザで配布する申込書で、４月22日（必着）までに
同プラザへ。

5/

21
●土

3博多マイスター塾　タイル張り講座

　講師はタイル張工の坂本隆生氏・川上則安氏。タイルを使った鍋敷
きを作りながら、工程などを学びます。d午前10時〜午後１時l福岡
商工会議所ビル（博多区博多駅前二丁目）i地域産業支援課a441-
3303f441-3211tタイル張工に関連する ▽知識や技術を身に付けた
い ▽将来職に就くことを希望している―のいずれかに該当する中学
生以上c10人（抽選）y3,000円eはがき（〒812-0011博多区博多駅前
２-９-28 福岡商工会議所ビル２階）かファクス、メール（m chiikisangyo.
EPB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項（学生・社会人を明記）と応募の動
機、メールアドレスを書いて、４月１日〜28日（必着）に同課へ。当選者
のみ通知。

6/

18
●土
他

3市認知症ライフサポートワーカー養成研修

　認知症の人が地域で安心して暮らせるようサポートする、医療・介
護の人材を養成します。資格要件あり。詳細は市ホームページで確認
を。d６月18日〜来年３月18日の間の土曜日午前10時〜午後４時（月１
回の連続講座）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i認知症支援
課a711-4891f733-5587c20人（選考）y無料eメール（m ninchi-shien.
PWB@city.fukuoka.lg.jp）で４月１日〜22日に同課へ。

情報BOX 福岡市政だより
令和4（2022）年４月１日 12

●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



かなたけの里公園　①里山ハイキング〜春の里山を歩く〜
②ブドウづくり体験

　①同公園を出発し、金武乙石地区のオオヤマモモの木を目指します。昼食付
き。中学生以下は保護者同伴。②ブドウ（巨峰など）の芽かきからお礼肥までを
行います。収穫後は持ち帰り可（３kg程度）。小学生以下は保護者同伴。d①４月
17日㈰午前10時〜正午②５月８日〜７月３日の日曜日、８月６日㈯、７日㈰、９月25
日㈰午前９時半〜正午（初回のみ午後３時まで）li同公園（西区金武）a811-
5118f400-0147c①20人（先着）②30組（抽選。１組５人まで）y①500円②１組
4,000円e①電話か来所で、４月１日以降に同公園へ。１組５人まで。②往復はがき

（〒819-0035西区金武1367）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名、年齢を書
いて４月１日〜13日（消印有効）に同公園へ。１組１通まで。

催 し

手話奉仕員養成講座（入門・基礎）

　①土曜日開講②平日開講。いずれも入門〜基礎を学びます（連続講座）。d①
４月23日〜来年３月25日の原則土曜日午前10時半〜正午または午後１時半〜３時

（午前・午後の連続もあり）②５月９日〜来年３月15日 ▽入門＝原則月・水曜日 ▽基
礎＝水曜日。昼の部は午後１時半〜３時、夜の部は７時〜８時半lふくふくプラザ

（中央区荒戸三丁目） ※夜の部は博多市民センター（博多区山王一丁目）、西市
民センター（西区内浜一丁目）でも開講i市聴覚障がい者情報センターa718-
1723f718-1718t市内に住む18〜60歳の初心者で、講座終了後に手話ボラン
ティア活動が可能な人c各会場30人（抽選）y無料（テキスト代等別）e往復は
がき（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）に応募事項と希望日時（夜の部は希望会場
も）を書いて、４月１日〜開催日前日（必着）に問い合わせ先へ。

講座・教室

手話通訳者養成講習会（通訳１）

d５月７日〜来年３月25日の原則土曜日午前10時半〜正午（一部講座で午後２時
〜３時半、４時〜５時半もあり。連続講座）lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）
i市聴覚障がい者情報センターa718-1723f718-1718t市内に住む ▽「手話奉
仕員養成講座（入門・基礎課程）」を修了し、手話による日常会話が可能な人 ▽手
話検定２級を有する人c30人（抽選）y無料（テキスト代等別）e往復はがき

（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）に応募事項と希望日時、最終受講講習名・年度、
または手話検定２級を有する旨を書いて、４月１日〜15日（必着）に同センターへ。

講座・教室

①イタリア語教室②英会話教室

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用した教室。いずれも連続講座。定
員など詳細は問い合わせを。i①福岡日伊協会a476-2153f476-2634②福岡日
英協会a476-2155f476-2634e①ファクスかメール（m aigfukuoka２@galaxy.
ocn.ne.jp）②電話かファクスにいずれも応募事項と希望コースを書いて、４月１日
以降に各問い合わせ先へ。

言語 日時 費用

①イタリア語
４／21㈭〜７／19㈫ ▽はじめてコース＝月曜日
18:30〜20:00 ▽ 初中級コース＝火曜日18:30〜
20:00 ▽中級会話コース＝木曜日19:30〜21:00　
※いずれも祝休日を除く

１万8,000円
（テキスト代別）

②英語

５／６㈮〜８／５㈮ ▽ 初級＝月・水曜日18:30〜
20:00 ▽初中級＝火曜日10:30〜12:00 ▽中級＝火・
木曜日18:30〜20:00または木曜日10:30〜12:00

▽上級＝金曜日10:30〜12:00または18:30〜20:00 
※いずれも祝休日を除く

２万円
（テキスト代別）

講座・教室

が義務付けられています。【登録】あ
にまるぽーと（東区蒲田五丁目）、ふく
おかどうぶつ相談室（西区内浜一丁
目）、各区保健福祉センター（西区を
除く）で随時受け付け。市獣医師会の
動物病院でも実施。【料金】登録は
3,000円、予防集合注射は3,200円【予
防集合注射】下記の通り実施します。

日時 会場

４／16㈯ あにまるぽーと
（東区蒲田五丁目）

４／17㈰ 九州広場（市役所西側ふ
れあい広場横）

４／23㈯
５／14㈯

ふくおかどうぶつ相談室
（西区内浜一丁目）

４／24㈰
５／15㈰

南市民プール
（南区三宅三丁目）

　※時間はいずれも午後１時半〜２
時半。詳細はホームページで確認
するか、あにまるぽーと（a691-0131 
f691-0132）へ問い合わせを。

市税に関する証明の発行開始日
　令和４年度の税務証明書の発行開
始日は下表の通り。i各区課税課

税目 証明書 発行開始日

固定資産税

評価証明 ４／１㈮

課税証明
（公課証明）、

納税証明
４／７㈭

市県民税
（住民税）

課税証明
（所得証明）、

納税証明
①５／20㈮
②６／13㈪

非課税証明５／20㈮

軽自動車税 車検用納税
証明 ５／31㈫

　※①＝給与からの引き去り（特別徴
収）のみの人、②＝①以外の人
令和５年度に設置する街頭防犯カ
メラの設置費用を助成

　【対象団体】自治協議会、自治会・町
内会など（１団体につき４台まで）【対
象経費】 ▽防犯カメラ、録画機器装置
等の購入および設置工事に係る経費

▽防犯カメラの撮影を示す看板設置
に係る経費【補助率】対象経費の75％
以内（上限あり）【申請】市ホームペー
ジに掲載、または防犯・交通安全課

（市役所７階）などで配布する設置意
向調査書に必要書類を添えて４月１日
〜６月30日に問い合わせ先へ。i同課
a711-4054f711-4059、各区総務課

（西区は防災・安全安心室）
高齢者利用料減免施設一覧を配
布します

　市内に住む65歳以上の人を対象に
利用料金の減免を行う施設の一覧

を、情報プラザ（市役所１階）、各区福
祉・介護保険課で配布します。市ホー
ムページにも掲載。i▷一覧表につ
いて＝高齢福祉課a711-4881f733- 
5587▷減免の詳細について＝各施設
全国健康福祉祭（ねんりんピック）
の参加選手を募集

　11月12日㈯〜15日㈫に神奈川県で
開催される同祭に参加希望の選手を
募集します。種目は①マラソン②水
泳。i同祭参加事業福岡市実行委員
会事務局a713-1340f713-0157t市
内に住む、昭和38年４月１日以前に生
まれた人c①３km、５km、10km各２人

（男女不問）②８人（男女各４人） ※い
ずれも抽選y無料（旅費等が必要）e

電話かファクスで問い合わせの上、送
付された申し込み用紙を４月１日〜28
日（必着）に同事務局へ。
産業廃棄物管理票交付等状況報
告書の提出を

　令和３年度中に産業廃棄物管理票
（マニフェスト）を交付した事業者は、
報告書の提出が必要です。詳細は市
ホームページで確認を。【受付期間】４
月１日〜６月30日（必着）i産業廃棄
物指導課a711-4303m manifest@city.
fukuoka.lg.jp
ＰＣＢ含有変圧器などの廃電気機
器類は届け出を

　令和３年度中に市内でPCB（ポリ塩
化ビフェニル）を含有する変圧器、コ
ンデンサー、安定器などの廃電気機
器類を保管していた事業者は届け出
が必要です。詳細は市ホームページ
で確認を。【受付期間】４月１日〜６月
30日（必着）i産業廃棄物指導課a 

711-4303f733-5592
「働くあなたのガイドブック」を配
布しています

　労働に関する法律や各種相談窓口
などをまとめた冊子を配布していま
す。【配布】４月１日から市総合図書館

（早良区百道浜三丁目）・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・西部出張所などで。
i経営支援課a441-1232f441-3211
希望者に音声コード付きの個人
市県民税（普通徴収）の納税通知
書を送付します

　目の不自由な人に、「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。【申込期限】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a711-4207 
f733-5598

お知らせ
国民健康保険傷病手当金の適用
期間が延長されました

　新型コロナウイルスに感染した（ま
たは発熱等の症状があり感染が疑わ
れる）ため、仕事を休み、給与の全部

または一部が支払われなかった被用
者を対象に、傷病手当金を支給しま
す。２年以内に申請してください。詳
細は市ホームページで確認を。【適用
期間】令和２年１月１日〜令和４年６月
30日i各区保険年金課、西部出張所
犬の登録および狂犬病予防集合
注射の実施

　生後91日以上の犬は、生涯１回の
登録と毎年度１回の狂犬病予防注射

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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都市高速道路の道路モニターを
募集

　７月〜来年３月に２回程度インター
ネットでアンケートに回答できる都市
高速道路利用者を募集します。謝礼
あり（アンケート１回につきクオカード
1,000円分を進呈）。対象要件など詳
細は問い合わせを。i福岡北九州高
速道路公社営業管理課a631-3292 
f643-6228eホームページから５月
16日午後５時までに申し込みを。
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、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

障がい者のタクシー料金を助成
　電動車いす使用者（座位保持装置
を含む）はワゴン型タクシー券、それ
以外は福祉タクシー券（一般車）を交
付します。交付枚数は申請月によって
変わります。【対象】市内に住み、配偶
者が市民税非課税（18歳未満の障が
い児の場合、世帯全員が市民税非課
税）で、次のいずれかに該当する人

（入院・施設入所を除く） ▽視覚、下肢・
体幹、内部障がいの１級か２級 ▽ 視
覚、肢体（上肢、下肢・体幹）、内部障が
いが重複して総合２級以上で下肢・体
幹３級 ▽ 療育手帳Aを持つ ▽ 精神障
がい者保健福祉手帳１級を持つ【申し
込み】身体障害者手帳か療育手帳ま
たは精神障害者保健福祉手帳を持参
の上、４月１日以降に住所地の各区福
祉・介護保険課（精神障害者保健福祉
手帳を持つ人は各区健康課）へ来所
を。代理人が申請する場合は、上記に
加え委任状と代理人の身分証が必要
です。 ※郵送を希望する場合は問い
合わせを。i各区福祉・介護保険課、
各区健康課
市民スポーツ賞受賞者を紹介（順
不同）

　令和３年度は次の皆さんが受賞し
ました。 ▽中村学園女子高等学校剣
道部 ▽沖学園中学校女子ゴルフ部 ▽

福岡大学陸上競技部 ▽ 松原尊さん
（ウエイトリフティング） ▽ 緑晴さん
（空手）iスポーツ推進課a711-4657 

f733-5595

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】４月７日〜15日（消印有
効）i県住宅供給公社管理課a781-
8029f722-1181
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】７月１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
ネッツトヨタ駅南
本店（博多区博多
駅南六丁目）

変更 2月14日

市内で認知症カフェを開設する団
体に費用の一部を助成します

　【対象】 ▽ 月１回以上（１回当たり２
時間以上）開設 ▽認知症の人や家族
の相談に対応できるスタッフを１人以
上配置―等の要件あり。詳細は市
ホームページで確認するか問い合わ
せを【申請書の配布】４月１日から認知
症支援課（市役所12階）で。市ホーム
ページにも掲載【申請期間】５月31日

（必着）までi同課a711-4891m ninchi-
shien.PWB@city.fukuoka.lg.jp
所得税の確定申告期限を個別に
延長します

　新型コロナウイルスの影響を受
け、申告期限の延長を希望する人は、
下表の日程・会場で申告と相談を受
け付けます。詳細は国税庁ホーム
ページで確認を。i各税務署
管轄税務署 〜３／31 ４／１〜15

博多税務署 西鉄ホール
（中央区天
神 二 丁 目
ソラリアス
テージビル
６階）

博多税務署
（ 東 区 馬 出
一丁目）

福岡税務署
福岡ガーデ
ンパレス

（ 中 央 区 天
神四丁目）

香椎税務署 香椎税務署
（東区千早六丁目）

西福岡税務
署

福岡タワー
（早良区百道浜二丁目）

　※福岡・西福岡税務署では、申告受
け付けのみで申告相談は行いませ
ん。なお、申告は自宅等からパソコン
などを使って行う電子申告（e-Tax）が
便利です。

国際交流活動を支援します
　福岡都市圏の民間団体・個人など
が実施する①国際交流事業②人材育
成事業に対して助成します。②は研修
を主催する事業、外部研修を受講す
る場合の二つの区分があります。詳
細はホームページで確認を。【申込
書】ホームページに掲載【申込期間】

アミカス市民グループ活動支援
事業 参加グループを募集

　男女共同参画を推進する市民グ
ループの活動を支援します。支援内
容は、アミカス会場使用料の免除や
広報の支援、補助金の交付など。詳細
は問い合わせを。【募集案内の配布】
４月１日からアミカス（南区高宮三丁
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。ホームページにも掲載【申込期
間】 ▽ 補助金なし＝４月１日〜11月30
日 ▽補助金あり＝４月１日〜５月30日
iアミカスa526-3755f526-3766
「未来へつなげる環境活動支援事
業補助金」申請を受け付けます

　市民参加型の環境活動に対する補
助金の申請を受け付けます。【対象と
なる活動】市民団体が取り組む地球
温暖化対策、ごみ減量・３R、自然環境
保護、環境美化、環境教育など。【申請
区分・団体要件】①団体活動支援コー
スA（７人以上かつ活動年数３年以上
の団体）②団体活動支援コースB（３
人以上の団体）③環境イベント支援
コース（３人以上の団体が来年３月31
日までに行う来場者見込みが15人以
上のイベント）【補助金額】①②対象
経費の４分の３以内（年間上限①50万
円②20万円）③対象経費の５分の４以
内（上限10万円 ※プラスチックごみ
減量などに関する一部イベントは上
限12万円）【申請書の配布】環境政策課

（市役所13階）、情報プラザ（同１階）、
各区生活環境課、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【申請期間】①
４月１日〜15日②４月１日〜15日、８月１
日〜31日③来年１月31日まで（イベン
ト開催日の２カ月前まで）i①②環境
政策課a733-5381f733-5592③各区
生活環境課（博多区は自転車対策・生
活環境課）

厚生労働省慰霊巡拝
　８月〜来年３月に、カザフスタン共
和国、イルクーツク州・ブリヤート共和
国、ハバロフスク地方・ユダヤ自治州、
中国東北地方（旧満州地区全域）、イ
ンドネシア、東部ニューギニア、ビス
マーク諸島、インド、トラック諸島、ミャ
ンマー、フィリピン、硫黄島を巡拝しま
す。【対象】上記の地域における戦没
者の遺族 ※配偶者（再婚した人を除
く）、父母、子、兄弟姉妹、孫、おい・め
い、参加する遺族（子・兄弟姉妹）の配
偶者。参加者の経費負担あり。申し込
み方法など詳細は問い合わせを。i

保健福祉局総務課a711-4493f733- 
5587

県営住宅入居者を募集
　募集団地や戸数など詳細は３月31
日から情報プラザ（市役所１階）、各区

①および②の研修を主催する場合は
４月１日〜５月６日（消印有効）、②の外
部研修を受講する場合は受ける講座
等の開催日の１カ月前まで。i福岡よ
かトピア国際交流財団a262-1744 
f262-2700
「博多町家」ふるさと館　どんたく
隊募集

　当日に踊りの練習をして、パレード
に参加します。中学生以下は保護者
同伴。d５月４日（水・祝）午後１時15分〜
５時li同館（博多区冷泉町）a281-
7761f281-7762c100人（先着）y法
被レンタル2,500円、法被購入3,500
円、子ども法被レンタルプラン500円

（色と枚数に制限あり）、リピータープ
ラン1,500円（同館どんたく隊の法被
を持参できる人） ※中学生以下参加
無料e電話かファクス、メール（m fur
usatokan@hakatamachiya.com）、来所
で、４月１日以降に同館へ。

予防接種に関する事務の「特定個
人情報保護評価書」変更案につい
て

　【案の閲覧・配布】情報公開室（市役
所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18日（必着）までi保健予防課
a711-4270f733-5535

しごと

就農希望者向け農業研修生募集
①基礎研修②インターンシップ

　農業の基礎知識や栽培技術を学び
ます。詳細は問い合わせを。d５月〜
来年３月の①原則木曜日で月２、３日
程度②60日以内l①ＪＡファーム福岡

（西区今宿青木）②希望する品目の市
内 農 家i農 業 振 興 課a711-4852 
f714-4033t市内に住み、市内で自
営就農を目指す20歳以上。他要件あ
りc①10人程度②４人程度（いずれも
選 考 ）y各１万 円eはがき（〒810-
8620住所不要）かファクス、メール（m 
n-shinko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）で、
４月14日(必着)までに同課へ。４月27
日㈬に②の応募者を対象とする面接
会を開催。

意見募集

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

お知
らせ

意見
募集 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



人事委員会事務局任用課　令和４年度市職員の募集日程について

　募集区分などは変更になる場合があります。採用は原則として来年４月１日。
【募集案内の配布】下表の配布開始日から同課（市役所５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、県民情報センター（県庁１階）な
どで。市ホームページにも掲載。i同課a711-4687f733-5866

募集区分 配布
開始日

受験申し込み 
受付期間

第１次試験
（会場）

最終合格者
発表（予定）

上級

行政事務 行政（一般）、
福祉、心理

５月２日

▽ 電子申請＝
５月２日 〜17
日

▽郵送＝５月２
日 〜19日（ 消
印有効）

６月19日㈰
（福岡市内と
東京都内）
　※就職氷
河期世代は
福岡市内の
み

８月中旬〜
９月下旬

行政技術
土木、建築、
電気、機械、
造園、衛生
管理など

消防吏員A（大学卒業程度）、
就職氷河期世代（行政事
務）、獣医師、保健師

社
会
人
経
験
者

行政 一般、ICT、福
祉

５月２日

電子申請のみ
で５月２日〜17
日　※添付書
類 は 別 送（ 郵
送）で17日（消
印有効）まで

６月19日㈰
（福岡市内と
東京都内）

10月下旬
土木、建築、電気、機械

中級 行政事務、学校事務

７月28日

▽ 電子申請＝
７月28日 〜８
月10日

▽ 郵送＝７月
28日〜８月12日

（消印有効）

９月25日㈰
（福岡市内）

11月上旬〜
12月上旬

初級
行政事務、学校事務

行政技術 土木、建築、
電気、機械

消防吏員B（高校卒業程度）、
保育士、運輸業務従事者

（地下鉄職員）

障がいのある
人を対象とす
る採用選考

行政事務、
学校事務 ８月25日

▽ 電子申請＝
８月25日〜９月
７日 

▽ 郵送＝８月
25日〜９月９日

（消印有効）

10月16日㈰
（福岡市内） 12月中旬

市社会福祉事業団の職員を募集

　【募集職種】社会福祉職、保育士
【採用予定日】来年４月１日以降。既卒
者は今年10月１日以降に採用する場
合もあり【募集案内・申込書の配布】
同事業団事務局（中央区荒戸三丁
目）、情報プラザ（市役所１階）で。ホー
ムページにも掲載。郵送での請求は、
封筒の表に「受験申込書請求」と朱書
きし、140円切手を貼った返信用封筒

（Ａ４が入るもの）を同封して同事務局
（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）へ【申
込期間】４月19日(消印有効)までi同
事務局総務課a731-3711f731-3722

福岡地区職業訓練協会の講習
　①福祉住環境コーディネーター２
級直前（４回）講習②パソコン「ワード
中級ビジュアル文書作成機能の活
用」講習③ガス溶接技能講習④ケア
マネジャー受験対策講習―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

職業訓練６月生を募集

　①ものづくり溶接科②機械加工技
術科③（企業実習付）機械加工技術科
④住宅リフォーム技術科⑤電気設備
技術科―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。i①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 
f0948-22-4912②〜⑤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- 
631-6516
老人福祉センター若久園　おし
ごと相談会

　シルバー人材センターによる個別
相談会です。d４月19日㈫午後１時〜
３時li同園（南区若久六丁目）a 

511-7255f511-7558t市内に住むお
おむね60歳以上c10人(先着)y無料
e電話かファクス、来所で、４月１日以
降に同園へ。

行政書士による「暮らしと事業」無
料相談会

　会社設立や建設業の許可申請、相
続等の相談に応じます。d４月23日㈯
午前10時〜午後４時（受け付けは３時
半まで）lコミセンわじろ２階（東区和
白丘一丁目）i県行政書士会a641-
2501f641-2503y無料e不要

市障がい者110番 ピア相談
　障がいのある人等が相談に応じます

（今回は肢体障がいのある人）。 ※変
更の可能性あり。当日問い合わせを。
d４月20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a738-0010 
f791-7687t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

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。d５月11日㈬午後１時

相 談
〜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c３人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で、４月１日以降に同セ
ンターへ。
人工肛門・人工ぼうこう造設者の
相談室

　新しい装具や食事・入浴などの相
談に応じます。d４月９日㈯午後１時〜
５時lあいあいセンター７階（中央区
長浜一丁目）i日本オストミー協会
福岡市支部a895-2880f891-1890y

無料e不要

境界問題無料相談会
　近隣との境界に関する問題や、土
地・建物に関する測量、登記などにつ
いて、土地家屋調査士が相談に応じ
ます。d４月20日㈬午後１時〜４時（１
組30分）li県土地家屋調査士会（中
央区舞鶴三丁目）a741-5780f731-
5202c５組（先着。１組２人まで）y無
料e電話かファクスで、４月８日午前
10時以降に同会へ。

「遺言の日」無料法律相談
　弁護士が遺言・相続に関する相談
に応じます。d４月15日㈮午前10時〜
午後３時半l天神弁護士センター（中
央区渡辺通五丁目）、六本松法律相談
センター（中央区六本松四丁目）i天
神弁護士センターa741-3208f752-
1330c32人（先着）y無料e電話か
ファクスで、４月１日以降に問い合わ
せ先へ。

糖尿病相談窓口
　糖尿病専門医・管理栄養士・保健
師・運動指導士が、電話かファクスで
食事や運動面の相談に応じます。詳
細はホームページで確認を。d毎日
午前９時〜午後５時i健康づくりサ
ポートセンターa751-2806f751-2572 
t血糖値が高い人やその家族y無料
e不要
不動産鑑定士による不動産の無
料相談会

　土地の価格や有効利用など不動産
に関する相談に応じます。d４月14日
㈭午前10時〜午後４時li県不動産
鑑定士協会（博多区祇園町）a283-
6255f283-6256t県内に住む人y無
料e電話かファクスで、４月１日以降
に同協会へ。

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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　※いずれも入園料別。申し込みは①
②③不要④⑤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、５月④６日⑤11日（いずれも
必着）までに同園へ。ホームページでも
受け付けます。
①春の野鳥写真展　
　野鳥の写真や生態を紹介するパネル
を展示します。d４月19日㈫〜５月１日㈰
y無料
②春の盆栽と山野草展
　販売もあり。d４月21日㈭〜24日㈰y

入場無料
③クレマチス展
　花鉢と切り花を展示。苗の販売もあ
り。d４月29日（金・祝）〜５月１日㈰y入場
無料

④園芸講座〜フラワーアレンジメント
基礎講座〜
　講師は日本フラワーデザイナー協会
の浜辺詔子氏。d５月20日㈮午後１時半
〜３時半c30人（抽選）y2,500円

過
去
の
同
講
座

⑤園芸講座〜寄せ植え講座〜
　講師は英国王立園芸協会の石井康子
氏。花苗や観葉植物を使って作ります。
d５月25日㈬午後１時半〜３時半c30人

（抽選）y2,000円

　未就学児は保護者同伴。c①20人②
各回20人③10組（いずれも先着）y①②
無料③200円e①②当日正午から整理
券を配布③電話かファクス、来所で、４月
５日以降にあいくるへ。

内容 日時 対象
①伝承あそび ４／９㈯14:00〜15:00 １歳〜高校生

②みんなであそぼう（ドッヂビー） ４／17㈰13:30〜、
14:05〜（各回25分） 小中高生

③木育おもちゃのひろば ４／21㈭10:00〜12:00 ０歳〜就学前
　※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。

ほしのおはなし〜はじめてのプラネタ
リウム〜
　初めてプラネタリウムを鑑賞する未
就学児〜小学校低学年向けの作品です
=写真。d４月20日㈬午前11時45分〜午
後０時25分c220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。

５月から始まるクラブ活動・SSJ
　いずれも連続講座（①③④オンライ
ン②対面で実施）。４月①14日㈭②③④
10日㈰にはオンラインでの無料説明会
も実施。料金などの詳細はホームペー
ジで確認を。t①18歳以上（高校生を除
く）②小学４年生以上③④小学３年生以
上c各20人（抽選）eホームページから
４月１日正午〜30日午後６時に申し込み
を。 ※説明会への参加申し込みは①13
日②③④９日いずれも午後６時まで。

内容 日時

①大人のICTクラブ（VBA
を使ったプログラミン
グの基礎を学びます）

５／５〜７／28
の木曜日

（全８回）
19:00〜21:00

c①⑦各８人②⑤⑧⑨25人③⑥40人④
10人（いずれも先着）y①②③⑤〜⑨無
料④400円e電話かファクス、メール（m 
f_kaigon@fukuwel.or.jp）で、４月１日以降
に同センターへ。来所でも受け付けます。

内容 日時
①自分に合った車いす
選びと介助

５／７㈯、11㈬
10:00〜12:00

②人には聞けないお
しっこトラブル

５／９㈪
14:00〜16:00

③感染症を正しく理解
しよう

５／13㈮
14:00〜16:00

④自助具制作教室（バッ
グの持ち手に取り付け
る革製の持ち手カバー
=写真=を作ります）

５／14㈯
14:00〜16:00

⑤人には聞けないうん
ちトラブル

５／16㈪
14:00〜16:00

l①大濠公園（中央区）②〜⑤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）e電話か来所で、①４月１日以降②〜⑤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） 費用
①ニコニコペース健康教室

（ウオーキング）
４／16㈯14:00〜16:00（毎月第
３土曜日開催） 12人 200円

②やせナイト塾
（生活習慣改善教室）

５／７㈯と３カ月後のフォロー
教室で１セット（計２回。連続講
座）。13:00から各４時間程度

８人 1,000円

③禁煙教室 ５／14㈯10:00〜11:30 ９人 1,000円
④１日糖尿病教室

（食事指導、運動指導） ５／21㈯10:00〜15:00 12人 1,000円
（食事付き）

⑤気軽に糖尿病教室 ５／27㈮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。

　※いずれも高校生以下は保護者同
伴。
今宿八十八夜 茶つみのつどい
　茶摘み=写真=と製茶を体験します。
d４月24日㈰午前10時〜午後３時半
c30人（抽選）y３歳以上500円e往復
はがきに参加者全員の応募事項を書い
て、４月１日〜14日（必着）に同センター
へ。

夏休み期間中の宿泊利用
　１泊２日の宿泊利用の申し込みを受け
付けます。料金など詳細は問い合わせ
を。d７月20日㈬〜８月31日㈬cロッジ５
棟（１棟６人まで）、テント８張り（１張り４
人まで）e往復はがきに代表者の応募
事項と団体名、利用人数、希望日（１日の
み）、ロッジかテントのいずれか、希望数
を書いて４月１日〜13日（必着）に同セン
ターへ。抽選後、空きがあれば４月20日
午前９時以降に電話受け付けを開始。

② ふくおかSSJ（スー
パーサイエンスジュニ
ア）こども科学研究所

（ロボットを使ったプ
ログラミングを行いま
す）

５／８〜８／28
の日曜日

（全10回）
15:30〜18:00

③データサイエンスク
ラブ（統計の基礎、デー
タ分析方法、見せ方、伝
え方を学びます）

５／22〜８／28
の日曜日

（全11回）
10:00〜12:00

④プログラミングクラブ
（プログラミングの基
本を学び、オリジナル
プログラムを作成しま
す）

５／22〜８／28
の日曜日

（全11回）
13:00〜15:00

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。d４月16日㈯、17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、
４月１日以降
に同センター
へ。

⑥若年性認知症を知る ５／18㈬
14:00〜16:00

⑦滑らせてらくらく車
いす移乗

５／21㈯、25㈬
10:00〜12:00

⑧知っておきたいおむ
つ選び

５／23㈪
14:00〜16:00

⑨知っておきたいおむ
つの当て方

５／30㈪
14:00〜16:00

　※⑨の受講には⑧の受講が必要。

ジュニアヨット教室
d４月24日㈰午前10時〜午後２時半t

市内に住む小学３年〜中学生c18人（先
着）y1,500円eホームページから４月１
日以降に申し込みを。

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）

科学館
〒810-0044 中央区六本松四丁目２-１　a731-2525 f731-2530
o午前９時半〜午後９時半 ※基本展示室は午後６時まで（入場は５時半まで） x火曜日（祝休日のときは翌平日）

あいくる （中央児童会館）

〒810-0021 中央区今泉一丁目19-22　a741-3551 f741-3541
o午前９時〜午後９時 x月曜日（祝休日のときは翌日）、月末（日曜日のときは翌日）

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６時半（４月〜９月） 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）

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

ヨットハーバー
〒819-0001 西区小戸三丁目58-１
a882-2151 f881-2344
o午前９時半〜午後６時（４月〜９月）

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

過去の同教室

情報BOX 福岡市政だより
令和4（2022）年４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


