
市科学館　①赤とんぼワークショップ②ごろ寝たリウム
〜想いをかなえるプラネタリウム特別体験〜

　①飛行機の翼の骨に当たる重要な部品「リブ」を作ります。②座席を全て外し、
寝転がってプラネタリウムで星を見ます。d①４月16日㈯、17日㈰、23日㈯、24日
㈰、29日（金・祝）、30日㈯午前10時、午後２時から（各２時間）②５月18日㈬午後５時、
６時から（各30分）li同館（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-2530t①
小学４年生以上②不問c①各回５人（先着）②各16組（先着。１組３人まで）y無料
e①ホームページから各開催日の10日前の正午以降に申し込みを。②各30分前
から整理券を配布。

催 し

市介護実習普及センター　
ミニ展示「ユニバーサルデザイン文具」

　縁が斜めにカットされたノートなど、多くの人が使いやすいように考えられた
文房具を紹介します。d開催中〜４月30日㈯午前10時〜午後６時 ※19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

老人福祉センター早寿園　
シニアのためのリラックスヨガ講座

d５月21日〜９月17日の第１・３土曜日午後１時半〜３時（連続講座）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c12人

（先着）y無料e電話か来所で、４月15日以降に同園へ。

講座・教室
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市役所10
階）、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３月29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（４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。
４月17日㈰
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）  a632-3333
木村病院（博多区千代二丁目13-19）  a641-1966
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）  a831-6031
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）  a821-4731
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）  a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）  a881-1331
４月24日㈰
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）  a641-1100
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）  a608-0001
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）  a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）  a781-6381
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）  a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）  a883-2525
４月29日（金・祝）
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）  a681-3115
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）  a721-5252
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）  a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）  a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）  a841-0835
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）  a891-2511

　※外科当番医は変更の可能性があります。最新の情報は
各医療機関に問い合わせを。
　※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

4/

25
●月
他

2アクロス・みんなのアート展

　「水の音」をテーマにした、障がいのある人の美術作品を展示。障が
いのあるアーティストと博多人形師によるコラボレーション人形の展
示・販売やアートライブなどもあり。詳細はホームページで確認を。d

４月25日㈪〜５月１日㈰午前10時〜午後６時（最終日は４時まで）lアク
ロス福岡１階・２階（中央区天神一丁目）iアクロス福岡 文化観光情報
ひろばa725-9100f725-9102y入場無料

4/

29
●●金・祝

2金山山開き

　金山（早良区）の山頂（標高967ｍ）で記念品を進呈。雨天中止。d午
前11時〜午後０時半i早良区企画課a833-4306f846-2864t登山経
験者c200人（先着）y無料e不要

4/

29
●●金・祝
他

2もーもーらんど油山牧場　羊の毛刈り実演

　同牧場の職員が実演します。雨天中止。d４月29日（金・祝）、30日㈯、５
月１日㈰、３日（火・祝）〜５日（木・祝）午後１時〜１時半li同牧場（南区柏
原）a865-7020f865-7040y無料e不要

5/

3
●●火・祝

2子どものための地域舞台公演「岡田健太郎のピアノ弾き
語りコンサート チョコレートはんぶんこ」

d午前11時半〜、午後３時半〜（各１時間）l市科学館（中央区六本松
四丁目）i福岡まんなか子ども劇場af715-5040c各200人（抽選）
y小学生以上1,500円、４歳以上1,000円、３歳以下無料。当日は小学生
以上は500円増しe電話かファクス、メール（m mannakakids.2019@gm
ail.com）に応募事項と希望時間を書いて問い合わせ先へ。来所（中央
区草香江一丁目 朝日プラザ大濠Ⅱ３階）、ホームページでも受け付け。
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3
●●火・祝
他

2海上保安庁巡視船「やしま」一般公開

　小学生以下は保護者同伴。d５月３日（火・祝）午後１時〜３時、４日（水・祝）
午前９時半〜午後３時l中央ふ頭９号岸壁（博多区沖浜町 クルーズセ
ンター東側）i福岡海上保安部管理課af281-5866y無料e不要

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

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

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

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

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４月15日 14催し 講座

教室



老人福祉センター東香園

　①終了後に個別相談もあり（希望者のみ。先着順）。②総務省行政相談委員が
応じます。③フレイル（加齢による心身の虚弱）の予防法等を学びます。④薬剤
師が相談に応じます。お薬手帳を持参してください。⑤行政書士から法律改正に
ついて学びます。終了後、個別相談会もあり（希望者のみ。先着２組）。li同園

（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳以上（③は家族
の参加も可）c①③⑤15人②10人④３人（いずれも先着）y無料e電話かファク
スに応募事項と①⑤の個別相談を希望する人はその旨も書いて、４月15日以降
に同園へ。来所でも受け付けます。

内容 日時
①人生100年時代のシニアの過ごし方と働き方 ４／19㈫13:00〜14:00
②行政相談およびお困りごと何でも相談会 ４／26㈫12:00〜14:00
③高齢期を元気に過ごすためのフレイル予防教室 ４／27㈬11:00〜12:00
④くすりの個別相談会 ４／27㈬12:30〜15:30
⑤「私たちのくらしは４月からこう変わる」セミナー＆相
談会 ４／28㈭13:00〜14:00

講座・教室

舞鶴公園　①花まつり②みどりのまちマルシェ

　①園内に移動式ベンチの休憩所を設置します。②有機野菜や農産加工品など
を販売。いずれも詳細はホームページで確認を。d①４月16日㈯〜５月22日㈰午
前10時〜午後４時 ※４月16日㈯、17日㈰は藤まつりを開催②４月〜11月の第４土
曜日午前10時〜午後２時li同公園（中央区城内）a781-2153f715-7590y入
場無料e不要

催 し

市博物館　①企画展示 いきもの文化誌〜海の巻〜
②企画展示 福岡の青銅器展

　①海の生き物をテーマに、絵図や暮らしの道具などを通して、福岡の文化や風
習などを紹介します。②市内から出土した弥生時代の青銅器を紹介します。d①
４月12日㈫〜６月19日㈰②４月19日㈫〜６月12日㈰いずれも午前９時半〜午後５
時半（入館は５時まで）x月曜日li同館（早良区百道浜三丁目）a845-5011 
f845-5019y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

催 し

城南障がい者フレンドホーム　①機織りに挑戦 コース
ター作り②お菓子作り教室 台湾カステラ作りに挑戦

d①５月22日㈰、６月12日㈰午前10時〜正午
（連続講座）②５月31日㈫午後１時半〜３時半

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）c①４人②８人（いずれも抽選）y①
無料②500円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 jyo
nan.f@c-fukushin.or.jp）、来所で、４月15日〜
30日（必着）に同ホームへ。

催 し

機織り機でコースターを作ります

応募等のはがきの料金は 63 円です。
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6
●金

3シニア活躍応援プロジェクト
「人生100年 仕事と健康」

　健康や再就職などについて考えます。詳細は問い合わせを。d午後
１時半〜３時半l福岡商工会議所ビル（博多区博多駅前二丁目）iシ
ニア活躍応援セミナー事務局（パーソルテンプスタッフ内）a433-
7780f287-9330t市内に住むおおむね60歳以上c20人（先着）y無
料e電話かファクスで、４月15日以降に同事務局へ。定員を超えた場
合のみ通知。

5/

6
●金
他

3初心者向け 健康ボウリング教室

d ▽Aコース＝５月６日〜６月10日の金曜日午後１時半〜３時半 ▽Bコー
ス＝５月７日〜６月11日の土曜日午前10時〜正午 ▽Cコース＝５月10日
〜６月14日の火曜日午前10時半〜午後０時半 ▽D・Eコース＝５月11日〜
６月15日の水曜日。Dは午前10時半〜午後０時半、Eは午後２時〜４時 ▽

Fコース＝５月12日〜６月16日の木曜日午後７時〜９時（いずれも連続
講座）lフラワーボウル（博多区銀天町三丁目）i県ボウリング連盟・
秀嶋a090-9794-7113f573-8815c各コース20人（先着）y2,000円（保
険料別）e電話かファクス、メール（m front@flowerbowl.net）に応募事
項と希望するコースを書いて、４月15日以降に問い合わせ先へ。来所

（フラワーボウル内）でも受け付けます。

5/

8
●日

2九州交響楽団　名曲・午後のオーケストラ
〜山下洋輔 迫真のラプソディ・イン・ブルー〜

　ガーシュインの「ラプソディ・イン・ブルー」などを演奏します。未就
学児は入場不可。d午後２時〜４時l福岡サンパレスホテル＆ホール

（博多区築港本町）i九響チケットサービスa823-0101f822-8833y

全席指定S席5,600円、A席4,700円、B席・車いす席3,700円、学生席1,500
円n４カ月〜就学前（1,000円。託児の申し込みはテノ.サポートa0120-
8000-29またはa263-3580へ。先着順）e電話か来所（城南区七隈一丁
目）で問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

5/
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●日
他

3市ヨットハーバー　
①ジュニアヨット教室②初心者ヨット教室

d５月①８日㈰午前10時〜午後２時半②14日㈯午前10時〜午後４時
li市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）a882-2151f881-2344t市
内に住む①小学３年〜中学生②16歳以上c①18人②10人（いずれも
先着）y①1,500円②3,000円eホームページから４月15日以降に申し
込みを。

5/

10
●火
他

3福岡日仏協会　フランス語講習

　①はじめてクラス②初級③中級④会話クラスの４コース。①以外は
見学も可。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㈫〜８月10日㈬①火曜日午後２時20分〜３時40分②水曜日午後３時
20分〜４時40分③水曜日午後７時〜８時20分④火曜日午後７時半〜８
時50分（いずれも祝休日を除く。連続講座）l新日本アプレット（中央
区天神四丁目 博多天神ビル）i同協会a080-3184-8690f524-8325 
c各18人（先着）y１万6,000円（テキスト代別）e電話かメール（m 
info@fukuoka-nichifutsu.com）に応募事項と希望コース、連絡の取れる
電話番号とあればメールアドレスを書いて、同協会へ。
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11
●水

3街歩きミニ講座
「源頼朝と住吉宮・聖福寺・栄西・住吉昌長」

　源頼朝と住吉宮・聖福寺をテーマに博多の街を巡ります。座学もあ
り。d午前10時〜午後３時l集合は聖福寺（博多区御供所町）i那国
王の教室a050-1121-9445m tahi_qz@ybb.ne.jpt18歳以上c20人（先
着）y2,000円e電話かメールで、４月15日以降に問い合わせ先へ。

5/

11
●水
他

3花あふれる街づくりのお手伝い 
園芸ボランティア養成講座（シニア対象）

d５月11日㈬、18日㈬午前10時〜正午（連続講座）li中央市民セン
ター（中央区赤坂二丁目）a714-5521f714-5502t市内に住むおおむ
ね60歳以上で、講座終了後ボランティア活動に参加できる人c15人

（抽選）y無料e電話かはがき（〒810-0042中央区赤坂２-５-８）、ファク
ス、来所で、４月15日〜25日（必着）に同センターへ。

5/

12
●木

2市家族介護者のつどい

　家庭での介護に役立つ、立ち上がりや食事などについての講座や
家族介護者同士の意見交換･懇親会などを行います。d午後２時〜４
時lアミカス（南区高宮三丁目）i市介護実習普及センターa731-
8100f731-5361t市内に住み、要支援または要介護の認定を受けた
家族を在宅で介護している人c20人（抽選）y無料e電話かファクス、
メール（m ｆ_kaigon@fukuwel.or.jp）で、５月11日までに同センターへ。
来所（中央区荒戸三丁目 ふくふくプラザ３階）でも受け付けます。空
きがあれば当日も受け付け可。

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

福岡市政だより
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教室



福北連携コーナー
北九州市平和のまちミュージアムがオープンします

　４月19日㈫に体験型施設「北九州市平和のまちミュージアム」が開館します。
昭和20年８月８日の八幡大空襲や、翌９日に長崎市に投下された原子爆弾を搭
載した爆撃機が小倉上空を飛来した出来事などを映像で追体験できます。ま
た、当時の一般的な家庭の暮らしを再現した展示コーナーなどもあり。o午前
９時半〜午後６時（入館は５時半まで）x月曜日（祝休日の場合は翌平日）li

同ミュージアム（北九州市小倉北区城内）a093-592-9300f093-592-9305y一
般200円、中高生100円、小学生50円、未就学児無料

かなたけの里公園　小麦収穫・うどん打ち体験

　小麦の収穫から製粉、うどん打ちまで行います。打ったうどんの持ち帰り可。
小学生以下は保護者同伴。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d

５月28日㈯午前９時半〜午後３時、６月11日㈯午前９時半〜正午、25日㈯午前９時
半〜正午、７月24日㈰午前９時〜正午または午後１時〜４時（連続講座）li同公
園（西区金武）a811-5118f400-0147c10組（抽選。１組５人まで）y１組4,000円
e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27日（消印有効）までに同公園へ。１組１通。

催 し

市障がい者スポーツ協会　
障がい者フライングディスク教室

　詳細は申込書で確認するか問い合わせを。d５月21日〜10月15日の土曜日午
前10時〜正午（月１回の連続講座）lさん・さんプラザ（南区清水一丁目）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c40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・さんプラザで配布す
る申込書を４月11日〜25日（必着）に同協会へ。

講座・教室

博多座「市民半額観劇会」

　六月博多座大歌舞伎を半額で観覧できます。d６月３日㈮、７日㈫、11日㈯、17
日㈮、19日㈰、23日㈭午前11時から（３日、７日、23日は午後３時半からの公演もあ
り）、５日㈰、12日㈰、15日㈬午後３時半から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50人（抽選）yA席8,000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４月21日（消印有効）までに同事務局へ。当選
者のみ通知（４月26日ごろ発送）。

催 し

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。

5/

12
●木

3東障がい者フレンドホーム　日常防災講座

　100円均一ショップで買える物を使って、台風や地震などの災害に
備える方法を学びます。d午前11時〜正午li同ホーム（東区松島三
丁目）a621-8840f621-8863t障がいのある人を介護している人、介
護従事者c10人（先着）y無料e電話かファクス、来所で、４月15日以
降に同ホームへ。

5/

13
●金

3Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部　ミシンを使った洋裁教室
〜日焼け対策にも使える羽織れるシャツづくり〜

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15日
以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

5/

13
●金
他

2博多ガイドの会　小さなアジアを探して吉塚さんぽ

　ミャンマーやタイ、インド、ベトナムなど、アジア各国の飲食店など
が集まる、リトルアジアマーケット・吉塚市場周辺を巡ります（ミャン
マーコーヒー付き）。d５月13日㈮、14日㈯午後１時半〜３時半l集合
はＪＲ吉塚駅、解散はチョウゼヤ（博多区吉塚一丁目）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）y1,000円e電話かファクスに応募事項と希望日を書い
て、４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。

5/

14
●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、４月15日以降に同ゴルフ場へ。

5/

14
●土

3干潟生物調査と環境学習

　国内有数の渡り鳥の飛来地として知られる和白干潟（東区）に生息
する生き物を調査し、干潟の生き物や役割などについて学びます。d

午後１時半〜４時半l集合・解散は和白干潟海の広場（東区和白四丁
目）i環境調整課a733-5389f733-5592t小学３年生以上（小学生は
保護者同伴）c30人（抽選）y無料eファクスかメール（m k-chosei.
EB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項を書いて、４月15日〜
19日に同課へ。

5/

15
●日
他

2①②古代官道を歩こう③古代迎賓館の鴻
こうろかん

臚館

　①福岡城（中央区城内）から西鉄平尾駅まで②西鉄高宮駅から若八
幡宮（南区三宅二丁目）まで、鴻臚館と大宰府をつないだ古代官道を
ボランティアガイドと一緒に歩きます。③古代の迎賓館である鴻臚館
について学びます。いずれも小学生以下は保護者同伴。d①５月15日
㈰②６月５日㈰③６月19日㈰いずれも午前10時〜正午l①集合は福岡
城むかし探訪館（中央区城内）、解散は西鉄平尾駅②集合は西鉄高宮
駅、解散は若八幡宮③福岡城むかし探訪館他（中央区城内）i福岡城
市民の会a716-8238f716-8254c①②30人③15人（いずれも抽選）y

各700円、小学生以下無料eはがき（〒810-0042中央区赤坂１-12-15 読
売福岡ビル７階）かファクス、メール（m staff@fukuokajokorokan.info）
に応募事項と希望コースを書いて、各開催日の５日前（消印有効）まで
に同会へ。落選者のみ通知。

5/

17
●火

2九州市民大学５月講演会

　狂言師の野村萬斎が「ヒューマンコメディ〜生きること、笑うこと
〜」をテーマに話します。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同大学事務局a714-0066f714-6045c300人（先着）y3,000
円e不要

　４月９日㈯から開催中の、福博の
まちが花であふれる春の祭典「一人
一花スプリングフェス」=写真=の会
場を彩った花苗１万5,000ポットを、
最終日の４月17日㈰午後２時から４
時まで市役所西側ふれあい広場で
無料配布します（なくなり次第終了。
１人10ポットまで。必ずマイバッグを
持参してください）。詳細は一人一
花運動のホームページで確認を。

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や、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.2
一人一花だより

一人一花スプリングフェス最終日に
花苗を配布します

情報BOX 福岡市政だより
令和4（2022）年４月15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

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



さん・さんプラザ（市障がい者スポーツセンター）

　連続講座（⑧を除く）。日程や対象など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
障がいのある人など（教室によって他要件あり）y無料e①〜⑦来所で４月15日
以降に同プラザへ。随時受け付け。⑧４月15日から同プラザで配布する申込書
で申し込みを。

内容 日時 定員（先着）
①基礎卓球教室 ５／５〜来年３／19の不定期の

日・祝日10:00〜12:00 30人

②フットサル教室 ５／７〜来年２／24の不定期の
原則土曜日13:00〜15:00 20人

③親子水あそび ５／７〜来年２／４の原則第１
土曜日14:05〜14:50 10組

④実践卓球教室 ５／13〜来年３／10の原則第２
金曜日18:30〜20:30 10人

⑤リフレッシュ教室 ５／19〜来年２／16の原則第３
木曜日10:30〜12:00 25人

⑥サッカー教室 ５／27〜来年２／24の原則第２
金曜日17:00〜18:30 10人

⑦ビギナー水泳教室（短期） ６／５〜８／21の日曜日16:30〜
18:00 10人

⑧福岡オープンバドミントン大会 ６／11㈯、12㈰9:00〜17:00 各60人

講座・教室

雁の巣レクリエーションセンター

　①は２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、３㎞程度
歩きます。雨天中止。いずれも小学生以下は保護者同伴。li同センター（東区
奈多）a606-3458f607-9057t①小学生以上②小学１〜４年生③５歳〜小学３年
生を含む家族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。
②③往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクス、来所で、②４月27日③
５月５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。

内容 日時 定員 費用
①ノルディック・ウォーキ
ング教室

５／２〜30の月曜日
10:00〜11:30 各30人（先着）無料（ポールレン

タル代300円）
②運動会応援 かけっこ上
達教室

５／８㈰10:00〜
12:00 30人（抽選） 500円

③サツマイモ植え付け収
穫体験

５／15㈰、10／16㈰
10:00〜11:00

30組（抽選。１
組５人まで） １組1,000円

講座・教室

老人福祉センター若久園

　①はスマートフォンの基礎知識と電話やカメラの操作などを学びます。スマー
トフォンの持参は不要。li同園（南区若久六丁目）a511-7255f511-7558t市
内に住む人（①②③は60歳以上）y無料e電話か来所で、①４月15日〜５月６日
②③４月19日以降④４月27日以降に同園へ。①は空きがあれば当日も受け付け
ます。

内容 日時 定員
①スマホ体験教室 ５／13㈮13:00〜14:30 10人（抽選）
②救命救急講座 ５／19㈭13:30〜15:00 20人（先着）
③介護保険勉強会 ５／19㈭15:00〜16:00 20人（先着）
④認知症カフェ（若久園カフェ） ５／27㈮14:00〜16:00 10人（先着）

講座・教室
はかた伝統工芸館　博多人形 節句人形展

　武者物や桃太郎など、博多人形の作品約50点を展示・販売します。d４月19日
㈫〜５月８日㈰午前９時半〜午後５時半（入館は５時まで）x月曜日li同館（早
良区百道浜三丁目 市博物館２階）a409-5450f409-5460y入場無料

催 し

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

5/

18
●水
他

3福岡ファミリー・サポート・センター　
提供・両方会員養成講習会

　育児の援助をする「提供会員」と、育児の援助・依頼をする「両方会
員」になるための講習会。d５月18日㈬、20日㈮、24日㈫午前10時〜午
後３時（24日は２時半まで。連続講座）lふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）i同センターa736-1116f713-0778t市内に住み、心身共に
健康で自宅で安全に子どもを預かることができる人c40人（先着）y

無料n６カ月〜就学前（無料。５月11日までに要申し込み。抽選）e電
話かファクス、メール（m f-support@fukuoka-shakyo.or.jp）で、４月15
日以降に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

5/

18
●水
他

3「博多町家」ふるさと館　
古文書はじめて講座〜博多史料に挑戦〜

　古文書の読み方や郷土史について学びます。初心者向け。d５月18
日〜８月17日の第３水曜日午後２時半〜４時（連続講座）li同館（博
多区冷泉町）a281-7761f281-7762c12人（抽選）y2,000円e電話か
ファクス、メール（m furusatokan@hakatamachiya.com）、来所で、４月15
日〜30日に同館へ。当選者のみ通知。

5/

21
●土

3スポーツ体験塾　ボルダリング教室

　基本の登り方を学びます。d①午前９時〜10時15分②10時45分〜
正午lブラボークライミング福岡西（西区内浜一丁目）i市スポーツ
協会事業課a407-8381f407-8185t①小学生②小学生と保護者c各
20人（抽選）y１人500円eホームページから４月15日〜30日に申し込みを。

5/

22
●日

3早良障がい者フレンドホーム　市出前講座

　災害から身を守る方法や防災対策を学びます。d午後２時〜３時
li同ホーム（早良区百道浜一丁目）a847-2761f847-2763t市内に
住む障がいのある人c10人（先着）y無料e電話かファクス、メール

（m sawara-friend@nonohana.or.jp）、来所で、４月15日以降に同ホームへ。

5/

24
●火
他

3健康ボウリング教室

　講義と実技を行います。詳細は問い合わせを。d５月24日〜６月29
日の火・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ラウンドワン福岡天神店（中央区天神二丁目）a070-
1262-5137f720-8103c各コース42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。

5/

25
●水

4市難病講演会「日常生活で役立つ感染症予防のポイン
ト 〜難病患者のために〜」

　講師は新古賀病院 膠原（こうげん）病・リウマチ科医師の末松栄一
氏。d午後２時〜４時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）i各区健康課
t市内に住む難病患者や家族などc電話申し込み＝40人（先着）、
ホームページからの申し込み＝40人（抽選）y無料e電話（a851-6012）
で４月18日以降に早良区健康課へ。ホームページから申し込む場合は
５月８日までに申し込みを。

6/

4
●土
他

2背振少年自然の家　せふりチャレンジクラブ

　サツマイモの苗植えや草木染めを体験します。市役所発着の送迎
バスか自家用車で来所してください。詳細はホームページで確認を。
d６月４日㈯午前10時〜５日㈰午後２時半（１泊２日）li背振少年自然
の家（早良区板屋）a804-6771f804-6772t小学４年〜中学生c20人

（抽選）y5,000円eホームページから５月４日までに申し込みを。

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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医師による不妊専門相談
　不妊治療の医師・井上善仁氏が相
談に応じます。d４月28日㈭午後３時
〜５時li市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
４月15日午後１時以降に同センターへ。

相 談 お知らせ
都市計画の原案を縦覧できます

　【原案の内容】地区計画の決定＝竹
丘町三丁目地区（博多区竹丘町三丁
目の一部）【縦覧・意見書の提出】４月
15日㈮〜５月２日㈪に都市計画課（市
役所４階）で。市ホームページでも閲
覧できます。区域内の土地の所有者
など利害関係を有する人は、５月９日
㈪まで意見書の提出可。i同課a 

711-4388f733-5590
東部資源化センターのごみの受
け入れを休止します

　建築復旧工事のため、５月１日㈰か
ら７月31日㈰まで休止します。i同セ
ンターa691-0831f691-0205
地域で学習活動を行う10人以上
のグループに助成します

　詳細は市ホームページで確認する
か問い合わせを。【対象】 ▽家庭教育
に関する学習を行う、小中学生の保
護者など ▽人権問題に関する学習を
行う人権課題の当事者など ▽放課後
等補充学習を行う、中学生と保護者
など【対象期間】来年３月31日まで【助
成額】対象経費の５分の４以内（上限
額30万円）【申込期間】５月６日（必着）
までi市地域の教育力育成・支援協
議会事務局（人権・同和教育課内）a 

711-4645f733-5538
赤い羽根共同募金の配分先を募
集します

　民間社会福祉施設や福祉団体に配
分し、活動を支援します。申請書類な
ど詳細は問い合わせを。【対象事業】
令和５年度実施事業【申請期間】４月
18日〜５月９日i県共同募金会福岡
市支会a720-5350f751-1509
市マンション管理適正化推進計画
を策定しました

　【案の閲覧・配布】５月31日まで住宅
計画課（市役所３階）、情報公開室（同
２階）、情報プラザ（同１階）、各区役所
情報コーナー、入部・西部出張所で。
市ホームページにも掲載i同課a711- 
4598f733-5589
博多ポートタワー・博多港ベイサイ
ドミュージアムが再開館しました
　改修工事等のため休館していた両
施設（博多区築港本町）が再開館しま
した。詳細は市ホームページで確認
を。o午前10時〜午後５時（入館は４
時40分まで）x水曜日（祝休日の場合
は翌平日）i博多ポートタワーa291-
0573、博多港ベイサイドミュージアム
a282-5811f（共通）291-0573

新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金の申請期限が
延長されました

　緊急小口資金等の特例貸し付けを
利用できない世帯に対して、就労によ
る自立や生活保護の受給につなげる
ため、支援金を支給または再支給しま
す。【対象】社会福祉協議会の特例貸
し付けのうち、再貸し付けが終了した
世帯や再貸し付けが不決定とされた
世帯。 または緊急小口資金と初回貸
し付けが今年６月までに終了する世
帯【再支給対象】今年６月までに支援
金の初回受給が終了する世帯 ※い
ずれも一定の要件あり。生活保護受
給世帯は対象外。詳細は市ホーム
ページで確認するか問い合わせを

【申請期限】６月30日（消印有効）まで
i生活困窮者自立支援金コールセン
ターa0120-322-256f710-5502

固定資産税の現況調査にご協力を
　適正な課税のために毎年土地や家
屋の現況調査を行っています。訪問
する職員は顔写真付きの徴税吏員証
と職員証を携帯しますので、提示を求
め、確認してください。i各区課税課
令和３年度包括外部監査結果を
公表

　監査結果報告書は監査総務課（市
役所６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・西部出張所で閲覧できま
す。市ホームページにも掲載。i同課
a711-4704f733-5867
４月は20歳未満飲酒防止強調月間 
お酒は20歳になってから

　20歳未満の人の飲酒は法律で禁止
されています。発達が盛んな時期の
飲酒は、体や心に悪影響を与えるた
め、絶対にやめましょう。i博多税務
署酒類指導官a641-8131
第３子優遇事業の申請を受け付
けています

　18歳未満の子どもを３人以上養育
する家庭を対象に、３人目以降の子ど
もの小学校入学前３年間、第３子手当
や認可外保育施設等の副食費などを
支給します。申請は４月30日までに住
所地の区子育て支援課へ。詳細は市
ホームページに掲載。i各区同課

各区障がい者基幹相談支援センターで相談を受け付けています
　同センターは、障がいのある人やその家族からの日常生活のさまざまな相談
を電話やファクス、来所、訪問などで受け付けています。詳細は市ホームページ
で確認するか問い合わせを。【開所時間】平日午前９時〜午後５時i各センター

名称 住所 連絡先 担当小学校区

東区
第１

東区三苫８-105-１ 
やまと更生センター内

a607-3651
f607-3652

勝馬、西戸崎、志賀島、奈多、
三苫、和白、美和台、和白東、
香椎、香住丘

東区
第２ 東区名子３-１-８ a692-2744

f692-2745
香陵、千早、千早西、舞松原、
若宮、青葉、多々良、八田、
香椎下原、香椎東

東区
第３

東区馬出１-２-23　
第１岡部ビル102　

a292-5604
f292-5607

香椎浜、城浜、照葉、筥松、
松島、名島、箱崎、東箱崎、
馬出、照葉北

博多区
第１ 博多区吉塚３-18-１ a409-2478

f409-2479
千代、博多、堅粕、東光、住吉、
春住、東住吉、東吉塚、吉塚

博多区
第２ 博多区諸岡１-15-22　 a589-6292

f589-6293
月隈、東月隈、席田、板付、
板付北、那珂、宮竹、弥生、
三筑、那珂南

中央区 中央区笹丘２-24-35 
スカイコートSEIWA１階

a738-3314
f738-3340

当仁、福浜、南当仁、舞鶴、赤
坂、警固、高宮、春吉、草ケ江、
笹丘、鳥飼、小笹、平尾

南区
第１ 南区野間４-２-40　 a559-1929

f559-1931
塩原、玉川、筑紫丘、東若久、
大池、若久、大楠、西高宮

南区
第２ 南区野多目４-25-29　 a555-2461

f555-2462
野多目、三宅、曰佐、高木、
宮竹、横手、弥永、弥永西、
鶴田、老司

南区
第３ 南区長丘３-９-８　 a401-0016

f401-0089
西花畑、東花畑、長住、長丘、
西長住、柏原、花畑

城南区 城南区樋井川４-１-11 
りーど内　

a874-7907
f874-7910

城南、鳥飼、別府、金山、七隈、
片江、南片江、堤、堤丘、西長
住、田島、長尾

早良区
第１ 早良区西新７-15-９ １階 a847-2764

f847-2765
高取、室見、大原、小田部、原、
原北、飯倉、飯倉中央、飯原、
西新、百道、百道浜

早良区
第２

早良区東入部１-９-１　
早良ひまわりハウス内

a834-2006
f834-2007

有住、原西、有田、賀茂、入部、
四箇田、内野、早良、脇山、
田隈、田村、野芥

西区
第１

西区姪の浜４-22-31　
ヌメルス３　30号室　

a885-5060
f885-5065

愛宕、愛宕浜、小呂、能古、
姪北、内浜、玄界、福重、姪浜、
城原、西陵、石丸、下山門

西区
第２ 西区今宿西１-25-17　 a806-5259

f834-2063
壱岐南、金武、今宿、今津、
北崎、玄洋、壱岐、壱岐東、
周船寺、元岡、西都
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総合図書館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目７-１　a852-0600 f852-0609
o午前10時〜午後８時（日・祝休日は午後７時まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）、月末

映像ホール・シネラ　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
３日
（火・祝）

［11］ボリウルの夏
［２］飛天舞

４日
（水・祝）

［11］もし、あなたなら
［２］下流人生

５日
（木・祝）

［11］麻婆島（マパド） ［２］私の
生涯で最も美しい一週間

７日㈯［11］EIGHTEEN（エイティーン）
［２］７月32日

８日㈰［11］浄土アニャン
［２］豆満江

11日㈬［11］ボリウルの夏
［２］手のとどく限り

12日㈭［11］飛天舞
［２］浄土アニャン

13日㈮［11］下流人生
［２］麻婆島

14日㈯［11］EIGHTEEN ［２］私の生涯で
最も美しい一週間

15日㈰［11］もし、あなたなら
［２］７月32日

18日㈬［２］私の生涯で最も美しい一週
間

19日㈭［11］手のとどく限り
［２］７月32日

20日㈮［11］ボリウルの夏
［２］きらめく拍手の音

21日㈯
［11］豆満江
［２］きらめく拍手の音＜上映後
トークイベント＞※

22日㈰［11］下流人生
［２］きらめく拍手の音

25日㈬［２］飛天舞
26日㈭［11］もし、あなたなら

［２］EIGHTEEN
27日㈮［11］浄土アニャン

［２］豆満江
28日㈯［11］手のとどく限り

［２］麻婆島
　※５月21日㈯午後２時の「きらめく拍
手の音」の上映後、監督のイギル・ボラ
氏のトークイベントを開催します。

ひとり親家庭支援センター
〒810-0074 中央区大手門二丁目５-15　a715-8805 f725-7720
o午前９時〜午後９時（日祝日は午後５時半まで）x月曜日

美術館
〒810-0051 中央区大濠公園１-６　
a7１４-6051 f７14-6071
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）

アミカス（男女共同参画推進センター）

〒815-0083 南区高宮三丁目３-１
a526-3755 f526-3766
o午前９時半〜午後９時半（日・祝休
日は午後５時まで）x第２・最終火曜日

（祝休日のときは翌平日）。アミカス
図書室は第３火曜日も休み。

国民生活基礎調査にご協力を

　４月下旬〜６月上旬に、市が委嘱し
た調査員が、厚生労働省が指定する
対象地区の世帯を訪問し、生活に関
する調査を行います。詳細はホーム
ページで確認を。i国民生活基礎調
査コールセンターa0570-055-004（４
月15日以降）
住居確保給付金の再支給の申請
期間が６月末まで延長されました

　離職、廃業または休業等による収
入の減少で経済的に困窮し、住居を
失う恐れのある人に対して、家賃相当
分の給付金を支給して住居の確保と
就職に向けた支援を行う制度です。こ
れまで一度給付金の受給が終了した
人は「雇用主都合により新たに解雇さ
れた場合」のみ再受給が可能でした
が、昨年２月の改正で、「雇用主都合に
よる解雇以外の離職、廃業、休業等に
より減収した場合」も再受給が可能に
なりました。支給期間は３カ月で、延長
はありません。また、６月末までに申請
した場合は職業訓練給付金との併給
が可能です。詳細は市ホームページ
で確認を。【申請期間】６月30日（消印
有効）までi市生活自立支援セン
ターa0120-17-3456f732-1190、同セ
ンター分室a0120-20-0607f401-1887
博多どんたく港まつり前夜祭の整
理券を配布

　お祭り本舞台（市役所西側ふれあ
い広場）で５月２日㈪に開催される前
夜祭の入場整理券を配布します（なく
なり次第配布終了）。【整理券の配布
日時・場所】４月22日㈮午前10時から、
福岡商工会議所１階（博多区博多駅
前二丁目）、エルガーラ・パサージュ広

場（中央区天神一丁目）、ＲＫＢ毎日放送
（早良区百道浜二丁目）で。i福岡市
民の祭り振興会a441-1118f441-1149
「子どもの食と居場所づくり支援
事業」活動団体に助成します

　子どもたちに温かい食事を提供し、
大人と一緒に調理したり宿題をしたり
できるような居場所づくりを行う団体
に経費の一部を助成します。申請方
法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こども見守り
支援課a711-4762f733-5534
不妊治療の助成事業の経過措置
を実施しています

　今年４月から不妊治療の保険適用
が開始されたことに伴い、これまでの
助成制度から保険制度への移行期間
として、今年度は助成事業の経過措
置を行います。詳細は市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを。
①特定不妊治療費助成事業（経過措
置）
　【対象】次の要件を全て満たす、治
療開始から申請日まで市内に住む法
律上または事実上の夫婦 ▽今年３月
31日以前に治療を開始し、今年４月１
日以降に治療が終了する ▽指定医療
機関で特定不妊治療（10割負担）を
行った ▽申請に係る治療開始日の妻
の年齢が42歳以下【助成額】上限30
万円（採卵を伴わない移植等は上限
10万円）【申請期間】来年３月31日まで
②一般不妊治療費助成事業
　【対象】次の要件を全て満たす、治
療開始から申請日まで市内に住む法
律上または事実上の夫婦 ▽今年３月
31日以前に治療を開始した ▽医療保
険各法（国民健康保険等）の被保険者
か被扶養者 ▽人工授精を実施し、治

療が終了（妊娠判定）している ▽申請
に係る治療開始日の妻の年齢が39歳
以下【助成額】対象となる治療のう
ち、今年３月31日までに要した費用の
２分の１（上限５万円）【申請期間】治療
開始月〜１年３カ月以内 ※申請の受
け付けは９月30日までiこども健全
育成課a711-4065f733-5534

しごと

地域保健福祉課「生き活（い）き講
座」職員を募集

　各区地域保健福祉課で、公民館な
どで開催する高齢者を対象とした健
康づくり・介護予防講座の運営・実施
などに従事。【資格】次の全てを満た
す人 ▽保健師の資格を有する ▽普通
自動車運転免許（ＡＴ車限定免許を含
む。取得見込み可）を有する。他要件
あり【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】４月11日から地域包括ケア推進
課（市役所12階）、情報プラザ（同１
階）、各区地域保健福祉課、入部・西部
出張所で。市ホームページにも掲載

【申込期間】４月22日（必着）までi地
域包括ケア推進課a711-4373f733- 
5587

オンライン合同企業説明会「ジョ
ブイベ福岡」

　各日約50社が参加。d４月21日㈭、
22日㈮午後１時〜５時i福岡商工会

　※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。

議所 商業・雇用支援グループa441-
2169f482-1523t大学、短大、高専、
専門学校などを来年３月に卒業予定
の人、求職中の人y無料eホームペー
ジから申し込みを。
企業誘致課 外国企業立地相談員
を募集

　中国語による、企業立地について
の海外からの相談対応、翻訳・通訳業
務などに従事。【資格】中国語検定試
験準１級（同等の資格も可）。日本語を
母国語としない場合は日本語能力試
験N１（同等の資格も可）が必要。他要
件あり【任用期間】７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】４月18日〜５月９日

（必着）i同課a711-4849f733-5748

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「Excel VBAマクロ」講習
②パソコン「AutoCADによる建築・機械
設計」講習③パソコン「わかりやすい
ワードプレス」講習④パソコン「Photo 
shop」講習⑤パソコン「Excel初級」講
座—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

就業支援講習会
　②〜⑮は連続講座。詳細は問い合わ
せを。t市内に住む一人親か寡婦c①
〜④⑥⑦⑧⑪⑬⑭10人⑤⑩⑫12人⑨⑮
６人（いずれも定員を超えた場合は選
考）y無料n３カ月〜小学生（無料。前日
までに要申し込み）e電話か来所で、４
月30日までに同センターへ。

内容 日時
①就業支援セミ
ナー ４／23㈯13:30〜15:30

②ワード・エクセ
ル基礎

５／７〜６／25の土曜
日9:30〜16:30

③秘書検定３級 ５／10〜６／２の火・
木曜日9:30〜16:30

女性の人生サポート講座「老後とお金」
①法律編「遺言・相続」②税務編「知って
おきたい相続税と贈与税」
d①５月21日㈯②６月18日㈯いずれも
午後２時〜４時t女性c各40人（先着）
y無料n６カ月〜小学３年生（無料。子
どもの名前、年齢・月齢を書いて各10日
前までに申し込みを。先着順）eはがき
かファクス、メール（m amikas@city.fuk
uoka.lg.jp）に応募事項と希望日（１日の
み）を書いて、４月15日以降にアミカス
へ。ホームページでも受け付けます。定
員を超えた場合のみ通知。

④初めてのパソ
コン

５／12㈭、13㈮、17㈫、
18㈬9:30〜16:30

⑤介護実務者研
修（通信）

５／13㈮＝オリエン
テーション　
７／13〜８／24の水
曜日9:30〜18:00

⑥ワード・エクセ
ル基礎

５／24〜６／３の火〜
金曜日9:30〜16:30

⑦医療事務 ５／24〜８／３の火〜
木曜日18:15〜20:45

⑧ワード基礎
５／24〜６／16の
火〜木曜日18:30〜
20:30

⑨正看護学校受
験対策講座

６／４〜12／17の土
曜日13:00〜15:00

⑩レクリエーショ
ン介護士２級

６／５㈰、12㈰9:30〜
16:30

⑪エクセル検定
対策

６／８〜23の水・木曜
日9:30〜16:30

⑫ＦＰ技能検定３
級

６／11〜８／６の土曜
日9:30〜16:30

⑬ワード検定対
策

６／26〜８／７の日曜
日9:30〜16:30

⑭パワーポイン
ト

７／２〜23の土曜日
9:30〜16:30

⑮准看護学校受
験対策講座

９／24〜来年１／28の
土曜日10:30〜12:30

　※⑨⑮は高認塾福岡（中央区渡辺通
五丁目）で実施。

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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　※以下の料金は一般200円、高大生
150円、中学生以下・市内に住む65歳以
上無料。
コレクション展（近現代美術） 絵になる
景色 吉田博を中心に
d開催中〜５月29日㈰　
コレクション展（古美術） 流れゆく美 日
本美術と水
　水にまつわるさまざまな作品を紹介
します。d開催中〜５月29日㈰
コレクション展（古美術） 春の名品展
　松永コレクションの中から茶道具を紹
介します。d４月12日㈫〜６月19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）

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

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）

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 f831-0726
o午前10時〜午後５時x月・火曜日（祝休日のときは翌平日）

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。

過去の同イベント
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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

施設の情報

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

園芸講座「園芸公園 花庭めぐり」
　公園内の花壇を巡ります。d４月23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、４月16日以降
に同公園へ。
園芸ワークショップ「アートフラワーで
作るグリーンBOXアレンジメント」
d５月７日㈯午後１時半
〜３時半c20人（先着）
y1,600円e電話かファ
クスで、４月30日以降に
同公園へ。

５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y①100円②④〜
⑦無料（⑥⑦は部品代別）③⑧200円
e①②③⑧往復はがきかファクス、来所
で、５月①２日②４日③９日⑧16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。④〜⑦電話か来
所で、５月１日以降に同施設へ。

内容・日時 定員
①リサイクルせっけん講座　
５／12㈭10:00〜11:30

６人
（抽選）

②包丁研ぎ講座　
５／14㈯10:00〜12:30

６人
（抽選）

　※いずれも入園料別。
ボタニカルアート展〜植物は語る〜
　バラなどをテーマにした植物画約20
点を展示します。d５月３日（火・祝）〜８日
㈰y無料
春のばら展
　コンテスト入賞花や写真の展示のほ
か、相談コーナーやバラ苗の販売など。
アレンジメント教室（７日、８日のみ。1,000
円）や鉢植え教室（毎日。1,500円）も開
催。時間など詳細は問い合わせを。d５
月６日㈮〜８日㈰y入場無料e不要
園芸講座〜春の庭木の管理〜
　実践を交えて学びます。d５月13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e不要

５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y①②500円③〜
⑦無料e①②はがきかファクス、メール

（m seibuplaza２＠f-kankyo.or.jp）、来所
で、４月26日（必着）までに同施設へ。当
選者のみ通知。③〜⑦電話かファクス、
メール、来所で、③希望日の３日前まで
④〜⑦随時受け付け。

内容・日時 定員
①着物や羽織からまっすぐ縫い
でチュニック作り　
５／12〜26の木曜日13:00〜
16:00（連続講座）　

８人
（抽選）

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。申し込みは①③④電話かメール

（m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）に
応募事項と③は希望時間も書いて、４月
15日午前10時以降に同施設へ（③は27
日締め切り）。②⑤電話か来所で、当日
午前10時以降に同施設へ。①④１通５人
②⑤１組５人③１通小学生３人まで。
①アルソミトラグライダーを作ろう
　インドネシアに生息する植物・アルソ
ミトラの種の形を模して作ったグライ
ダーを飛ばし、種が遠くに飛ぶ仕組みを
学びます。d５月14日㈯午前10時半〜11
時c30人（先着）
②映像シアター「海の色のひみつ」
　映像とクイズで、赤潮やプランクトン
について学びます。d５月14日㈯午前11

休日＆ナイト健診（総合健診）
d①〜⑪５月８日㈰、10日㈫、15日㈰、22
日㈰、28日㈯、29日㈰午前８時半〜10時半

（10日は午後６時〜７時） ※③④は10日
を除く⑫５月８日㈰午前８時半〜10時
半、10日㈫午後６時〜７時⑬５月22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。

③ネクタイからペンケース作り　
５／18㈬10:00〜12:00

８人
（抽選）

④ミシンの時間貸し　
５／19㈭10:00〜、11:00〜、
12:00〜

各３人
（先着）

⑤木製のまな板削り　
５／19㈭、21㈯10:00〜16:00

各11人
（先着）

⑥おもちゃ病院　
５／22㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

⑦家具修理相談　
５／22㈰10:00〜12:30

５人
（先着）

⑧卓上はたおりと糸掛け講座　
５／26㈭10:00〜13:00

８人
（抽選）

植物観察会〜華麗なバラの魅力を探る
〜
　講義後、バラ等の植物を観察します。
d５月14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e

不要
園芸講座〜ボタニカルアート入門〜
　植物画の描き方を基礎から学びま
す。d５月31日、６月28日、７月26日、８月
30日、９月27日、11月１日の火曜日午後１
時半〜３時半（連続講座）c20人（抽選）
y7,000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、４月17日〜５月17日（必着）に
同園へ。ホームページでも受け付けま
す。

②着物からメンズアロハシャ
ツ作り　５／13〜27の金曜日
13:00〜16:00（連続講座）　

８人
（抽選）

③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）

④牛乳パックで動く車の小物入
れ　
毎日10:30〜15:30の30分程度

ー

⑤牛乳パックで紙すき体験　
毎日10:30〜15:30の30分程度 ー

⑥食品トレーでマグネットイン
テリア　
毎日10:30〜15:30の30分程度

ー

⑦お花のメモスタンド　
毎日10:30〜15:30の30分程度 ー

時半〜11時50分c30人（先着）
③もっとわれないシャボン玉を作ろう
　シャボン玉ができる原理や割れにくく
する方法を学びます。d５月22日㈰午前
10時半〜正午、午後２時〜３時半t小学
生c各15人（抽選）
④マーブリングできれいな模様
　インクを水に落としてできる模様で
マーブル紙を作ります。d５月28日㈯午
前10時半〜11時c30人（先着）
⑤映像シアター「私たちの吸っている
空気」
　空気の汚染について学びます。d５月
28日㈯午前11時半〜11時５0分c30人

（先着）

内容 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

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
　※５月８日㈰、10日㈫、15日㈰、28日
㈯、29日㈰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。

４月・５月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。③は上履き
を持参、会場は西体育館（西区拾六町一
丁目）。詳細はホームページで確認を。
t①⑥小中高生②１、２歳児③２歳以上
④⑤⑦１歳〜高校生c①⑤各回20人

（いずれも先着）②10組（先着）③なし④
15人（先着）⑥10人（先着）⑦25組（先着。
１組１個）y①〜⑥無料⑦100円e①④
⑤⑥当日正午から整理券を配布②電話
か来所で、４月19日以降にあいくるへ。
③不要⑦電話かファクス、来所で、５月１
日以降にあいくるへ。

内容 日時
①みんなであそ
ぼう（ドッヂビー）

４／17㈰13:30〜、
14:05〜（各回25分）

　※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、②
は「たき火台」持参の有無も書いて、４月
15日〜①29日②③５月６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森にねころぶコンサート
　アコースティックギターのコンサート
です。d５月22日㈰午前11時〜午後０時
半t中学生以上c20人（抽選）y2,000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=写真。中学生以下は保護者同伴。d

５月28日㈯午後４時〜７時c14組（抽選。
１組４人まで）y１人200円（まき代別途１
束500円）

③スケッチ同好会
　自然ガイドと絵画講師が同行し、森を
散策して題材を決め、屋外でスケッチを
します。d５月29日㈰午後１時〜３時t

高校生以上c10人（抽選）y500円

②育ちのひろば
（親子遊び）

４／20㈬
11:00〜12:00

③あいくるがやっ
てくる（親子遊び）

４／21㈭
10:00〜12:00

④ふれあいひろば
（お手玉遊び）

４／23㈯
14:00〜15:00

⑤プラバンでオリ
ジナルキーホル
ダーをつくろう

５／３（火・祝）13:00〜、
14:00〜、15:00〜

（各回45分）
⑥オリジナルカー
ドゲームを作ろう

５／４（水・祝）
14:00〜15:30

⑦おもちゃ病院 ５／15㈰
10:00〜14:00

　※その他、５月５日（木・祝）には「こども
カーニバル（工作遊びなど）」を開催。詳
細はホームページで確認を。

作品例同センターのスタッフ

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


