
　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４月12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
　※博多急患診療所は５月15日㈰から博多区役所新庁舎
（博多区博多駅前二丁目８-１）に移転します。
　※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（５月前半の日・祝日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
５月１日㈰
八木病院（東区馬出二丁目21-25）  a651-0022
原三信病院（博多区大博町１-８）  a291-3434
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）  a771-6361
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）  a821-4731
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）  a891-1234
昭和病院（西区徳永大町911-１）  a807-8811

５月３日（火・祝）
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）  a608-0001
木村病院（博多区千代二丁目13-19）  a641-1966
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）  a591-8088
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）  a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）  a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）  a881-1331
５月４日（水・祝）
貝塚病院（東区箱崎七丁目７-27）  a632-3333
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）  a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）  a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）  a831-6031
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）  a832-1100
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）  a883-2525
５月５日（木・祝）
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
５月８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

「わたし」と「こころ」の関係
〜不安やストレスに耳を傾けて〜

　３月の「市民啓発講演会」の内容をYouTube（ユーチューブ）で再配信します。ス
トレスとの付き合い方やメンタルケアなどについて話します。詳細はホームペー
ジで確認を。d５月２日㈪〜31日㈫午後４時i市精神保健福祉センターa737-
8825f737-8827y無料e不要

講 演

西部運動公園

　①５月１日〜31日に入会した人の、入会金と初月レッス
ン料（４回分）が無料になるキャンペーンです。詳細は問
い合わせを。②犬の行動学を学んだボランティア団体
の会員が、しつけ方や悩み相談に応じます。li同公園

（西区飯盛）a811-5625f811-0549t①18歳以上②犬と
一緒に参加できる人y①レッスン料（２カ月８回分）＝１
万500円②300円e電話か来所で、５月①１日②５日午前
９時以降に同公園へ。

内容 日時 定員（先着）

①テニススクール新規
入会キャンペーン

平日10:00〜13:00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

８人

②犬のしつけ方教室 ５／14㈯10:00〜13:00（１組20分） ６組（１人１匹）

催 し

市総合体育館

　①運動に必要な36の基本動作を行いながら、遊び感覚で「走る」「飛ぶ」「投げ
る」を身に付けます。②忍者になりきってさまざまな修行に挑戦します。詳細は
ホームページで確認を。③速く走るこつを教えます。li同体育館（東区香椎照
葉六丁目）a410-0314f410-0318t①小学生②４歳〜小学３年生③小学１〜３年
生y①無料②③1,000円e①電話か来所で②③電話かメール（m info@fukuoka-
city-arena.jp）に応募事項と③は希望時間も書いて、５月１日以降に同体育館へ。
来所でも受け付けます。

内容 日時 定員（先着）
①キッズヘキサスロン ５／５（木・祝）10:00〜12:00 30人
②ミズノ流忍者学校 ５／５（木・祝）13:30〜15:00 30人
③走り方教室 ５／７㈯9:30〜11:00、13:00〜14:30 各20人

催 し
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●●火・祝
他

2かなたけの里公園　
①ＧＷ ジャガとクラフトウイーク②夜のホタル観察会

　①はジャガイモの収穫や竹細工などの小物の販売、木を使ったクラ
フト体験など。小学生以下は保護者同伴。d５月①３日（火・祝）〜８日㈰午
前10時〜午後３時②28日㈯午後７時〜９時li同公園（西区金武）
a811-5118f400-0147c①なし②20人（抽選）y①入場無料②無料
e①不要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、５月11日（消印有効）までに同
公園へ。１通５人まで。

5/

7
●土

2認知症の人と家族の会・男性介護者のつどい

　介護の悩みなどを、男性同士で語り合います。d午後１時〜３時l

ふくふくプラザ402会議室（中央区荒戸三丁目）i同会福岡県支部a 

f771-8595（火・木・金曜日のみ）t認知症の人の家族y無料e不要

5/

8
●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

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５月１日 情報BOX15 催し 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

〒 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。



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５月①④10日②③１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

（夜間） ６／20㈪ 消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 30人

②入門 ６／10㈮ 博多消防署（博多区博多駅前四丁目） 475-0119 25人

③普通１

６／４㈯ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 35人
６／７㈫ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人

６／８㈬ 市民防災センター（早良区百道浜一
丁目） 821-0245 20人

６／11㈯ 西消防署（西区今宿東一丁目） 806-0642 30人
６／19㈰ 博多消防署 475-0119 25人
６／21㈫ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人
６／26㈰ 南消防署（南区塩原二丁目） 541-0219 25人
６／27㈪ 東消防署 683-0119 35人
６／29㈬ 市民防災センター 821-0245 20人

④上級
６／９㈭

消防本部 791-7151 各30人
６／23㈭

　※時間は①午後７時〜８時半②午前10時〜11時半③午前10時〜午後１時④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

　植物コミュニティアプリなどを運
営する、一人一花メディアパート
ナーのGreenSnap（グリーンスナッ
プ）株式会社が、九州で初めて花と
植物のイベントを開催します。
　ひまわりの種を配布するほか、花
すくいなど親子で楽しみながら花や
植物の大切さを学べる催しです。
ショッピングやワークショップなども
楽しめます。d５月14日㈯、15日㈰午前10時〜午後４時（15日は３時まで）
l舞鶴公園三ノ丸広場（中央区城内）y入場無料iGreenSnapm event@
greensnap.co.jp

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.3
一人一花だより

『グリーンスナップ マルシェ』舞鶴公園で開催
～花や植物の大切さ、楽しさを伝えたい～

詳細はホームページで確認を

元ヤングケアラー オンラインサロン

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用して、10代の時にヤングケアラー
（家事や家族の世話を日常的に行っている子ども）だった人同士で語り合いま
す。詳細はホームページで確認を。d５月21日㈯午後１時〜２時半i市ヤングケ
アラー相談窓口SOS子どもの村JAPANa982-0073f737-8665hhttps://www.sosj
apan.org/topics/news/154272/t10代の時、ヤングケアラーだった人c６人（先
着）y無料eホームページから５月１日以降に申し込みを。

催 し
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●火
他

2あすみん（ＮＰＯ・ボランティア交流センター）　
①ＮＰＯ入門講座②ＮＰＯなんでも相談

　①NPOに関する基礎知識などを学びます。②事業や運営、広報、助成
金の受け方などの相談に応じます。オンラインでの相談も可。d５月
①10日㈫午後７時〜９時②18日㈬午後６時、７時、８時から（各50分）
liあすみん（中央区今泉一丁目）a724-4801f724-4901t①不問②
市内で市民公益活動を行う（予定含む）NPO法人、ボランティア団体な
どc①20人②各回１組（いずれも先着）y無料e電話かファクス、メー
ル（m info＠fnvc.jp）に応募事項と団体に所属する人は団体名、参加
方法（会場またはオンライン）、②は希望日時、相談内容も書いて、５月
１日以降に同施設へ。来所でも受け付けます。

5/
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●木
他

2老人福祉センター若久園　①無料法務相談会
②シニアのための就業支援 60歳からの再就職

　①行政書士、税理士、社会保険労務士が相続や遺言、終活などに関
する相談に応じます。②希望者には相談会もあり。d５月①12日㈭午
後１時〜４時②31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①60歳以上②おおむね60歳以上
c①６人②20人（いずれも先着）y無料e電話かファクス、来所で、５月
１日以降に同園へ。

5/
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●金
他

2市民体育館　
①健康エクササイズ②放課後小学生あそび場

　①スポーツ指導員が、少人数制でストレッチや筋力トレーニングな
どを教えます。②放課後に遊び場として開放します。カローリングなど
のニュースポーツ用具を準備しています。d①５月13日〜来年３月３日
の金曜日午前９時45分、午後１時半から（各１時間。除外日あり）②６月２
日〜７月14日の木曜日午後３時半〜５時（７月７日を除く）li同体育館

（博多区東公園）a641-9135f641-9139t①18歳以上②小学生c各
回①10人②15人（いずれも先着）y各回①500円②100円e当日①午
前９時半、午後１時15分②午後３時15分から整理券を配布。

5/
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●土

3お腹
なか

のがん、いっしょに考えよう　
日本消化器病学会九州支部　市民公開講座

　千早病院の道免和文氏ら４人の医師が、消化器がんについて話しま
す。d午後２時〜４時（開場は１時半）lアクロス福岡大会議室（中央区
天神一丁目）i同病院地域医療連携室a661-2211f661-2241c120人

（先着）y無料e不要

5/

14
●土
他

2「博多町家」ふるさと館　博多町家思い出図画展

d５月14日㈯〜６月26日㈰午前10時〜午後６時（入館は５時半まで） ※
５月23日㈪は休館li同館（博多区冷泉町）a281-7761f281-7762y

無料（展示棟入館料別）

5/

14
●土
他

2楽水園　①松ぼっくり盆栽と苔テラリウム②落語

　①初心者向け。②福岡市のアマチュア落語集団・内浜落語会の粗忽
家勘心（そこつや かんしん）、粗忽家すず柑（かん）が出演。抹茶サー
ビス付き。d①５月14日㈯午前10時〜正午②６月４日㈯午後１時〜２時
半li同園（博多区住吉二丁目）af262-6665c①15人②20人（いず
れも先着）y①2,500円（入園料別）②1,000円e電話か来所で、５月１日
以降に同園へ。

5/

17
●火

3Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部　①ミシンを使った洋裁教室②編み物教室

　①行楽シーズンに活躍するバッグを作ります。②初夏に合う小物
ポーチを作ります。d①午前９時50分〜11時50分②午後１時半〜４時
半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a401-3456f739-6081t①ミシンを使って裁縫ができる人②不問
c各10人（先着）y各3,500円e電話かファクスで、５月２日以降に同事
務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

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 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



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）a831-0669m mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jpt①小学生以上②③不問c各
30人（先着）y無料e①②電話かメールで、５月１日午前10時以降に同施設へ。１
通５人まで。③電話か来所で、当日午前10時以降に同施設へ。１組５人まで。

内容 日時
①ウナギの不思議なくらし（ウナギの生態や一生につい
て、九州大学特任教授の望岡典隆氏が話します） ５／29㈰10:30〜12:00

②バランストンボを作ろう（頭部の１点で体を支えるバラ
ンストンボを作り、重心について学びます） ６／４㈯10:30〜11:00

③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） ６／４㈯11:15〜11:30

講座・教室

博多座「市民半額観劇会」

　舞台「奇人たちの晩餐会（ばんさんかい）」を半額で観覧できます。d７月９日
㈯正午・午後５時から、10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30人（抽選）yA席5,750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５月10日（消印有効） までに同事務局へ。当選
者にのみ通知（５月16日ごろ発送）。

催 し

片岡愛之助 戸次重幸

5/

18
●水

2ふくおか難病ピアサロン

　市難病相談支援センターの相談員を交え、患者・家族同士で交流し
ます。難病に関する情報も紹介。d午前10時〜午後４時l市役所１階
多目的スペースi同センターa643-8292f643-1389y無料e電話か
ファクスで、５月17日までに同センターへ。ホームページでも受け付け
ます。

5/

19
●木

3シニア世代のライフプランセミナー

　健康で豊かな人生を送るためのライフプランを考えます。ウェブ会
議サービス「Zoom（ズーム）」での参加も可。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）a 

433-7780f287-9330t市内に住む60歳以上c20人（先着）y無料e電
話かファクスで、５月２日以降に問い合わせ先へ。定員を超えた場合の
み通知。

5/

19
●木

2外国人学生が語る「ふるさとの街と福岡」

　バーレーン出身のダス アニタさんが、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 atta
ka@fcif.or.jp）で、５月２日以降に同財団へ。定員を超えた場合のみ通
知。

5/

20
●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）a641-0903 
f641-0907t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、５月１日以降に同園へ。定員を超えた場合の
み通知。

5/

21
●土

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　コンポストの基本講座やサツマイモの植え付け、バレイショ、タマネ
ギの収穫を行います。d午前10時〜正午l立花寺種苗育成施設内

（博多区立花寺一丁目）i循環生活研究所a405-5217f405-5951t

市内に住む小学生以下と保護者c20人（抽選）y無料eはがき（〒811-
0201東区三苫４-４-27）かファクス、メール（m info@jun-namaken.com）
で、５月12日（必着）までに同研究所へ。

5/

21
●土

2今宿野外活動センター　
キッズクライム〜木登り体験〜

　専門家の指導と補助で、安全器具とロープを使って木に登ります。
d午前10時〜正午、午後１時〜３時半li同センター（西区今宿上ノ
原）a806-3114f806-3115t身長110㎝以上、体重20〜90㎏の人（高
校生以下は保護者同伴）c18人（先着。30分ごと２人まで）y小学生以
上1,500円、未就学児無料e電話で５月１日以降に同センターへ。ホー
ムページでも受け付けます。

5/

21
●土

3市埋蔵文化財センター　
考古学講座「縄文時代の海と山」

　福岡大学人文学部の古澤義久氏が、福岡平野に暮らした縄文人の
生活について話します。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、５月８日までに同セン
ターへ。１通につき１人。

5/

21
●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c10人（先着）y無料eメール（m info@mothers-
dream.org）に応募事項とがん経験者・がん経験者の家族・がん治療に
携わる医療従事者のいずれかを書いて５月１日以降に問い合わせ先へ。

5/

21
●土

2
松竹玲奈 ソプラノリサイタル
〜L

ラ

a m
ミ ア

ia v
ヴィア

ia 私は私らしく。〜
　ピアノ伴奏は大森美樹氏。未就学児は保護者同伴。d午後２時〜４
時lあいれふ（中央区舞鶴二丁目）iSTUDIO MUSICA（スタジオムジカ）・
松竹a080-3221-6976f873-5229c150人（先着）n未就学児（無料。子
どもの名前、年齢・月齢を書いて５月10日までに要予約）y一般3,000
円、学生1,500円（当日券は各500円増し）e電話かファクス、メール（m 
concerto215@gmail.com）で、５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。

5/

21
●土
他

2西区歴史よかとこ案内人と巡る　
新緑の歴史探訪ウォーキング

　①やよいの風公園や飯盛神社・文殊堂など②飢え人地蔵堂や二宮
神社など―を巡ります。d５月①21日㈯②28日㈯いずれも午前９時半
〜午後３時l①集合は地下鉄橋本駅、解散は西鉄バス野方バス停②
集合・解散はJR今宿駅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。

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 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。



健康づくりサポートセンター

l①大濠公園（中央区）②③同センター（中央区舞鶴二丁目 あいれふ内）i同セ
ンターa751-2806f751-2572t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、①５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） 費用

①ニコニコペース健康
教室（ウオーキング）

５／21㈯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）

６／２㈭、９㈭、16㈭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

１セット
８人 1,000円

③１日糖尿病教室（食
事指導、運動指導） ６／18㈯10:00〜15:00 12人 1,000円

（食事付き）
　※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。

講座・教室

5/

21
●土
他

2オンライン自然観察会
①夜の森の生き物たち②森を支える分解者・きのこ

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使って、鴻巣（こうのす）山な
どの自然や生き物を観察します。d５月①21日㈯午後８時〜９時②22
日㈰午前11時〜正午i環境調整課a733-5389f733-5592c各40組（先
着）y無料eメール（m info@greencity-f.org）に応募事項と希望日を
書いて５月１日以降にグリーンシティ福岡へ。ホームページでも受け
付けます。

5/

21
●土
他

2福岡城 舞遊の館　
忍者で探索「ニンニンクエスト」

　①福岡城ニンニンクエスト（忍者気分で謎解き）②忍者体験（手裏
剣・吹き矢体験）③忍者ショー（午前11時、正午から）④忍者衣装着付
け⑤甲冑（かっちゅう）衣装着付け。小学生以下は保護者同伴。定員な
ど詳細は問い合わせを。d５月21日㈯、22日㈰午前10時〜午後４時
li同館（中央区城内 三の丸スクエア内）a707-3191f707-3193y 

①500円②200円③無料④３〜５歳500円、大人1,000円⑤３〜５歳1,000
円、大人1,500円e①②③不要④⑤電話かファクスで、５月１日以降に
同館へ。

5/

22
●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、語り合う集
いです。ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使用します。詳細はリ
メンバー福岡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
５月18日までに申し込みを。

5/

22
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園　親子料理教室

　水餃子とかしわ餅を作ります。d午前10時〜午後１時li同農園
（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883t４歳以上の子どもと
保護者c20人（先着）y500円e電話かファクスで、５月１日午前10時
以降に同農園へ。

5/

23
●月
他

3
南障がい者フレンドホーム　
はじめてのスマートフォン①i

アイフォーン

Phone②A
アンドロイド

ndroid
　いずれも連続講座。d５月23日、30日、６月６日の月曜日①午前10時
〜正午②午後１時半〜３時li同ホーム（南区清水一丁目）a541-
5858f541-5856t市内に住む障がいのある人c各３人（抽選）y無料
e電話かファクス、メール（m minami-friend03@c-fukushin.or.jp）に応
募事項と障がいの種別、希望講座を書いて、５月６日〜16日に同ホー
ムへ。来所でも受け付けます。

5/

28
●土

2県景観大会 〜ふくおか景観フェスタ〜

　県美しいまちづくり景観選（絵画部門）、県屋外広告景観賞などの
受賞式や入賞作品の展示を行います。クイズラリーやミニ絵画教室
等の体験イベントも実施。d午前10時〜午後４時lアクロス福岡（中
央区天神一丁目）他i県都市計画課a643-3712f643-3716y無料e

不要

5/

29
●日

2ドラン馬頭琴楽団アンサンブルコンサート

　馬頭琴と中国笛にクラシックギターが加わった多国籍の民族音楽
コンサートです。小学生以下は保護者同伴。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ホーム
ページから５月15日までに申し込みを。１回４人まで。

5/

29
●日

2福岡能楽大
だい

連
れん

吟
ぎん

　能楽師と一般の参加者が舞台に立ち、能の演目「高砂」を披露しま
す。d午後３時〜４時（受け付けは２時半から）l大濠公園能楽堂（中央
区大濠公園）i同実行委員会 ※ファクス（f841-4800）またはメール

（m fukuoka.dairengin@gmail.com）で問い合わせをc400人（先着）y

無料eファクスかメールで５月１日以降に同実行委員会へ。

6/

3
●金

3コージネット基礎編研修会
「高次脳機能障がいの症状と対応」

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使用します。博愛会病院副
院長の岡崎哲也氏から、事故や病気で脳にダメージを受けた後遺症
として起こる「高次脳機能障がい」について学びます。d午後６時〜７
時半i高次脳機能障がい支援センター（あいあいセンター内）a406-
2455f738-3203c100人（先着）y無料eメール（m aiai-kojino@fc-
jigyoudan.org）に応募事項と関係（当事者、家族など）または団体に所
属する人は団体名を書いて、５月１日以降に同センターへ。ホームペー
ジでも受け付けます。

6/

3
●金

3
街歩きミニ講座　「JR香椎線・志賀島渡船を乗り継ぎ、
宇美・香椎・志賀海 月

つきなみ

次三社詣」
d午前７時半〜午後３時l集合はJR香椎駅改札口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c30人（先着）y3,500円e電話かメールで、５月１日
以降に問い合わせ先へ。

6/

5
●日

2東図書館　知的書評合戦 ビブリオバトル

　「雨」をテーマにお薦めの本の発表およびディスカッションを行うイ
ベントを観覧できます。 ※バトラー（発表者）も募集中です（先着５
人）。申し込み方法など詳細は問い合わせを。d午後２時〜３時半lな
みきスクエア（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973 
c30人（先着）y無料e電話か来所（なみきスクエア内）で、５月１日以
降に東図書館へ。

歌劇 ザ・レビュー チームシャイン　
勇者伝説 情熱のエルマーノ

　専用劇場での公演をペア料金5,000円で観覧できるチケットを進呈します（通
常１人4,500円）。 ※応募は１人１回。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。d

４月28日㈭〜７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.netc20組（抽選）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。当選者にのみ通知。

催 し
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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



雁の巣レクリエーションセンター

li同センター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①②５歳〜小学３年生（①
は保護者とのペアで参加）③不問（中学生以下は保護者同伴）y①無料②600円
③高校生以上1,000円、小中学生500円、未就学児無料e①当日午前９時45分か
ら受け付け②③往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファクス、来所で、５
月②14日③21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。③は空きがあれば当日も受け付け可。

内容 日時 定員
①親子でフープエクササイズ体験会

（フラフープを使って運動します）
５／５（木・祝）
10:00〜10:30 10組（先着）

②ジュニアテニス教室 ５／21㈯10:00〜12:00 30人（抽選）
③芝生deヨガ ５／28㈯9:00〜10:00 30人（抽選）

催 し

老人福祉センター東香園

　③はスマートフォンの貸し出しもあり。li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-
2213f671-2214t市内に住む60歳以上c①４人②５人③15人④各８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は希望日も書いて、５月１日以降
に同園へ。来所でも受け付けます。

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） ５／12㈭11:40〜15:30

②健康相談（看護師が体のチェックを行います） ５／12㈭13:00〜15:00
③高齢者のためのスマートフォン講座 
※先着３人まで見学可（要申し込み） ５／17㈫13:00〜15:00

④スマホレッスン個別相談会 ５／24㈫、31㈫13:00〜15:00

講座・教室

あすみん（NPO・ボランティア交流センター）　
NPO等と市の「共働事業提案制度」事業報告会

　令和３年度に実施した「FUKUOKAおさかなレンジャー」などの事業報告を行いま
す。詳細は市ホームページで確認を。d５月27日㈮午後２時〜３時10分lあすみ
ん（中央区今泉一丁目）i市民公益活動推進課a711-4283f733-5768c30人

（先着）y無料e電話かファクス、メール（m koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）で、５
月６日以降に同課へ。

催 し

お知らせ
分流化区域指定のお知らせ

　４月28日から博多区博多駅前一丁
目、美野島四丁目、中央区大名二丁
目、天神一丁目、天神二丁目、天神三

丁目、長浜一丁目、舞鶴一丁目の各一
部が分流化区域に指定されました。
分流化区域に建築をする際は、分流
式の排水設備を設置し、汚水は汚水
管へ、雨水は側溝か雨水管に流す必
要があります（助成制度あり）。詳細は
市ホームページで確認を。i下水道
企画課a711-4428f733-5533、助成
制度は中部下水道課a711-4698f 

711-4466

6/

5
●日

2博多のおいしゃんと歩こう「追い山笠コース探訪」

　博多の歴史や山笠についての話を聞きながら、追い山笠コース（約
５km）を歩きます。d午前９時半〜11時半l集合は冷泉公園（博多区上
川端町）i博多の風・塚本a080-1429-1983f263-7188c200人（抽選）
y1,000円、中学生以下無料eはがき（〒812-0027博多区下川端町８
-16-302）に代表者の応募事項と参加者全員の氏名・年齢を書いて５月
23日（必着）までに問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

6/

5
●日
他

3要約筆記者養成講習会

　手書き・パソコンの２コース。詳細は問い合わせを。d６月５日〜11
月27日の日曜日午前10時〜午後３時（６月26日、７月24日、８月14日、９
月11日、11月６日を除く。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a718-1724f718-1710t講習
会修了後に市の登録要約筆記者として要約筆記の活動が可能な人

（パソコンコースは画面を見ながらタイピングができる人）c各コー
ス20人（抽選）y無料（テキスト代別）e往復はがき（〒810-0062中央区
荒戸３-３-39）に応募事項と希望コースを書いて５月15日（必着）までに
同センターへ。

6/

7
●火

2アクロス・ランチタイムコンサート　
ダネル弦楽四重奏団

　ハイドンやチャイコフスキーの弦楽四重奏曲を演奏します。未就学
児は入場不可。d正午〜午後１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-
9102c600人（先着）y全席指定1,000円n４カ月〜就学前（無料。託児
の申し込みは前日までにテノ.サポートa0120-8000-29へ。先着順）e

電話か来所（アクロス福岡２階）で同センターへ。ホームページやチ
ケットぴあ、ローソンチケットでも販売。

6/

7
●火

4市民福祉講演会「はなちゃんのみそ汁〜大切な人を亡く
した後、どう生きますか〜」

　講師は元西日本新聞社編集委員の安武信吾氏。d午後１時半〜３
時半lふくふくプラザ（中央区荒戸三丁目）i市社会福祉協議会総務
課a731-2932f731-2934c110人（抽選）y無料n６カ月〜就学前（無
料。電話で要申し込み。抽選）e電話かはがき（〒810-0062中央区荒戸
３-３-39）、ファクス、来所（ふくふくプラザ１階）で、５月９日〜22日（消印
有効）に同課へ。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。当選者にのみ通知。

6/

11
●土

3スポーツ体験塾　ハンドボール教室

　パスの練習から簡単なゲーム形式までを体験します。d午前10時
〜正午l中央体育館（中央区赤坂二丁目）i市スポーツ協会事業課
a407-8381f407-8185t小学生c30人（抽選）y500円eホームペー
ジから５月１日〜14日に申し込みを。

6/

11
●土
他

2油山市民の森　
①まき割りチャレンジ②森の自然かんさつ会

　①は割ったまきを持ち帰れます。「お
の」の無料レンタルあり。d６月①11日
㈯午後２時〜４時②12日㈰午前10時半
〜午後０時半li油山市民の森（南区
桧原）a871-6969f801-1463t①18歳
以上②不問（中学生以下は保護者同伴）
c①３人②20人（いずれも抽選）y①
1,500円②200円e往復はがき（〒811-1355
南区桧原855-4）に代表者の応募事項
と参加者全員の氏名・年齢を書いて、５月１日〜20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。

6/

14
●火

2九州市民大学４月講演会

　宇宙航空研究開発機構シニアフェローの川口淳一郎氏が「やれる
理由こそが着想を生む〜はやぶさ式思考法〜」について話します。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

6/

18
●土

2スタージャンプ福岡

　アビスパ福岡や福岡ソフトバンクホークスなど、福岡を拠点とする
スポーツチームの選手やコーチと一緒に、サッカーや野球などのボー
ルを使って遊びます。d午後１時半〜４時l市民体育館（博多区東公
園）i市スポーツ協会事業課a407-8381f407-8185t小学１〜３年生
c100人（抽選）y500円eホームページから５月１日〜16日に申し込み
を。当選者にのみ通知。

森の自然かんさつ会

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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新しい水洗化区域のお知らせ

　４月28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】蒲田二丁目【南区】柏原一
丁目、若久二丁目【早良区】南庄五丁
目【西区】今津、大字田尻、戸切二丁
目、大字徳永。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 企 画 課a711-4428f733- 
5533、貸付制度は下水道管理課a 

711-4534f733-5596

NPO活動推進補助金事業を募集
　詳細は市ホームページに掲載する
募集要領で確認するか問い合わせ
を。【対象】市内のNPO法人が行う公益
的な事業【申込期間】４月26日〜５月
19日i市民公益活動推進課a711-
4283f733-5768
「市西部工場建替事業」に係る環
境影響評価方法書の縦覧・説明会

　市環境影響評価条例の規定に基づ
き、方法書を縦覧し、説明会を開催し
ます。環境保全の見地から意見書を
提出することができます。詳細は市
ホームページで確認するか問い合わ
せを。【縦覧】５月２日㈪〜６月１日㈬に
西部工場再整備担当（市役所13階）、
西部工場管理棟（西区大字拾六町）、
西区企画振興課（西区役所３階）、西
部出張所で【意見書の提出】６月15日
まで【説明会】５月15日㈰午前10時半、
16日㈪午後７時から西部工場で。定員
は各回30人（先着）。申し込みは電話
かメール（m w-kojosaiseibi.EB＠city.
fukuoka.lg.jp）、来所で、５月２日以降に
同担当へ。i同担当a711-4764f733- 
5599

令和４年度市食品衛生監視指導
計画を策定しました

　【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。i

食 品 安 全 推 進 課a711-4277f733- 
5588

松くい虫防除の薬剤を散布します
　海岸線の松林を松くい虫の被害か
ら守るため、５月中旬〜下旬（土・日曜
日、雨天日、強風日を除く）に次の地
区の海岸で薬剤の地上散布を行いま
す。 ▽東区＝勝馬、西戸崎、奈多、三苫

▽西区＝生の松原、今津、西浦。関係
地区には、自治会やチラシなどを通じ
て日程や注意事項をお知らせ。i森
林・林政課a711-4846f733-5583
個人市県民税の特別徴収税額決
定通知書について

　特別徴収（給与から引き去り）の人
の令和４年度の同通知書を、５月20日
㈮に給与支払者（勤務先）宛てに発送
します。i法人税務課a292-3259f 

292-4173

民有地の緑化を助成します
　道路（幅員４㍍以上の公衆用道路）
から見え、かつ道路から６㍍以内の場
所で新たに行う緑化（一年草を除く）
に対して助成します（先着順）。【条件】

▽地目が宅地 ▽緑化面積５平方㍍以
上 ▽工事着工前に申請 ▽来年３月23
日までに工事完了し、完了報告書を
提出【助成金額】緑化施工費用の２分

でi同課a711-4248f711-4818
市地下鉄お客様サービスセンター

（定期券うりば）営業時間の変更
について

　５月１日から同センターの営業時間
を以下の通り変更します。【天神・博
多】 ▽平日＝午前８時〜午後８時 ▽土
曜日＝午前８時〜午後７時 ▽日・祝日
＝午前９時〜午後７時【西新・貝塚・別
府】 ▽平日＝午前８時〜午後７時 ▽土
曜日＝午前８時〜午後６時 ▽日・祝日
＝休業 ※姪浜は変更なしi同セン
ターa734-7800f734-7801

雇用調整助成金について
　新型コロナウイルス感染症の影響
で、事業活動の縮小を余儀なくされ
た事業主が、労働者の雇用維持のた
めに労働者に対して雇用調整（休業）
を行った場合に、休業手当などの一部
を助成します。【対象】休業開始月、そ
の前月または前々月の売上高または
生産量などが前年同月比５％以上減
少しているなど、国が定める条件を満
たす全ての業種の事業主【支給額】労
働者へ支払う休業手当等の一部（特
例に該当した場合最大全額。１人あた
り日額上限１万5,000円）。詳細はホー
ムページで確認するか問い合わせ
を。i福岡助成金センター雇用調整
助成金分室a402-0537f402-0541
休業中に賃金を受けることができ
なかった人へ―新型コロナウイル
ス感染症対応休業支援金・給付金
について

　新型コロナウイルス感染症の影響
により休業を余儀なくされた労働者
のうち、休業中に賃金（休業手当）を
受けることができなかった人に支給し
ます。【対象】主に以下の条件に当て
はまる労働者（パート・アルバイトも
可） ▽令和３年10月１日から令和４年６
月30日までに、事業主の指示により休
業した ▽ その休業に対する賃金（休
業手当）を受けることができない【支
給額】休業前の１日当たりの平均賃金
の８割を、休業実績に応じて支給しま
す。日額上限あり。詳細はホームペー
ジで確認するか問い合わせを。i新
型コロナウイルス感染症対応休業支
援金・給付金コールセンターa0120-
221-276

全国戦没者追悼式
　旅費の一部を補助します（差額は
自己負担）。詳細は問い合わせを。d

８月14日㈰〜15日㈪の１泊２日l日本
武道館（東京都千代田区北の丸公園）
i福 祉 局 総 務 課a711-4493f733-
5587t次の全てに該当する市内に住
む人 ▽戦没者および一般戦災死没者
の遺族（三親等以内の親族を優先） ▽

過去に参加したことがない ▽２日間
の行程に耐えられる体力を有する ▽

団体行動ができるe電話かファクス
で詳細を確認の上、申込書を５月31日
までに同課へ。

県戦没者追悼式
d８月15日㈪午前11時50分〜午後０
時50分l県立福岡武道館（中央区大
濠一丁目）i福祉局総務課a711-4493 
f733-5587t本県出身の戦没者およ
び一般戦災死没者の遺族（三親等以
内の親族を優先）で市内に住む人y

無料e電話かファクスで、５月31日ま
でに同課へ。

の１に相当する金額で、上限20万円
【申請】ホームページに掲載の申請書
等を来年２月15日（必着）までに市緑
のまちづくり協会へ。i同協会みどり
課a822-5832f822-5848
障がい者自動車運転免許取得助
成事業の申請を受け付けます

　障がい者の社会参加促進のため
に、第一種普通自動車運転免許の取
得費用の一部を助成します。自動車
学校入校手続き後の申請は不可。詳
細は問い合わせを。【対象】市内に１
年以上住む18歳以上の障がい者（所
得制限あり。今年度中に18歳になる
人も含む）で、免許取得後の助成金請
求時まで引き続き市内に居住してい
る人【申請】身体障害者手帳、療育手帳

（判定書でも可）、精神障害者保健福
祉手帳を持参し、来年３月31日までに
住所地の各区福祉・介護保険課へ。前
年度の市民税課税状況が不明な場
合、証明するものが必要となることが
あります。i各区福祉・介護保険課
市総合図書館運営審議会委員を
募集

　総合図書館の運営に係る調査や審
議を行う委員を募集します。書類選考
あり。【任期】７月９日から２年間【資
格】市内に住む人で、年２回開催され
る運営審議会に出席でき、国または
地方公共団体の議員・職員（会計年度
任用職員を除く）以外の人【報酬】運
営審議会出席への報酬あり【申し込
み】５月４日から同図書館（早良区百道
浜三丁目）・分館、各区役所情報コー
ナー、入部・西部出張所などで配布す
る応募用紙に作文（テーマあり、800
字程度）を添えて、５月18日（必着）ま
でに同図書館運営課へ。i同課a852-
0619f852-0609
児童扶養手当・特別児童扶養手当
額が改定されました

　一人親家庭の父や母、養育者など
に支給される「児童扶養手当」と身体
または精神に障がいのある児童を監
護・養育する父や母、養育者に支給さ
れる「特別児童扶養手当」の支給額
が、令和４年４月分から改定されました

（最初の定例支払いは、児童扶養手当
は５月、特別児童扶養手当は８月）。改
定後の手当の月額は下表の通りで
す。i各区子育て支援課

【児童扶養手当】
対象 種類 支給額

児童１人目
全部支給 ４万3,070円

一部支給 １万160〜
４万3,060円

児童２人目
全部支給 １万170円

一部支給 5,090〜
１万160円

児童３人目
以降

（１人につき）

全部支給 6,110円

一部支給 3,050〜
6,090円

【特別児童扶養手当】
対象 支給額
１級 ５万2,400円
２級 ３万4,900円

市立障がい者施設の指定管理者
を募集

　令和５年度からももち福祉プラザ
（早良区百道浜一丁目）、早良障がい
者フレンドホーム（早良区百道浜一丁
目）、中央障がい者フレンドホーム（中
央区舞鶴一丁目）を管理運営する事
業者を募集。【募集要項等の配布】障
がい企画課（市役所12階）、市ホーム
ページにも掲載【申込期間】６月８日ま

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。d６月１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。

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

（今回は視覚障がいのある人）。 ※変
更の可能性あり。当日問い合わせを。
d５月18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

医師による不妊専門相談
　不妊治療の医師・古賀文敏氏が相
談に応じます。d５月25日㈬午後３時
〜５時i不妊専門相談センター（市役
所地下１階）a080-3986-8872m f_fun
in@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５月
２日午前10時以降に同センターへ。

憲法週間無料法律相談会
　法律相談に弁護士などが応じま
す。d５月16日㈪〜20日㈮午前10時
〜午後０時半、１時〜３時半（１人30分）
li天神弁護士センター（中央区渡
辺通五丁目）a741-3208c80人（先着）
y無料e電話で５月１日以降に同セン
ターへ。ホームページでも受け付け
ます。

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。d５月18日㈬ 午後１時〜４時（１
組30分）i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、５月10日午前
10時以降に同会へ。
老人福祉センター福寿園　法律
年金相談

　金銭・不動産・相続など日常生活で
の法律相談に弁護士が応じます。d５
月20日㈮午後１時半〜３時半（１人20
分）li同園（西区今宿青木）a891-
2727f891-2784t市内に住む60歳以
上c４人（先着）y無料e電話かファ
クス、来所で、５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。d５月21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（博多区
山王一丁目）i県行政書士会a641-
2501f641-2503y無料e不要

相 談
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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 相談

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



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。d５月15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
犬のしつけ方に関する相談は要予約

（各先着３組）。電話かファクスで、５月
２日以降に同相談室へ。
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。d５月14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a895-2880f891-1890 
y無料e不要

しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「パワーポイント」講座
②商業・工業簿記２級受験対策講習③
ファイナンシャル・プランナー３級講
座④社会保険労務士直前対策講習―
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

　※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７月生を募集

　①機械CADオペレーション科②ビル
管理技術科③住宅リフォームCAD技術
科④建設機械科⑤ビジネスワーク科
⑥CAD/CAM科⑦ビル設備サービス科⑧

（導入講習付き）スマート生産サポー
ト科—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。li①〜⑤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-
4988f0948-22-4912⑥⑦⑧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）a093-641-6909 
f093-631-6516t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①〜⑤６月９日まで⑥⑦⑧
５月６日〜６月10日に住所地のハロー
ワークへ。
障がい者支援課　障がい者虐待
相談員を募集

　同課（市役所12階）で障がい者に対
する虐待防止に係る相談・支援業務
等に従事。【資格】次の要件を全て満
たす人。 ▽社会福祉士、精神保健福祉
士、保健師のいずれかの資格を有す
る ▽福祉の分野で相談支援等の実務
経験が２年以上ある【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、情報プラザ

（市役所１階）、各区福祉・介護保険課、
各区健康課で。市ホームページにも
掲載【申込期間】５月31日（必着）まで
i障がい者支援課a711-4985f711- 
4818

市こども総合相談センター職員
を募集

　資格要件あり。【募集職種】児童福
祉専門相談員、心理相談員、児童指導
員（深夜）【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】５月２日から同センター（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】５月20日（必着）ま
でi同センターこども相談企画課
a832-7833f832-7830
市立こども病院・市民病院　看護
師・薬剤師・臨床検査技師・言語聴
覚士を募集

　【勤務場所】市立こども病院（東区
香椎照葉五丁目）、市民病院（博多区
吉塚本町）【募集案内の配布】５月９日
から市立病院機構法人運営課（東区
香椎照葉五丁目）、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】５月20日（消印有
効）までi同課a692-3422f682-7300

市保育士就職支援研修会
　最新の保育事情を伝えるほか、保
育実践講座や求人紹介、就職相談会
などを実施。d５月25日㈬午後６時半
〜８時l市役所15階i指導監査課a 

711-4262f733-5718t保 育 士、また
は資格取得見込みの人（来年３月に卒
業見込みの学生も可）c10人（先着）
y無料e電話かはがき（〒810-8620市
役所13階）、ファクス、メール（m hoiku-
kyujin-kyushoku@city.fukuoka.lg.
jp）、来所で、５月２日以降に同課へ。市
ホームページでも受け付けます。

介護保険課　介護保険認定調査
員を募集

　各区の介護認定調査員室で介護保
険の訪問調査や各種相談、介護認定
審査会の補助業務等に従事。【資格】
介護支援専門員（令和４年８月１日時
点）【任用期間】８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25日から同課（市役所12階）、
情報プラザ（同１階）、各区福祉・介護
保険課、入部・西部出張所で。市ホー
ムページにも掲載【申込期間】５月24日

（消印有効）までi介護保険課a711-
6145f711-6212
教育委員会職員課　非常勤調理
業務員を追加募集

　市立小学校で給食調理業務などに
従事。随時受け付け。【任用期間】５月
上旬〜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
11階）、情報プラザ（同１階）、各区役所
情報コーナー、入部・西部出張所など
で。市ホームページにも掲載。郵送で
の請求は、封筒の表に「非常勤調理業
務員申込書請求」と朱書きし、120円
切手を貼った返信用封筒（A４が入る
もの）を同封して同課（〒810-8621市
役 所11階 ）へ。i同 課a711-4609f 

711-4936
自衛官採用試験（①自衛隊一般幹
部候補生②自衛官候補生）

　①は一般・技術を募集。【資格】①大
学卒（来年３月に卒業見込みの学生も
可）、26歳未満②18歳以上32歳未満

【申込期間】①受け付け中〜６月16日
②５月11日〜６月17日i自衛隊福岡
地方協力本部福岡地域事務所af 

414-5100

市職員（上級・消防吏員Ａ・就職氷河期世代・獣医師・保健師・社会人経験者）を募集
　詳細や最新情報は市ホームページで確認を。３月に募集した「令和４年度上級
行政事務 行政（特別枠）」との併願は不可。【募集案内・申込書の配布】５月２日か
ら人事委員会事務局任用課（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・西部出張所などで。市ホームページにも掲載【申込期間】電子申
請は５月２日午前９時〜17日午後５時（受信有効）。郵送は19日（消印有効）までに
提出が必要。 ※社会人経験者は電子申請のみ。ただし、添付書類は５月17日（消
印有効）までに郵送で提出が必要。i同課a711-4687f733-5866

就職氷河期世代
（行政事務） 昭和45年４月２日〜昭和61年４月１日に生まれた人

獣医師 昭和62年４月２日以降に生まれ、獣医師の免許を有する人ま
たは今年度実施の国家試験で取得見込みの人

保健師 平成４年４月２日以降に生まれ、保健師の免許を有する人ま
たは今年度実施の国家試験で取得見込みの人

社
会
人
経
験
者　
欄
外
※
２

行
政

一般 昭和38年４月２日〜平成５年４月１日に生まれた人で、民間企
業等における職務経験を直近10年中７年以上有する人

ＩＣＴ 昭和38年４月２日〜平成５年４月１日に生まれた人で、ＩＣＴ関係
業務に従事した職務経験を直近８年中５年以上有する人

福祉
昭和38年４月２日〜平成５年４月１日に生まれた人で、次の全
てに該当する人 ▽社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理
士、公認心理師いずれかの資格を有する ▽福祉関係業務に
従事した職務経験を直近８年中５年以上有する

土木 昭和38年４月２日〜平成５年４月１日に生まれた人で、土木関
係業務に従事した職務経験を直近８年中５年以上有する人

建築
昭和38年４月２日〜平成５年４月１日に生まれた人で、次の全
てに該当する人 ▽一級建築士または二級建築士の資格を
有する ▽建築関係業務に従事した職務経験を直近８年中５
年以上有する

電気 昭和38年４月２日〜平成５年４月１日に生まれた人で、電気関
係業務に従事した職務経験を直近８年中５年以上有する人

機械 昭和38年４月２日〜平成５年４月１日に生まれた人で、機械関
係業務に従事した職務経験を直近８年中５年以上有する人

※１ 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
※２ 各区分の受験資格として認められる職務経験の範囲については、募集案内
で確認してください。

早期採用（採用予定日：原則、今年10月１日）
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（一般） （１）平成４年４月２日〜平成12年４月１日に生まれた人

（２）欄外※３の通り

※３ 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

定期採用（採用予定日：原則、来年４月１日）
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（一般）（１）平成５年４月２日〜平成13年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

福祉
社会福祉主事の被任用資格を有する人または来年３月31日
までに取得見込みの人で、次のいずれかに該当する人

（１）平成５年４月２日〜平成13年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

心理

平成５年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
（１）大学（短大を除く）または大学院で心理学を専攻し、卒業
（修了）した人または来年３月31日までに卒業（修了）見込み
の人

（２）人事委員会が（１）に掲げる資格と同等の資格があると
認める人

行
政
技
術

土木、建築、電
気、機 械、造
園、衛生管理

（環境）・衛生
管理（動物）

（１）平成５年４月２日〜平成13年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

衛生管理
（食品）

食品衛生監視員の被任用資格を有する人または来年３月31
日までに取得見込みの人で、次のいずれかに該当する人

（１）平成５年４月２日〜平成13年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

文化財専門
職

平成５年４月２日以降に生まれ、次のいずれかに該当する人
(１)大学（短大を除く）または大学院で考古学を専攻し、卒業

（修了）した人または来年３月31日までに卒業（修了）見込み
の人
(２)人事委員会が(１)に掲げる資格と同等の資格があると認
める人

消防吏員A
日本国籍を有する人で、次のいずれかに該当する人

（１）平成５年４月２日〜平成13年４月１日に生まれた人
（２）欄外※１の通り

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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赤とんぼワークショップ
　飛行機の翼の骨に当たる重要な部品

「リブ」=写真=を作ります。d５月７日㈯、
８日㈰、14日㈯、15日㈰、21日㈯、22日㈰、
28日㈯、29日㈰午前10時、午後２時（各２
時間半程度）t小学４年生以上（推奨）。
小学３年生以下は保護者同伴c各回５人

（先着）y無料e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。

新しい時代の博士を目指す「ジュニア
科学者養成講座」〜ダーウィンコース

（生命科学・人間科学・環境科学）初級編〜
　連続講座（全12回）。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。l市科学館、九州大学伊都キャンパ
ス（西区元岡）他d５月29日〜10月23日
の日曜日午後１時〜４時t小学４〜５年
生と保護者のペアc15組（抽選）y１組
３万円eホー
ムページから
５月15日午後
６時までに申
し込みを。

園芸講座①落葉果樹の夏期管理（カキ・
ブドウ・イチジク・モモ他）②インパチェ
ンスのハンギングバスケット教室
d５月 ①17日 ㈫ ②21日
㈯いずれも午後１時半〜
３時 半c①30人 ②12人

（いずれも先着）y①無
料 ②3,000円e電 話 か
ファクスで、５月①10日
②14日以降に同公園へ。
サツキ盆栽展示会
d５月20日㈮〜22日㈰午前９時〜午後４
時半y無料

c①20人②⑦各８人③８人④⑤10人⑥
⑧⑩35人⑨40人（いずれも先着）y①②
③⑥〜⑩無料④200円⑤300円e電話か
ファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.
or.jp）で、５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認知症サポーター養
成講座

６／２㈭
10:00〜12:00

②介護ベッドを正しく使
おう

６／４㈯、８㈬
10:00〜12:00

③今日から使える介護
１日講座

６／７㈫
10:30〜15:00

④自助具製作教室（背
中などに自分で軟こう
を塗ることができる、軟
こう塗り具を作ります）

６／11㈯
14:00〜16:00

⑤高たんぱく食で低栄
養予防

６／14㈫
10:00〜12:00

⑥急変の時に慌てない、
救命講習入門コース

６／16㈭
13:30〜15:30

⑦滑らせてらくらくベッ
ド上の移動

６／18㈯、22㈬
10:00〜12:00

⑧基本の防災対策とICT
（情報通信技術）活用法

６／23㈭
13:30〜15:30

⑨心が行き詰まる前に
知っておきたいこと

６／28㈫
14:00〜16:00

⑩防災のスペシャリスト
に聞く、これからの防災

６／30㈭
13:30〜15:30

　※いずれも入園料別。
花と緑のまちかど写真コンテスト入賞
作品展
d５月17日㈫〜６月５日㈰y無料
植物ってこんなにおもしろい 植物を科
学する〜植物の色の秘密〜
　座学やワークショップを通して学びま
す。d６月５日㈰午後１時半〜３時半t小
学生c20人（抽選）y500円e往復はが
きかファクスに代表者の応募事項と小
学生の参加人数・学年、ファクスの場合
はファクス番号も書いて、５月22日（必
着）までに同園へ。ホームページでも受
け付けます。

園芸講座〜ウチョウランを育ててみよ
う〜
d６月11日 ㈯ 
午後１時半〜
３時半（受け付
けは１時から）
c10人（先着）
y2 ,000円 e

不要
園芸講座〜ハーブガイド〜
　園内のハーブを観察し、使い方を学
びます。d６月14日㈫午後１時半〜３時
半c20人（抽選）y500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、５月30日（必
着）までに同園へ。ホームページでも受
け付けます。

５月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。①⑤は上履
きを持参（①は子どもを寝かせるバスタ
オル等も持参）、会場は①は早良体育館

（早良区四箇六丁目）⑤は東体育館（東
区香住ケ丘一丁目）。t①まだ一人で歩
けない乳幼児②④１歳〜高校生③小中
高生⑤２歳以上の幼児⑥０歳〜就学前
⑦１〜２歳児c①②⑤なし③各回20人

（先着）④15人（先着）⑥⑦10組（いずれ
も先着）y①〜⑤⑦無料⑥200円e①
②⑤不要③④当日正午から整理券を配
布⑥電話かファクス、来所で、５月６日以
降にあいくるへ。⑦電話か来所で、５月
17日以降にあいくるへ。

内容 日時
①あかちゃんといっしょ

（乳幼児の親子遊び）
５／６㈮
10:30〜11:30

②グリーンタッチ
（花の手入れなど）

５／７㈯
13:30〜14:30

③みんなであそぼう
（ドッヂビー）

５／７㈯、15㈰
13:30〜、14:05〜

（各回25分）
④伝承あそび（お手玉
遊びなど）

５／14㈯
14:00〜15:00

⑤あいくるがやってくる
（親子遊び）

５／17㈫
10:00〜12:00

⑥木育おもちゃのひろ
ば

５／17㈫
10:00〜12:00

⑦育ちのひろば（親子
遊び）

５／18㈬
11:00〜12:00

　※託児あり（６カ月〜小学３年生。無
料。子どもの名前、年齢・月齢を書いて
①各開催日の10日前まで②５月26日ま
で③６月２日までに申し込みを。先着
順）。
①夫・パートナーとの関係を考えたい人
のためのグループワーク「木もれ陽

（び）の会」
d５月27日、６月10日、24日、７月８日、22
日、８月５日の金曜日午後１時半〜３時半

（連続講座）t女性c12人（先着）y無
料e電話（a526-3788）か来所で、５月１
日以降にアミカス相談室へ。

②子育て女性のお仕事スタートアップ
　就職活動に関する不安について、質
疑応答形式で答えます。d６月10日㈮午
前10時〜正午t再就職を希望する子育
て中の女性c10人（先着）y無料e電話

（a406-8111）かファクス、メール（m jyo
sei.amikas@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、
５月１日以降にアミカスへ。ホームペー
ジでも受け付けます。
③女性のための起業ゼミ
　起業のために必要なスキルと知識を
身に付けます。希望制の相談会もあり。
d６月12日〜７月24日の日曜日午後１時
〜４時（６月19日を除く。連続講座）t起
業を目指すか、起業している女性c30人

（先着）y6,000円eホームページから５
月１日以降に申し込みを。

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

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。d５月28日㈯、29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、５月２日以
降 に 同 セ ン
ターへ。

　※以下の申し込みはホームページで
５月１日以降に受け付けます。
ジュニアヨット教室
d５月22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
初心者ヨット教室
d５月29日㈰午前10時〜午後４時t市内
に住む16歳以上c10人（先着）y3,000円

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）

過去の同教室 「旅茶器」

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）

介護実習普及センター
〒810-0062 中央区荒戸三丁目３-39 ふくふくプラザ３階
a731-8100 f731-5361　o午前10時〜午後６時 x第３火曜日（祝休日
のときは翌平日）

あいくる （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）

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）

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。

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）

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）　※申し込みは①不要②〜④メール

（m workshop@fukuoka-art-museum.jp）
に代表者の応募事項と参加者の氏名・
年齢を書いて５月８日までに市美術館
へ。②は希望日とメールアドレスの記入
が必要。メールの件名は②オンライン
ギャラリーツアー③建築ツアー④子ど
も探検隊にしてください。１通２人まで。
①コレクション展（近現代美術・古美術）
新収蔵品展
d開催中〜５月29日㈰y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
②福岡ミュージアムウィーク オンライ
ンギャラリートーク
　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」
を利用して市美術館の所蔵品をボラン

ティアが対話形式で紹介します。d５月
15日㈰、17日㈫、20日㈮午前11時〜11時
45分c各５人（抽選）y無料
③福岡ミュージアムウィーク 建築ツ
アー
　前川國男氏が設
計した市美術館の
建築を鑑賞します。
d５月21日㈯午前
10時半〜正午c20
人（抽選）y無料
④福岡ミュージアムウィーク 子ども探
検隊
　小中学生対象のバックヤードおよび
ギャラリーツアーを行います。d５月21
日㈯午後１時半〜２時半c20人（抽選）
y無料

筑前国焼高取焼（ちくぜんくにやきたか
とりやき）
　外出先に持ち運べる「旅茶器（たび
ちゃき）」をはじめ、伝統的な茶器やライ
フスタイルに合わせた茶器などを展示・
販売。５月15日㈰、22日㈰は煎茶の振る
舞いもあり。d５月10日㈫〜22日㈰y入
場無料

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

過去の同イベント

過去の同イベント

②過去の同教室

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 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報


