
視覚・動作・認識等で困っている人へ
市ホームページが見やすくなります

　市ホームページにページの見え方を最適化するサービス「FA 
CIL'iti（ファシリティ）」を導入しています。白内障やパーキンソン
病など、視覚・動作・認識の症状に合わせた表示設定が可能で
す。見やすさ・使いやすさの調整に関するアンケートもホーム
ページで実施しています。i広報課a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから

海づり公園　
①ファミリーアジ釣り大会②初夏のグループ釣り月間

　①釣果を競います。入賞者には釣り具などの賞品を進呈。②釣り台利用料金
を割引します（４時間以内）。いずれも詳細はホームページで確認するか問い合
わせを。d①５月29日㈰午前９時〜午後１時②６月１日㈬〜７月31日㈰午前６時〜
午後８時x火曜日li同公園（西区小田）a809-2666f809-2669t①２〜４人の
家族やグループなど②４〜29人の団体c①30人②各日30人（いずれも先着）y

釣り台利用料①大人1,000円、中学生以下
500円②大人800円、中学生以下400円（通
常の２割引き）e①往復はがき（〒819-0203
西区小田池ノ浦地先）かファクスに参加者
全員の応募事項を書いて、５月15日以降に
同公園へ。ホームページでも受け付けま
す。②電話か往復はがき、ファクスに参加
者全員の応募事項を書いて、５月15日以降
に同公園へ。②は希望日の３日前までに申
し込みが必要。

催 し

グループで釣りを楽しめます

　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26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）
a847-1099

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a752-0648）で午前９時〜午後４時半に行います。

●外科当番医（５月後半の日曜日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
５月15日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）  a608-0001
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）  a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）  a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）  a558-0081
福西会病院（早良区野芥一丁目２-36）  a861-2780
西福岡病院（西区生の松原三丁目18-８）  a881-1331
５月22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
千鳥橋病院（博多区千代五丁目18-１）  a641-2761
佐田病院（中央区渡辺通二丁目４-28）  a781-6381
福岡鳥飼病院（城南区鳥飼六丁目８-５）  a831-6031
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）  a891-2511
５月29日㈰
福岡輝栄会病院（東区千早四丁目14-40）  a681-3115
福岡山田病院（東区箱崎三丁目９-26）  a641-1100
溝口外科整形外科病院（中央区天神四丁目６-25）  a721-5252
福岡山王病院（早良区百道浜三丁目６-45）  a832-1100
福岡記念病院（早良区西新一丁目１-35）  a821-4731
聖峰会マリン病院（西区小戸三丁目55-12）  a883-2525

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

〒 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。
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21
●土

3不登校セミナー「不登校の現状とその基本的理解〜子
どもが元気になるために〜」

　子どもの不登校・行き渋りに悩む保護者や、不登校支援の関係者向
けにセミナーを実施します。d午前10時〜正午l中央市民センター

（中央区赤坂二丁目）i不登校よりそいネット事務局a283-8815f 

292-3217c50人（先着）y無料e電話かファクス、メール（m info@
futokosien-net.main.jp）で同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

5/

24
●火
他

2博多ガイドの会 ブラタモリプラスα
アルファ

コース

　平成29年に番組内で紹介された、博多区内の高低差のある道路を
歩きます。併せて、龍宮寺（博多区冷泉町）の「博多怪魚伝説」も紹介し
ます。d５月24日㈫、26日㈭、28日㈯午後１時半〜３時半l集合は地下
鉄祇園駅、解散は櫛田神社（博多区上川端町）i博多区企画振興課a 

419-1012f434-0053t小学生以上（小学生は保護者同伴）c各20人（抽
選）y800円e電話かファクスに応募事項と希望日を書いて、５月19日
までに同課へ。ホームページでも受け付けます。当選者にのみ通知。
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27
●金

3博多にわか講習会

　市無形民俗文化財指定の郷土芸能「博多にわか」の講習会を実施し
ます。d午後６時〜７時半（開場は５時40分）lふくふくプラザ５階（中
央区荒戸三丁目）i博多仁和加（にわか）振興会・荒瀬a090-8357-6197 
m daikonhakozaki@yahoo.co.jpc30人（先着）y無料e不要
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28
●土
他

2博多伝統芸能館　公演

　博多芸妓（げいぎ）による唄や舞=写真、お座敷遊びの体験など。d

５月28日㈯午後１時から、６月９日㈭午後４時から（各50分）l同館（博
多区冷泉町）i博多伝統芸能振興会a441- 
1118f441-1149c各15人（先着）y各3,000
円e電話かファクス、メール（m fkkdent
ou@fukunet.or.jp）に代表者の応募事項と
メールアドレス、参加人数、希望日を書い
て同会へ（中高生と小学生以下がいる場
合はそれぞれの人数も記入）。ホームペー
ジでも受け付けます。 ※当日の問い合わ
せはa080-2705-5462へ。

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

ここに掲載している情報は、市が主催・共催・後援しているものです。

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

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

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５月15日 14催し 講座

教室



「福岡市政だよりW
ウェブ
EB版」のご案内

　市政だよりの記事を、市ホームページで公開しています。「発
行号別」「掲載面別」「カテゴリ別」に見出し一覧を表示できるほ
か、キーワードでの記事検索も可能です。スマートフォンにも対
応していますので、ご利用ください。i広報課a711-4016f732- 
1358

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから

博多座「市民半額観劇会」

　中村獅童主演の８月公演「超歌舞伎」を半額で観覧できます。d８月４日㈭、５
日㈮、６日㈯、７日㈰午後３時半から（４日、５日は午前11時からの公演もあり）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6,500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24日（消印
有効）までに同事務局へ。当選者にのみ通知（５月30日ごろ発送）。

中村獅童 初音ミク

催 し

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

d６月①５日㈰午前10時〜午後２時半②11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５月15日正午以降に申し込みを。

講座・教室

過
去
の
初
心
者
ヨ
ッ
ト

教
室

認知症の人と家族の会

　①は若年性認知症の人や家族が過ごせる「認知症カフェ」です。②③交流のほ
か、情報交換・相談もできます。l①日本福音ルーテル博多教会南博ホール（博
多区須崎町）②③ふくふくプラザ４階（中央区荒戸三丁目）i同会福岡県支部
af771-8595（火・木・金曜日のみ）t①②若年性認知症の人と家族③認知症の
人の家族c①なし②③20人（先着）e不要

内容 日時 費用

①若年性認知症カフェなんぱく ５／20㈮13:00〜15:00 100円
（茶菓子代）

②若年性認知症の人と介護家族のつどい ６／１㈬10:00〜12:00 無料
③認知症介護者のつどい ６／８㈬13:00〜15:00 無料

催 し

応募等のはがきの料金は 63 円です。
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29
●日

2ひとり親家庭支援センター　
グリーフケアおしゃべり会

　グリーフケアとは、死別の悲しみに寄り添う支援のことです。d午後
１時 半〜３時 半li同センター（ 中 央 区 大 手 門 二 丁目）a715-
8805f725-7720t市内に住む、配偶者と死別した一人親c10人（先
着）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、５月15日以降に同センターへ。

5/

30
●月

4国連講演会 激動の国際情勢とG7の果たす役割

　講師は関西学院大学国連外交・統括センター長の神余隆博教授。
あいれふ（中央区舞鶴二丁目）でのオンライン視聴（先着30人）のほ
か、自宅等でウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用した視聴も可
能です（先着100人）。詳細はホームページで確認するか問い合わせ
を。d午後２時〜３時半i日本国際連合協会福岡県本部a713-8115 
f761-6762y無料e電話かファクス、メール（m unaj-fukuoka@nifty.
com）に応募事項とメールアドレス、団体に所属する人は団体名、あい
れふでの視聴を希望する人はその旨も書いて、５月15日以降に同本部
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。
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4
●土

2もーもーらんど油山牧場　大人の牧場１日体験

　家畜の世話やバター作りをします。d

午前９時10分〜午後３時li同牧場（南
区柏原）a865-7020f865-7040t20歳以
上c６人（抽選）y1,500円e往復はがき

（〒811-1353南区柏原710-２）に参加者全
員の応募事項と当日連絡可能な電話番
号を書いて５月15日〜21日（必着）に同牧
場へ。ホームページでも受け付けます。
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4
●土

4市民公開講座 
難聴者の生活改善に向けた人工内耳の可能性

　専門医が難聴やその治療と効果などについて話します。聞こえにく
いことで日常会話・日常生活に支障を感じている人、難聴について知
りたい人向け。d午後１時半〜３時半l電気ビル共創館３階（中央区渡
辺通二丁目）i日本コクレアa06-6374-3131m apac-japan-info@coch
lear.comc80人（先着）y無料e申し込み方法など詳細については
メールで問い合わせを。

過去の同体験

6/

4
●土

3月隈パークゴルフ場　パークゴルフ初心者教室

　講義と実技で学びます。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、５月17日以降に同ゴルフ
場へ。
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4
●土
他

2今津リフレッシュ農園　
ジャガイモ・タマネギ収穫体験

　１口当たりジャガイモ10株、タマネギ18個程度を収穫できます。d６
月４日㈯、５日㈰、11日㈯、12日㈰午前９時〜
午 後４時li同 農 園（ 西 区 今 津 ）a806-
2565f806-2570t市 内 に 住 む 人c400口

（抽選。１組１口。応募は１通まで）y１口1,000
円e往復はがき（〒819-0165西区今津5685）
に応募事項と希望日（抽選後の日程変更不
可）を書いて、５月15日〜24日（必着）に同農
園へ。来所でも受け付けます（往復はがきを
持参してください）。

6/

4
●土
他

2九州ボートショーin福岡

　プレジャーボートやマリン用品の展示、ボート免許講習情報、海の
航海安全講習会など。d６月４日㈯、５日㈰午前10時〜午後５時（５日は
４時まで）l市ヨットハーバー（西区小戸三丁目）i九州ボートショー
実行委員会a512-9815m info@marine-festa.comy入場無料e不要

6/

5
●日

3楽水園　水無月の和菓子づくり

　季節の菓子について学んだ後、２種類の菓子を２個ずつ作り、抹茶
と一緒にいただきます。d午前10時〜正午li同園（博多区住吉二丁
目）af262-6665t中学生以上c10人（先着）y2,500円（入園料別）
e電話か来所で、５月15日以降に同園へ。

過去の収穫体験

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

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



老人福祉センター舞鶴園

　①はスマートフォンを持っていない人にタブレット端末の貸し出しも行いま
す。②③はウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」での参加も可。li同園（中央区
長浜一丁目）a771-7677f716-0046t市内に住む①②60歳以上③おおむね60
歳以上y無料e電話かファクスに応募事項と希望時間、②③でオンライン参加
を希望する人はその旨も書いて、５月15日以降に同園へ。来所でも受け付けま
す。定員を超えた場合のみ通知。

内容 日時 定員
（先着）

①初心者向け体験講習会「スマホの標準
機能を使おう」（天気、時計、地図などの使
い方について学びます）

５／27㈮10:00〜11:15、
13:00〜14:15、15:00〜16:15 各６人

②シニア健康相談（看護師が相談に応じ
ます）

６／１㈬13:30〜、14:00〜、
14:30〜（１人30分以内） 各１人

③シニア就業相談（キャリアコンサルタン
トの資格を有する同園園長が対面で個別
の相談に応じます）

６／５㈰10:00〜、11:00〜、
13:00〜、14:00〜、15:00〜

（１人45分程度）
各１人

催 し

福北連携コーナー
小倉ウイーク in アクロス福岡

　小倉城や小倉祇園太鼓、小倉にゆかりのある作家・松本清張について、動画
やパネルで紹介します。本物の小倉祇園太鼓を使った撮影スポットも設置。小
倉城でしか買えない限定グッズや、小倉織などの販売もあり。６月11日㈯、12日
㈰は小倉の銘菓をプレゼント（数量限定）。12日㈰には小倉織のしおり作り体
験も実施します。時間など詳細は問い合わせを。d６月６日㈪〜12日㈰午前10
時〜午後６時（６日は開始時間未定。12日は午後４時まで） ※販売は10日㈮〜
12日㈰のみlアクロス福岡（中央区天神一丁目）i北九州市小倉北区総務企
画課a093-582-3335f093-581-5496y入場無料e不要

小
倉
織

小
倉
祇
園
太
鼓

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。

JTB　ふるさと開発事業部　

☎ 06-6120-9115

受付時間：平日 午前９時半〜午後５時半

ス
マ
ホ
は

こ
ち
ら
か
ら

　市では36の寄付先（寄付の使い道）を設け、皆さまからの温かいご

支援をお待ちしています。詳しくは、ふるさと納税コールセンター

（a0570-666-532 午前10時〜午後５時）へ。

　寄付をした人に贈る返礼品を随時募集しています。返礼品は、ふる

さと納税ポータルサイト（「ふるさとチョイス」「楽天」「ANA」）を

通して全国に紹介されます。発送の手間や送料はかかりません。市内

事業者からの品物やサービスの出品をお待ちしています。出品は１事

業者10品まで。詳しくは、市ホームページ（「ふくおか応援寄付」で

検索）で確認するか、下記問い合わせ先へ。

ふくおか応援寄付

6/

7
●火
他

3老人福祉センター早寿園　
動こう・笑おう・続けよう 家庭でもできる筋力維持運動

　理学療法士と一緒に介護予防を目的とした運動について学びま
す。d６月７日、21日、７月５日、19日、８月２日、30日の火曜日午後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c16人（先着）y無料e電話か
来所で、５月15日以降に同園へ。

6/

7
●火
他

3南障がい者フレンドホーム　はじめてのあみもの

d６月７日〜来年３月７日の第１・３火曜日午後２時〜４時（連続講座）
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c１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類を書い
て、５月16日〜26日に同ホームへ。来所でも受け付けます。

6/

9
●木

2市環境行動賞表彰式

　市の環境保全に貢献した個人・団体・学校・事業者を表彰します。表
彰後、受賞者が活動内容を紹介します。d午後１時半〜３時半（開場は
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環境政策
課a733-5381f733-5592c100人（先着）y無料e不要

6/

9
●木

2九州交響楽団定期演奏会
〜奇才 井上道義のショスタコーヴィチ〜

　「ジャズ組曲第１番」などを演奏します。未就学児は入場不可。d午
後７時〜９時l福岡サンパレスホテル＆ホール（博多区築港本町）i九
響チケットサービスa823-0101f822-8833yS席5,300円、A席4,400円、
B席・車いす席3,300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 末永文化センター内）で問い
合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

6/

10
●金

2家族介護者のつどい

　介護者同士の情報交換・交流のほか、介護に関する個別相談会、講座
「管理栄養士オススメ、あってよかった常備菜」、福祉用具の展示も実
施します。d午前10時〜正午l西市民センター（西区内浜一丁目）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人を在宅で介護している人c20人

（先着）y無料e電話かファクス、メール（m f_kaigon@fukuwel.or.jp）
で問い合わせ先へ。

6/

10
●金
他

3中央市民センター　パソコン講座「ワードで楽しもう」

　ワードの基本操作を学んで、うちわを作ります。d６月10日㈮、17日
㈮午後２時〜４時（連続講座）li同センター（中央区赤坂二丁目）a 

714-5521f714-5502t文字入力ができ、ワードが入ったノートパソコ
ンを持参可能な人（タブレット、Mac不可）c15人（抽選）y1,000円e電
話かはがき（〒810-0042中央区赤坂２-５-８）、ファクスに応募事項とパソ
コンのOSバージョンを書いて、５月16日〜28日（必着）に同センターへ。
来所でも受け付けます。

6/

11
●土

3城南障がい者フレンドホーム　火を灯
とも

さずに香りが楽
しめる「アロマワックスバー作り」

d午前10時半〜正午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）c８人（抽選）y500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 jyonan.f@c-fu
kushin.or.jp）、来所で、５月15日〜31日（必着）に同ホームへ。

6/

11
●土

3アクロス・もっと知りたい福岡
「小倉時代の松本清張（紙芝居）」

　作家の松本清張について「清張さんの歩いた道」「清張さんと家族
の想（おも）い出」などを紙芝居で紹介します。d午後２時〜３時半lア
クロス福岡円形ホール（中央区天神一丁目）iアクロス福岡文化観光
情報ひろばa725-9100f725-9102c50人（先着）y無料e電話か来所

（アクロス福岡２階）で問い合わせ先へ。ホームページでも受け付けます。

6/

11
●土

2市総合体育館　個人参加フットサル

　初心者も参加できます。d午後８時〜10時li同体育館（東区香椎
照葉六丁目）a410-0314f410-0318t18歳以上c20人（先着）y500
円e電話かメール（m info@fukuoka-city-arena.jp）、来所で、５月17日
以降に同体育館へ。

6/

11
●土
他

2平和祈念資料展
「平和を願い、戦争の悲惨さ、命の尊さをまなぶ」

　６月19日の「福岡大空襲の日」を前に、焼夷（しょうい）弾や千人針（出
征兵士の武運長久・安泰を願って、赤い糸で布に千の結び目を付けた
お守り）などを展示します。d６月11日㈯、12日㈰午前10時〜午後５時

（12日は３時まで）l県教育会館（東区馬出四丁目）i同展実行委員会
af632-6319y無料

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報



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

　①初心者向け②２本のポール（ストック）を使った、運動効果の高い歩き方を学
びます（３㎞程度歩きます）=写真。雨天中止。d①毎週土曜日（祝休日を除く）午
後２時〜３時②毎週月曜日（祝休日を除く）午前10時〜11時半li同センター

（東区奈多）a606-3458f607-9057t①４歳〜中学生（保護者同伴）②小学生以上
（小学生は保護者同伴）c①各15人（抽選）
②各30人（先着）y①1,100円②200円（ポー
ルレンタル代300円）e①件名を「雁の巣
ジュニアテニススクール」としたメール（m 
t-style26@chic.ocn.ne.jp）に応募事項と
希望日を書いて、各開催日の午後１時50
分までにT-style26 TENNISCLUB.（T-スタイ
ル26 テニスクラブ）へ。ファクスの場合は
同センターへ。②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ます。

講座・教室

市政だよりの感想をお聞かせください

　福岡市政だよりに関する意見や感想を、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

6/

12
●日

3今宿野外活動センター　
パパとママのためのキャンプ教室

　ロープワーク=写真=など、キャンプに必
要な技術を学びます。d午前10時〜午後１
時li同センター（西区今宿上ノ原）a806-
3114f806-3115t家族c６組（先着。１組５人
まで）y１組3,000円n０歳〜小学生（無料。
申込時に予約を。先着順）e電話で５月15日
以降に同センターへ。ホームページでも受
け付けます。ホームページで申し込む場合
は当選者にのみ通知。

6/

12
●日
他

3カヌー体験教室

d①６月12日㈰②７月10日㈰③８月７日㈰④９月18日㈰⑤10月２日㈰い
ずれも午前10時〜正午、午後１時〜３時l集合は老司河畔公園（南区
老司四丁目）i南区企画振興課a559-5064f562-3824t市内に住む
か通勤・通学する小学４年生以上c各回15人（先着）y1,000円eメール

（m fc-info@fccanoe.sakura.ne.jp）に応募事項と希望日時を書いて①
５月12日②６月10日③７月７日④８月18日⑤９月２日以降に市カヌー協
会へ。

6/

14
●火

3あすみん（NPO・ボランティア交流センター）　
ボランティア講座

　基礎知識のほか、ボランティア活動を始めるときやボランティアを
受け入れる際の心構えなどについて学びます。ボランティア募集情報
の紹介もあり。d午後７時〜８時半liあすみん（中央区今泉一丁目）
a724-4801f724-4901c20人（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している人は団体名、参加
方法（会場またはオンライン）を書いて、５月15日以降に同施設へ。来
所でも受け付けます。

6/

15
●水
他

3総合西市民プール　
スイムレッスン〜世界マスターズへの道〜

　元日本代表選手の今井亮介氏から学びます。日程など詳細はホー
ムページで確認を。d６月15日㈬〜来年６月７日㈬午後７時〜８時半

（10月は午後７時半〜８時50分） ※来年６月以外は月２回実施、全25回
l総合西市民プール（西区西の丘一丁目）i市スポーツ協会事業課
a407-8381f407-8185t世界マスターズ選手権出場を目指す、足を
着かずに50ｍを泳げる25歳以上c20人（抽選）y３万円eホームペー
ジから５月15日〜31日に申し込みを。

6/

16
●木
他

2アミカス　託児で安心 アミカスB
ブ ッ ク

OOKタイム

　託児付きで読書やDVD鑑賞ができます。d６月16日㈭〜18日㈯午前
10時〜11時50分lアミカス（南区高宮三丁目）iアミカス図書室
a534-7593f534-7595t６カ月〜小学３年生の子どもの保護者c各
15人（抽選）y無料eメール（m amitosho@city.fukuoka.lg.jp）に応募
事項と子どもの名前（ふりがな）、年齢・月齢、希望日（第２希望まで可）
を書いて、５月28日までに同図書室へ。来所（アミカス２階）、ホーム
ページでも受け付けます。当選者にのみ通知。

6/

19
●日
他

2かなたけの里公園　はじめての米づくり体験

　公園内の田んぼで、田植えから収穫まで体験します。11月６日㈰は
試食会もあり。小学生以下は保護者同伴。d６月19日、７月17日、９月４
日、10月16日、11月６日の日曜日午前９時半〜正午（11月６日は午後２時
まで）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６月２日（消印有
効）までに同公園へ。１組１通。

6/

22
●水

3建物の維持保全セミナー
「福岡市の防災・減災〜覚えておこう災害への対応〜」

　過去の災害の事例紹介や防災対策などを説明します。d午後２時〜
４時l市場会館２階（中央区長浜三丁目）i市施設整備公社総務課
a738-7221f738-7230t市内に住むか通勤・通学する18歳以上c50人

（先着）y無料e電話かファクス、メール（m seibicop@circus.ocn.ne.
jp）に応募事項と参加人数を書いて、５月16日以降に同課へ。定員を超
えた場合のみ通知。

6/

24
●金

2老人福祉センター若久園　
認知症カフェ（若久園カフェ）

　認知症への不安や心配事、認知症の人の介護について相談できま
す。脳のトレーニングも行います。d午後２時〜４時li同園（南区若
久六丁目）a511-7255f511-7558t市内に住む人c10人（先着）y無
料e電話か来所で、５月25日以降に同園へ。

6/

25
●土

2映画「われ弱ければ 矢嶋楫
か じ こ

子伝」上映会

　女性の地位向上に生涯をかけた矢嶋楫子の人生を描いた作品を
上映します（中学生以上推奨）。主演は常盤貴子。上映前に監督による
舞台あいさつあり。d午前10時半〜午後０時半、２時〜４時l博多市民
センター（博多区山王一丁目）i現代ぷろだくしょんa03-5332-
3991f03-5332-3992c各250人（先着）y1,200円（当日は300円増し）e

電話かファクスに応募事項と希望時間を書いて、５月15日以降に問い
合わせ先へ。

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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催し 講座
教室 講演 お知
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盲ろう者通訳・介助員養成研修会

　盲ろう者（視覚と聴覚および音声または言語機能障がいが重複した障がい
者）のコミュニケーションと移動支援のための、通訳・介助員を養成する研修会。
日程など詳細は問い合わせを。d６月26日〜９月11日午前10時〜午後４時（日曜
日で全９回）lクローバープラザ（春日市原町三丁目）i県身体障害者福祉協会
a584-6067f584-6070t福岡都市圏に住み、研修修了後に市盲ろう者通訳・介
助員派遣事業に登録し活動できる人、または手話・要約筆記・点訳・朗読およびガ
イドヘルパーなどに従事している人c20人（先着）y無料e電話かファクスで同
協会へ。

講座・教室



ひばるマルシェ

　５月21日㈯、22日㈰に①油山市民の森で、６月４日㈯、５日㈰に②桧原運動公園
で、地域の商店を中心とした飲食等の出店やワークショップなどを実施（午前11
時〜午後４時）。５月21日㈯に謎解きゲーム、22日㈰にアコースティックギターコ
ンサートも行います。雨天の場合、５月は異なる内容で実施、６月は中止。詳細は
問い合わせを。li①油山市民の森（南区桧原）a871-6969f801-1463②桧原
運動公園（南区桧原五丁目）a566-8208f566-8920y入場無料（有料のワーク
ショップあり）e不要

催 し

市政だよりに広告を掲載しませんか

　市内全戸、および事業所などに約86万部を配布している福岡市政だよりに掲
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

S
スマートニュース
martNewsで市の情報が見られます

　スマホ・タブレット向けニュース閲覧アプリ「SmartNews」に、市
の最新情報などを配信しています。アプリは右のコードからイ
ンストールできます。詳細は市ホームページに掲載。i広報課
a711-4016f732-1358

広報課からの
お知らせ

老人福祉センター東香園

　①フレイル（加齢による心身の虚弱）の予防法等を学びます。②薬剤師が相談
に応じます。お薬手帳を持参してください。③認知症予防に関する話と相談会。
日本舞踊などの演芸披露もあり。④相続等の相談に行政書士が個別に応じま
す。⑤スマートフォンについての相談に個別に応じます。スマートフォンを持参。
⑥終了後に個別相談も可（希望者のみ。先着順）。li同園（東区香住ケ丘一丁
目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳以上（①③は家族の参加も可）y

無料e電話かファクスで、５月15日以降に同園へ。来所でも受け付けます。

内容 日時 定員
（先着）

①高齢期を元気に過ごすためのフレイル
予防教室 ５／25㈬11:00〜12:00 15人

②くすりの個別相談会 ５／25㈬12:30〜15:00 ４人
③東香園カフェ ５／26㈭13:00〜14:30 20人
④法務相談会 ５／26㈭13:00〜15:00 ４人
⑤スマホ相談会 ５／27㈮11:30〜15:30 ８人
⑥人生100年時代のシニアの過ごし方と
働き方 ５／28㈯13:00〜14:00 15人

催 し

R60倶
く ら ぶ

楽部

　②③は、作りたい物を講師と相談して作る教室です（道具や材料の持参が必
要）。詳細は問い合わせを。l①中央市民センター（中央区赤坂二丁目）②③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-
6081t①②不問③ミシンを使って裁縫ができる人c①20人②③各回10人（いず
れも先着）e電話かファクスに応募事項と②③は希望日も書いて、５月16日以降
に同事務局へ。②③は定員を超えた場合のみ通知。

内容 日時 費用
①絵手紙教室〜ありがとうの気持ちを込
めて描く１枚〜 ５／28㈯10:00〜12:00 1,000円

②編み方から教わる編み物教室〜編みた
い物を編めるように〜

６／９、23、７／７、21、８／４、
18の木曜日10:00〜12:30

１回
2,000円

③ミシンを使った洋裁教室（着なくなった
洋服、使わなくなった布のリメーク講座）

６／９、23、７／７、21、８／４、
18の木曜日13:30〜16:30

１回
2,000円

講座・教室

お知らせ
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

NPO法人や当事者団体等へ備品購
入費や新規事業費を助成します

　【助成金額】 ▽備品購入＝上限25万
円 ▽新規事業＝上限５万円。 ※対象
事業に関する経費の１割以上は自己
負担【対象】次の全ての要件を満たす
法人格を持たない団体またはNPO法
人 ▽市内に活動拠点を有する ▽社会
福祉に携わっている ▽ 活動実績が１
年以上ある ▽構成員および利用者の
３分の２以上が福岡都市圏に住む ▽

令和元〜３年度に本事業の配分を受
けていない ▽ 令和２〜３年度に共同
募金会の配分を受けていない（令和４
年度も受ける予定がない）【申込書の
配布】市社会福祉協議会総務課（中央
区荒戸三丁目 ふくふくプラザ４階）
で。ホームページにも掲載【申込期
間】６月30日までi同課a751-1121f 

751-1509

　長浜公園（中央区舞鶴一丁目）では、地域と企業の共働による花づくり
活動が行われています。企業が地域の皆さんに働き掛け、３月から始まり
ました。
　公園内のフラワーポットや隣接す
る道路の植栽帯に花苗を植え替え
るなど、維持管理に努めています。
　親不孝通りエリアまちづくり協議
会の重孝義会長は、「今後も、みんな
で力を合わせて、公園がより明るく
心地よい空間となるよう、活動を続
けていきます」と話していました。

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。

企業と地域で「花づくり」が始まりました Vol.4
一人一花だより

「長谷工グループ」と地域の皆さん
による花づくり活動

6/

29
●水

2ウエルネスレストラン開放D
デ ー

ay in あいれふ
〜あなたの食事をチェックしませんか〜

　実物そっくりに作られた料理モデルを使って、バランスの良い食事
について学びます。管理栄養士のアドバイスを受けることもできま
す。d午前10時、11時、午後１時、２時から（各40分）lウエルネスレスト
ラン（中央区舞鶴二丁目 あいれふ２階）i健康づくりサポートセン
ターa751-2806f751-2572c各８人（先着）y無料e電話かメール（m 
yoyaku@kenkou-support.jp）に応募事項と希望時間を書いて、５月15
日以降に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

6/

30
●木

2九州市民大学６月講演会
「熱血ブラバン少女〜コロナを超えて〜」

　精華女子高等学校吹奏楽部が演奏します。演奏曲目はS.ヘイゾの
「アラベスク」など。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

7/

9
●土

3日本歯科用レーザー・ライト学会20周年記念大会
市民講座

　第一部はペシャワール会室長の藤田千代子氏が「中村哲医師の業
績と35年の足跡」について話します。第二部は九州国際重粒子線がん
治療センター（サガハイマット）センター長の塩山善之医師が最先端
医療「重粒子線治療の最前線」について話します。d午後２時〜５時半
lFFGホール（中央区天神二丁目）iオフィス澤田a090-1167-1405f 

935-9431t中学生以上c600人（先着）y無料eファクスで５月15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。

7/

10
●日

2さん・さんプラザ（障がい者スポーツセンター）
福岡卓球バレー大会

d午後０時半〜６時li同プラザ（南区清水一丁目）a511-1132 
f552-3447t障がい者による男女混成チーム、障がい者と健常者に
よる男女混成チームc18チーム（先着。１チーム12人まで）y有料（詳
細は問い合わせを）e５月15日から同プラザで配布する申込書で申し
込みを。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。

7/

15
●金

2アクロス・ランチタイムコンサート　O
オ ブ セ ッ シ ョ ン

BSESSION

　三舩優子氏（ピアノ）、堀越彰氏（ドラム＆パーカッション）が出演。ド
ビュッシーの「月の光」などを演奏します。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。

情報BOX 福岡市政だより
令和4（2022）年５月15日 10

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

※講座・催しなどで、特に記載がな
いものは誰でも参加（申し込み）可。応募事項
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市立霊園　種から育てて花いっ
ぱいボランティアを募集

　３月に種を植えて成長した花苗を
花壇に移植するボランティアを募集し
ます。参加者には季節の花苗を進呈。
d５月①②28日㈯③29日㈰いずれも
午前10時〜正午li①三日月山霊園

（東区香椎）a662-7429f405-0023②
西部霊園（西区羽根戸）a811-1733 
f400-0035③平尾霊園（南区平和四
丁目）a531-0655f401-0280c各霊園
20人（先着）e電話かファクス、来所
で、５月15日以降に各霊園へ。

事業所税の申告を
　次の要件に該当する事業者は、事
業所税の申告・納付が必要です。【対
象】市内の事業所で床面積の合計が
1,000平方㍍を超えるか、従業員数が
100人を超える事業者【申告・納付期
限】法人は事業年度終了の日から２カ
月以内。個人は来年３月15日まで。i

資産課税課a292-2486f292-4187
事業所用家屋の貸付申告書の提
出を

　事業所税の納税義務者に事業所用
家屋を貸し付けている場合は、「事業
所用家屋の貸付申告書」を貸付開始
日から１カ月以内に提出してくださ
い。申告書は市ホームページからダ
ウンロードできます。i資産課税課
a292-2486f292-4187
防犯灯の管理費と工事費の補助
金申請を受け付けています

　受付期間は管理費が７月29日まで、
工事費は11月30日まで。【申請書など
の配布】各区地域整備課（西区は土木
第１・２課）、情報プラザ（市役所１階）
で。市ホームページにも掲載。詳細は
道路維持課まで問い合わせを。i道
路維持課a711-4488f733-5591
市科学館の貸室利用を受け付け
ます

　同館が使用していない期間・時間
帯に企画展示室、サイエンスホール=
写真、ドームシアターの貸し出しを
行っています。利用希望日の９カ月前
の１〜10日に抽選会の申し込み受け
付けを行います。下見も可能。詳細は
ホームページで確認するか問い合わ
せを。i同館a731-2525f731-2530

高校生留学奨学生を募集
　50万円を上限として給付（返還不
要）。【対象】次の全てに該当する人 ▽

海外留学あっせん機関の高校生交換
留学プログラム等で約１年間の留学
を予定し、来年出発する ▽県内の高
等学校、高等専門学校に在籍するか
入学を予定する ▽保護者が市内に１
年以上継続して住む【定員】10人（選
考）【募集案内・申込書の配布】高等学
校、高等専門学校、中学校、市教育振
興会（市役所６階）で【申込期間】７月
29日（必着）までi同会a721-1709f 

721-1739
福岡アジア都市研究所の市民ま
ちづくり研究員を募集

　「歩きたくなる福岡のまちづくり〜
居心地良く、アートあふれる空間〜」

をテーマに研究します。書類・面接選
考あり。【期間】７月〜来年３月【対象】
市内または近郊に住むか、市内に通
勤・通学し、月１回の活動（平日夜間）
に参加できる18歳以上【募集案内の
配布】情報プラザ（市役所１階）、各区
役所情報コーナー、入部・西部出張所
などで。ホームページにも掲載【申込
期間】５月31日までi同研究所a710-
6441f710-6433
市街化調整区域の空き家改修費
用等の一部を助成

　市街化調整区域における定住化を
促進するため、１年以上使用されてい
ない空き家の改修費等を助成しま
す。空き家を10年以上活用することな
ど要件あり。詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。【対象】①
取得または賃借する空き家に住む人
②空き家を貸す人 ※①②いずれも
空き家に住む人は市外から転入する
人、または世帯分離により市内間で異
動する人に限る【助成率】改修工事
費、家財道具撤去費の合計額の２分の
１（上限100万円）【申請期間】６月30日
までi地域計画課a711-4430f733- 
5590

アスベストの分析調査や除去な
どの費用を助成します

　申請は11月25日まで。【対象建築
物・助成内容】解体の予定がない民間
建築物に係る ▽分析調査＝アスベス
トを含む可能性がある吹き付け材の
分析調査費用（通常10万円程度。上
限25万円） ▽ 除去など＝多数の人が
利用する建築物のアスベスト除去・封
じ込め・囲い込みの工事費用の３分の
２以内（上限120万円。指定建築物の
除去工事に限り、上限300万円）。詳細
は市ホームページに掲載。i建築指
導課a711-4573f733-5584
土砂災害対策改修・移転等の費用
を助成します

　土砂災害特別警戒区域（レッドゾー
ン）等に指定された区域内にある住宅
などで、土砂災害に対する構造耐力
上の安全性を有していないものに対
して、改修・移転等の費用の一部を助
成します。事前に建築指導課への相
談が必要です。詳細は市ホームペー
ジで確認するか問い合わせを。i同
課a711-4573f733-5584
市一時預かり事業（一般型）の補
助金交付対象事業者を募集

　児童福祉法の規定に基づく同事業
を実施または実施予定で、補助金の
交付を希望する事業者を募集。公募
説明会などの詳細は市ホームページ
で確認するか問い合わせを。【募集要
項の配布】５月15日から事業企画課

（市役所13階）で。市ホームページに
も掲載【申込期間】６月30日までi同
課a711-4114f733-5718
市役所１階に証明写真機を設置し
ています

　ユニバーサルデザインに配慮し、
車椅子での利用も可能です。i財産
管理課a711-4173f711-4833

証明写真機

花と緑のまちかど写真コンテスト
の作品を募集

　市内の「街路樹×まち×人」「まち×
花・緑×人」をテーマにした写真を募
集。【規定】四つ切り（ワイド可）、A４サ
イズ。昨年８月１日以降に市内で撮影
した未発表の作品（３点以内）。【申し
込み】情報プラザ（市役所１階）、各区
役所情報コーナー、入部・西部出張
所、各公民館などで配布する申込書
を写真の裏面に貼り、７月29日（必着）
までに市緑のまちづくり協会みどり
課へ。申込書はホームページからダ
ウンロードも可。i同課a822-5832f 

822-5848

昨年の大賞作品

マイナポイント第２弾実施中
　マイナンバーカードと連携した
キャッシュレス決済サービスを利用し
て買い物またはチャージを行うと、ポ
イントが１人当たり最大で5,000円分
もらえる、国のマイナポイント事業が
実施されています。対象はマイナン
バーカードを持っている人でマイナ
ポイントを申し込んでいない人、マイ
ナンバーカードを９月末までに申請す
る人。なお、区役所、入部・西部出張所
ではマイナポイントの予約・申し込み
サポートを行っています。申込時にマ
イナンバーカード、同カードの４桁の
暗証番号、対象となるキャッシュレス
決済サービスを準備してください。詳
細はホームページで確認するか問い
合わせを。iマイナポイント・サポート
コーナー相談窓口a050-3684-4776 
f733-5594 ※健康保険証としての利
用登録や公金受取口座の登録による
各7,500円相当のポイント付与につい
ては６月（予定）以降受け付け開始。

「雑がみ」を簡単リサイクル
　紙箱や包装紙などの雑紙の種類や
出し方を分かりやすく解説した「雑が
み回収促進袋」＝写真＝を配布してい
ます。詳細は市ホームページで確認
するか問い合わせを。【配布】各区生
活環境課、情報プラザ（市役所１階）
で。iごみ減量推進課a711-4039f 

711-4823

公衆無線LAN（Wi-Fi）利用時の情報
漏えいに注意しましょう

　外出先等での公衆無線LAN（Wi-Fi）
の利用は便利ですが、通信内容が他
人に見られてしまうなどの危険も潜ん
でいます。個人情報を悪用されないよ
う、IDやパスワードなどのログイン情
報やクレジットカード番号など、決済に
関する情報等の入力は避けましょう。
i広報課a711-4827f732-1358

「ふくおかしの家計簿」を作成しま
した

　令和４年度予算、財政状況、財政運
営の取り組み等について分かりやす
く解説した「ふくおかしの家計簿」=写
真=を作成しました。【閲覧・配布場
所】情報プラザ（市役所１階）、各区役
所情報コーナー、入部・西部出張所な
どで。市ホームページにも掲載。i財
政調整課a711-4166f733-5586

しごと

福岡地区職業訓練協会の講習
　①パソコン「Excel中級データベー
スと実務関数」講座②パソコン「イラ
ストレーター」講習③パソコン「HP作成

（HTML/CSS編）」講座④第二種電気工
事士（実技）直前講習⑤ファイナン
シャル・プランナー２級学科短期集中
講習―を開催（いずれも連続講座）。
詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。d①６月27日㈪、29日㈬、
30日㈭午前10時〜午後４時半（30日は
４時まで）②７月３日〜24日の日曜日
午前９時半〜午後４時半③７月５日㈫、
６日㈬、７日㈭、11日㈪、13日㈬午前10
時〜午後４時（13日は３時まで）④７月
９日㈯、10日㈰午前９時〜午後５時⑤７
月10日〜８月21日の日曜日午前10時
〜午後４時（８月14日を除く）l①③ア
ミカス（南区高宮三丁目）②④⑤同協
会（東区千早五丁目）i同協会a671-
6831f672-2133t①エクセルの基本
操作ができる人②③パソコンの基本
操作ができる人④第二種電気工事士
筆記試験合格者⑤ファイナンシャル・
プランナー２級受験予定者c①③11
人②15人④20人⑤14人（いずれも先
着）y①１万6,000円（テキスト代別）②
２万4,000円③２万2,000円④２万8,000
円⑤３万円n①③６カ月〜小学３年生

（無料。６月①10日③20日までに要申
し込み。先着順）②④⑤なしe電話か
来所で、５月①②③16日④⑤17日以降
に同協会へ。
シニア活躍応援セミナー①60歳
からの再就職②「駐輪場管理」の
お仕事（初心者向け）

　①仕事の探し方などについて説明
します。終了後に個別相談会あり（希
望者のみ。先着３人）。オンラインでの
参加も可（個別相談会を除く）。②仕
事内容や求められる技能について説
明します。博多駅近郊の駐輪場見学
もあり。d６月①２日㈭②16日㈭いず
れも午後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同セミナー事務局（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c各20
人（先着）y無料e電話かファクスで、
５月15日以降に同事務局へ。定員を超
えた場合のみ通知。

　※募集する職員等の資格や勤務条
件など、詳細は募集案内で確認する
か問い合わせを。

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

福岡市政だより
令和4（2022）年５月15日 情報BOX9 お知

らせ 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



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

市オンライン合同会社説明会

　正社員を募集する市内企業約40社
が出展します。ウェブ会議サービス

「Zoom（ズーム）」を使ったライブ配信
形式で行います。視聴中に企業への
エントリーも可。就活セミナーもあ
り。d５月20日㈮、21日㈯午前10時〜
午後５時半i同説明会運営事務局（カ
ウテレビジョン内）a401-6055f600-
7074t求職中の人、来年３月に大学な
どを卒業予定の人y無料eホーム
ページから申し込みを。

令和４年度県調理師試験
　詳細はホームページで確認を。【日
時】10月29日㈯午後１時半〜３時半

【受験手数料】6,100円【受験案内の配
布】各区衛生課で【申込期間】６月３日

（消印有効）までi調理技術技能セン
ターa03-3667-1815f03-3667-1868

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

相 談

市民相談室 司法書士相談

　司法書士による相談を区役所で午
後１時〜４時に実施しています（１人30
分）。t市内に住むか通勤・通学する
人c５人（先着）y無料e事前に電話
か来所で各問い合わせ先へ。

場所・問い合わせ先 実施日
東区役所
a645-1011f651-5097 第１金曜日

博多区役所
a419-1013f452-6735 第２木曜日

中央区役所
a718-1014f714-2141 第１木曜日

南区役所
a559-5010f562-3824 第３木曜日

城南区役所
a833-4010f844-1204 第４水曜日

早良区役所
a833-4308f846-2864 第３火曜日

西区役所
a895-7008f885-0467 第４月曜日

高齢者・障がい者のための無料相
談会

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

日時 会場
５／23㈪、
６／20㈪

なみきスクエア１階
（東区千早四丁目）

５／25㈬、
６／29㈬

西市民センター３階
（西区内浜一丁目）

６／13㈪ 早良市民センター３階
（早良区百道二丁目）

　※時間は午前10時〜午後３時。

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（第１火曜日の
み正午〜午後７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10時〜午後２時i

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 yado
rigi@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。

つながりサポート相談室
　新型コロナウイルスの感染拡大に
よる影響等で困難や不安を抱える女
性を支援するため、公認心理士など
が無料で相談に応じます。電話や対
面のほか、関係機関への同行支援や
オンライン相談にも対応。 ※来年３
月15日まで。【電話】月・水曜日午前10
時〜午後５時、金曜日午前10時〜午後
８時。相談員が折り返し電話します。話
し中のときはSMS（ショートメール）で
連絡先を伝えてください【対面】アミ
カス（南区高宮三丁目）で実施。南区
を除く各市民センターでの出張相談
会もあり。いずれも要予約。各市民セ

ンターでの出張相談会は５月18日か
ら受け付け。詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。i同相談
室a080-8511-8080hhttps://josei-
tsunagari.com/
障がいのある子どものための教
育の場を検討する就学相談会

　大学教授、医師、福祉機関の職員、
教員などが相談に応じます。d７月11
日㈪、20日㈬、25日㈪、27日㈬、８月１
日㈪、３日㈬、17日㈬、19日㈮、22日㈪、
26日㈮、29日㈪、31日㈬、９月５日㈪、７
日㈬、12日㈪、14日㈬、16日㈮、21日
㈬、26日㈪、10月３日㈪、５日㈬、７日
㈮、17日㈪、19日㈬午後１時半、２時、２
時半、３時、３時半、４時から（各１時間
程度）li発達教育センター（中央区
地行浜二丁目）a845-0015f845-0025 
t ▽ 来年度の新小学１年生 ▽小・中・
特別支援学校在校生 ※いずれも保
護者同伴y無料e在籍する園（所）お
よび就学前施設、学校を通して５月16
日〜７月４日（必着）に申し込みを。
「人権擁護委員の日」特設人権相
談所

　人権擁護委員がいじめや差別、家
庭内の悩み事などの相談に応じま
す。d６月１日㈬午前10時〜午後３時

（受け付けは２時半まで）l市役所１
階多目的スペースi福岡人権擁護委
員協議会a722-6199f722-6186y無
料e不要

映像ホール・シネラ　６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。
ベトナム映画特集
１日㈬［２］無人の野

２日㈭［11］おかあさんはおるす
［２］十月になれば

３日㈮［11］砂のような人生［２］メタオ

４日㈯［11］無人の野
［２］おかあさんはおるす

５日㈰［11］十月になれば
［２］砂のような人生

８日㈬［２］メタオ

９日㈭
［11］樹上の家
［２］どこでもないところで羽ば
たいて

10日㈮
［11］ビー、心配しないで！
［２］大親父と、小親父と、その他
の話

11日㈯
［11］樹上の家
［２］どこでもないところで羽ば
たいて

12日㈰
［11］大親父と、小親父と、その
他の話

［２］ビー、心配しないで！

中央アジアの映画特集
15日㈬［２］山嶺の女王クルマンジャン
16日㈭［11］まぼろしの砦［２］演説者

17日㈮［11］男が踊るとき
［２］天空の路

18日㈯［11］盗まれた花嫁
［２］少年と狼

19日㈰［11］父への電話
［２］山嶺の女王クルマンジャン

22日㈬［２］父への電話

23日㈭［11］盗まれた花嫁
［２］少年と狼

24日㈮［11］父への電話
［２］山嶺の女王クルマンジャン

25日㈯［11］まぼろしの砦［２］演説者

26日㈰［11］男が踊るとき
［２］天空の路

作品名：「男が踊るとき」
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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

しごと 相談 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

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

休日健診（総合健診）
d①〜⑪６月５日㈰、12日㈰、19日㈰、25
日㈯、26日㈰午前８時半〜10時半⑫６月
５日㈰午前８時半〜10時半⑬６月26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。

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
　※６月５日㈰、19日㈰、25日㈯、26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。

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。

園芸講座 サツキ盆栽の花後のせん定
d５月22日㈰午後１時半〜３時半c30人

（先着）y無料e電話かファクスで、５月
15日以降に同公園へ。
園芸講座 ウメの加工とウメの収穫作業
体験
　梅干しなどの作り方を学んだ後に収
穫体験をします。収穫したウメは持ち帰
れます（１人１kg程度）。d５月31日㈫午後
１時半〜３時半c30人（先着）y600円e

電話かファクスで、５月24日以降に同公
園へ。市健康づくりキャラク

ター「よかろーもん」



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）

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

福岡市政だより
令和4（2022）年５月15日 情報BOX7 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

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）

６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y①②③⑥⑧⑨
⑩無料（⑥⑩は部品代など別）④⑤500
円⑦200円e①③④⑤⑦⑨往復はがき
かファクス、来所で、①５月25日③６月３
日④６月８日⑤⑦６月11日⑨６月16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。②⑥⑧⑩電
話か来所で、６月１日以降に同施設へ。

内容・日時 定員
①堆肥・菜園づくり講座　
６／２㈭13:30〜15:00

10人
（抽選）

②木製のまな板削り　
６／９㈭、18㈯10:00〜15:30

各日11人
（先着）

③ダンボールコンポスト講座　
６／10㈮10:30〜12:00

10人
（抽選）

④イスの座面張り替え　
６／18㈯10:00〜13:00

５人
（抽選）

⑤らくらくリフォームソーイン
グ（裁縫）　６／21〜７／26の
火曜日10:00〜13:00（７／19を
除く。連続講座）

10人
（抽選）

⑥傘の修理　
６／22㈬10:00〜13:00

６人
（先着）

⑦古布でぞうり作り講座　
６／22㈬10:00〜13:00

８人
（抽選）

⑧ミシンの時間貸し　
６／24㈮10:00〜13:00

９人
（先着）

⑨ダーニング講座 （衣類のほ
つれやすり切れた部分を補修
します）　６／25㈯10:00〜12:30

７人
（抽選）

⑩家具のリペア（修理）相談　
６／26㈰10:00〜12:30

５人
（先着）

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）

６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y①800円②③④
500円⑤1,000円⑥〜⑨無料e①〜⑤は
がきかファクス、メール（m seibuplaza２
＠f-kankyo.or.jp）、来所で、５月①②20日
③④21日⑤25日（いずれも必着）までに
同施設へ。当選者にのみ通知。⑥〜⑨
電話かファクス、メール、来所で、⑥希望
日の３日前まで⑦⑧⑨随時受け付け。

内容・日時 定員
①衣類のリフォーム教室　
６／１〜７／27の水曜日
13:00〜16:00（連続講座）　

８人
（抽選）

②着物からチュニック作り　
６／２〜16の木曜日
13:00〜16:00（連続講座）　

８人
（抽選）

③残り布でショルダーバッグ作り
６／３〜17の金曜日13:00〜16:00

（連続講座）　
８人

（抽選）
④着物地で折り紙エコバッグ作
り　６／４㈯、11㈯13:00〜16:00

（連続講座）　
８人

（抽選）
⑤パッチワーク教室　
６／７〜７／26の原則火曜日
13:00〜16:00（連続講座）　

８人
（抽選）

⑥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）

⑦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
⑧牛乳パックで紙すき体験　
毎日10:30〜15:30の30分程度 ー
⑨お花のメモスタンド　
毎日10:30〜15:30の30分程度 ー

５月・６月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。②は上履き
と子どもを寝かせるバスタオル等を持
参、会場は南体育館（南区塩原二丁目）。
t①③⑤１歳〜高校生②まだ一人で歩
けない乳幼児④小中高生c①各回15人

（先着）②③なし④各回20人（先着）⑤25
組（先着。１組１個）y①〜④無料⑤100
円e①④当日正午から整理券を配布②
③不要⑤電話かファクス、来所で、６月１
日以降にあいくるへ。

内容 日時
①ふれあいひろば

（おはなし会）
５／28㈯14:00〜、
14:35〜（各回25分）

②あかちゃんと
いっしょ（乳幼児の
親子遊び）

６／１㈬
10:30〜11:30

③グリーンタッチ
（花の手入れなど）

６／４㈯
13:30〜14:30

④みんなであそぼ
う（ドッヂビー）

６／４㈯15:00〜、
15:35〜（各回25分）

⑤おもちゃ病院 ６／19㈰
10:00〜14:00

　※その他、乳幼児を対象にした親子
遊びを実施。詳細はホームページで確
認を。

　※いずれも入園料別。
ウチョウランと山野草展
　販売や相談コーナーもあります。d６
月７日㈫〜12日㈰y入場無料

ウチョウラン
旬の植物ガイド
d６月18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 寄せ植え講座
　花苗や観葉植物を使って寄せ植えを
作ります。d６月29日㈬午後１時半〜３
時半c30人（抽選）y2,000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、５月15日
〜６月15日（必着）に同園へ。ホームペー
ジでも受け付けます。
植物ってこんなにおもしろい 植物を科
学する〜植物の香（かおり）の秘密〜
　座学やワークショップを通して学びま
す。d７月３日㈰午後１時半〜３時半t小
学生c20人（抽選）y500円e往復はが
きかファクスに応募事項とファクスの場
合はファクス番号も書いて、６月19日（必
着）までに同園へ。ホームページでも受
け付けます。

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）
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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。７〜10月の金・土曜日は午後８時まで開館（入館は閉
館30分前まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）

つきなみ講座 仙厓（せんがい）さんの
すべて
　ユーモアあふれる禅画で知られる仙
厓の作品を比較しながら、その内面を探
ります。d５月28日㈯午後３時〜４時（受
け付けは２時半から）c180人（先着）y

無料e不要

初めてのベビーカーツアー
　赤ちゃんと一緒にコレクション展を観
覧します。d６月９日㈭、10日㈮午前10時
〜10時40分tおおむね１歳半までの子
どもと保護者（ベビーカーか抱っこひも
で移動）c各５組（抽選。１組３人まで）y

無料（観覧料が必要）e往復はがきかメー
ル（m workshop@fukuoka-art-museum.jp）
に代表者の応募事項とメールアドレス、
参加者全員の氏名・年齢、希望日を書い
て、５月29日（必着）までに市美術館へ。
夏休みこども美術館 水のリズム
　「水の音」をテーマにさまざまな作品
を紹介します。d６月９日㈭〜８月21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。

　※各イベント・番組のスケジュールな
ど詳細はホームページで確認するか問
い合わせを。
プラネタリウムの招待券をプレゼント
　ドームシアター番組観覧後、アンケー
トに答えて応募すると、抽選で毎月３組６
人にスペシャル番組の招待券が当たり
ます。アンケート用紙はドームシアター
出口に設置。
サイエンスショー 冷たい世界
　氷よりも冷たい液体窒素を使った実
験をします。d開催中〜６月26日の土・
日曜日c各回45人（先着）y無料（基本
展示室の入場券が必要）e不要

テーブルサイエンス 空気の力を見て
みよう
d開催中〜７月31日㈰c各回５人（先
着）y無料（基本展示室の入場券が必
要）e不要
ドームシアター番組「星になるまで mu
sic by ACIDMAN（ミュージックバイ
アシッドマン）」
　アルマ電波望遠鏡やブラックホール
などについて音楽とナレーションで紹介
します。小学校高学年以上推奨。d６月
１日㈬〜９月30日㈮c各回220人（先着）
y大人510円、高校生310円、小中学生
200円、未就学児無料e当日午前９時半
から同館３階チケットカウンターで販売。

科学館
〒810-0044 中央区六本松四丁目２-１　a731-2525 f731-2530
x火曜日（祝休日のときは翌平日）。夏休み期間の７月22日㈮〜８月26日㈮は開
館。 ※開館時間など詳細はホームページで確認するか問い合わせを。

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）

梶原博多人形工房 ちいさな癒やし展
　 お 地 蔵 様=
写真=や縁起物
などの作品約
50点を展示・販
売。d５月24日㈫ 
〜29日㈰y入場
無料
新作博多織展・新作博多人形展 受賞作
品展
　４月に東京で開催された展覧会の審
査会で内閣総理大臣賞を受賞した作品
などを展示します。d５月31日㈫〜６月５
日㈰y無料

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）

　※いずれも無料。小学生は保護者同
伴。
ネコとの距離がぐーっと近くなる話
　漁村や草原などで暮らすネコ、希少
な野生のネコなど、ネコ=写真=の生態
について学びます。講師は北九州市立
いのちのたび博物館館長の伊澤雅子
氏。d６月11日㈯午前10時半〜正午t

小学生以上c30人（先着）e電話かメー
ル（m mamoro
om@fch.chuo.
fukuoka.jp）で、
５月15日午 前
10時以降に同
施設へ。１通５
人まで。

すばらしきサメの世界
　サメの生態や体の仕組みなどについ
て学びます。講師は海と博物館研究所
の高田浩二氏。d６月12日㈰午前10時
半〜正午t小学生以上c30人（先着）
e電話かメールで、５月15日午前10時以
降に同施設へ。１通５人まで。
ビリビリ体験〜ライデン瓶を作ろう〜
　静電気をためることのできるライデ
ン瓶を作り、静電気が発生する仕組みを
学びます。講師は九州大学理学部名誉
教授の柳哮氏。d６月18日㈯午後２時〜
３時半t小学生c15人（抽選）e電話か
メールで、５月15日午前10時〜25日に同
施設へ。１通３人まで。

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）
ミニ展示「保清、口腔（こうくう）ケアグッ
ズ」
　口の中の汚れを効果的にからめ取る
スポンジブラシや歯ブラシをUV（紫外
線）除菌できるコップ=写真=などを紹
介します。d開催中〜５月31日㈫y無料


