
　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５月18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）に移転しています。
　※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（６月前半の日曜日）
　診療時間は病院ごとに異なるため、電話等で確認を。
６月５日㈰
福岡和白病院（東区和白丘二丁目２-75）  a608-0001
八木病院（東区馬出二丁目21-25）  a651-0022
那珂川病院（南区向新町二丁目17-17）  a565-3531
安藤病院（城南区別府一丁目２-１）  a831-6911
吉村病院（早良区西新三丁目11-27）  a841-0835
南川整形外科病院（西区姪の浜四丁目14-17）  a891-1234
６月12日㈰
原三信病院（博多区大博町１-８）  a291-3434
友田病院（博多区諸岡四丁目28-24）  a591-8088
秋本病院（中央区警固一丁目８-３）  a771-6361
福岡脳神経外科病院（南区曰佐五丁目３-15）  a558-0081
昭和病院（西区徳永大町911-１）  a807-8811
白十字病院（西区石丸四丁目３-１）  a891-2511
　※外科当番医は変更の可能性があります。最新の情報は
各医療機関に問い合わせを。
　※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

　企業からの呼び掛けにより実現した、
地域と企業による花を通したまちづくり
を紹介します。
　博多駅から北東に約700m、国道３号と
空港通りの交差点付近に位置する「正
興電機製作所」本社横の道路植栽帯に
直径５ｍの花時計を含む花壇が整備され
ました＝写真。花苗の植え替えや花壇の
維持管理は、企業や地域、専門家の共働により行われています。
　地域に潤いを与える、花と緑豊かなシンボル的空間になるよう、みんな
で活動しています。
i「まちにわプロジェクト福岡」事務局（正興電機製作所総務部内）a473-
8831f473-8833

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。

空港通りに「花時計」が登場 
企業と地域の共創型プロジェクト始動

Vol.5
一人一花だより

博多座「市民半額観劇会」

　「氷川きよし特別公演」を半額で観覧できます。d８月
15日㈪午前11時、16日㈫午前11時、24日㈬午後４時、26日
㈮午前11時、午後４時から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
8,250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６月10日（消印有効）までに同事務局へ。当選者にの
み通知（６月16日ごろ発送）。

催 し

氷川きよし

6/

3
●金

2「測量の日」記念行事「あそこまでなんぼ」

　歩いて距離や面積を測るレクリエーション。賞品・参加賞あり。d正
午〜午後２時l天神中央公園（中央区天神一丁目）i市設計測量業
協会a751-8246f751-2271y無料e不要

6/

12
●日

2市総合体育館　
みんなのスポーツ パラスポーツ体験会

　パラリンピックの正式種目「ボッチャ」のルールはそのままに、デジ
タル要素を加え、誰でも楽しめるようにした「CYBER BOCCIA S（サイバー
ボッチャ エス）」を体験できます。パラリンピック選手によるトーク
ショーもあり。d午前10時〜午後４時li同体育館（東区香椎照葉六
丁目）a410-0314f410-0318y無料e不要

6/

12
●日

2わんにゃんよかイベント in あにまるぽーと

　施設見学会、猫の譲渡相談など。雨天時は内容の変更あり。d午前
10時〜午後２時liあにまるぽーと（東区蒲田五丁目）a691-0131f 

691-0132y無料e不要

6/

12
●日

3松風園　水
み

無
な

月
づき

の和菓子づくり

　季節の菓子について学び、２種類の菓子を作って抹茶とともにいた
だきます。d午前10時〜正午li同園（中央区平尾三丁目）af524-
8264t中学生以上c10人（先着）y2,500円（入園料別）e電話か来所
で、６月１日以降に同園へ。

6/

12
●日

3新成人18歳の金融教室

　新成人向けの金融教室を①友泉亭公園②松風園―で行います。
d①午前10時〜11時②午後２時〜３時li①友泉亭公園（城南区友
泉亭）af711-0415②松風園（中央区平尾三丁目）af524-8264t新
成人やその両親、18歳以上の人c①30人②20人（いずれも先着）y無
料（入園料別）e電話か来所で、６月１日以降に各問い合わせ先へ。

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
※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６月１日 情報BOX15 催し 講座

教室

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

〒 810-8620 は市役所専用の郵便番号です。市役所の住所を書かなくても郵便物が届きます。



救命講習

　AED（自動体外式除細動器）の使い方や、心肺蘇生法（①②大人に対する方法
③子どもに対する方法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６月①②１日③
④14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 ７／28㈭ 市民防災センター
（早良区百道浜一丁目） 821-0245 20人

②普通１

７／２㈯ 博多消防署
（博多区博多駅前四丁目） 475-0119 25人

７／６㈬ 西消防署（西区今宿東一丁目） 806-0642 30人
７／８㈮ 東消防署（東区千早四丁目） 683-0119 35人
７／10㈰ 中央消防署（中央区那の津二丁目） 762-0119 30人
７／13㈬ 市民防災センター 821-0245 20人
７／23㈯ 城南消防署（城南区神松寺二丁目） 863-8119 12人
７／25㈪ 博多消防署 475-0119 25人
７／27㈬ 中央消防署 762-0119 30人
７／29㈮ 南消防署（南区塩原二丁目） 541-0219 25人
７／31㈰ 東消防署 683-0119 35人

③普通３ ７／11㈪
消防本部（中央区舞鶴三丁目） 791-7151 各30人

④上級 ７／19㈫
　※時間は①午前10時〜11時半②③午前10時〜午後１時④午前９時〜午後５
時。上記の他に、応急手当普及員講習と応急手当普及員再講習もあり。詳細は
救急課へ問い合わせを。

講座・教室

老人福祉センター東香園

　⑥は貸し出しのスマートフォンで実施。li同園（東区香住ケ丘一丁目）a 

671-2213f671-2214t市内に住む60歳以上（②④⑤は家族の参加も可）y無料
e電話かファクスに応募事項と①は希望日も書いて、６月１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）

６／９㈭11:40〜15:00、
17㈮12:30〜15:00

９日＝４人
17日＝３人

②衛生管理講座（食中毒予防などにつ
いて管理栄養士が話します） ６／10㈮11:00〜12:00 15人

③スマホレッスン個別相談会 ６／14㈫13:00〜15:00 ８人

④介護保険説明会（介護保険サービ
スを受けるために必要な手続きなど
について説明します）

６／15㈬11:00〜12:00 20人

⑤「楽しく人と付き合うためのコミュニ
ケーション」講座 ６／17㈮11:00〜12:00 15人

⑥高齢者のためのスマートフォン講座 ６／21㈫13:00〜15:00 15人

催 し

6/

15
●水

3生ごみ堆肥を使った菜園講座

　コンポスト（段ボール、木枠、設置型）の基本講座や堆肥を使った土
づくり、サツマイモの植え付けなどを行います。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市内に住む人c10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、６月７日（必着）までに同研究所へ。

6/

15
●水
他

2花畑園芸公園　①園芸講座「菜園の雑草対策」
②アーリー・サマー・フェスタ

　②は噴水広場で軽音楽の生演奏を楽しめるほか、見頃のアジサイ
も鑑賞できます。d６月①15日㈬午後１時半〜３時半②19日㈰午前11
時〜午後３時li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-3754 
c①30人（先着）②なしy①無料②入場無料e①電話かファクスで、６
月８日以降に同公園へ。②不要

6/

16
●木

3こころの健康づくり教室
「こころの健康を保つために〜うつ病の理解と予防〜」

　精神科医から学びます。d午後２時〜４時l博多区役所（博多区博
多駅前二丁目）i博多区健康課a419-1092f441-0057t市内に住む
か通勤する人c20人（先着）y無料e電話かファクスで、６月１日以降
に同課へ。定員を超えた場合のみ通知。

6/

17
●金

2認知症の人と家族の会・若年性認知症カフェなんぱく

　若年性認知症の人や家族が過ごせる「認知症カフェ」です。情報交
換や相談も可能。d午後１時〜３時l日本福音ルーテル博多教会南博
ホール（博多区須崎町）i同会福岡県支部af771-8595（火・木・金曜
日のみ）t若年性認知症の人と家族y100円（茶菓子代）e不要

6/

18
●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・がんに携わ
る医療従事者のいずれかを書いて６月１日以降に問い合わせ先へ。

6/

18
●土

3マンション大規模修繕セミナー

　テーマは「SDGsと大規模修繕」「修繕計画の見直し方」など。d午後１
時〜４時半l県中小企業振興センター（博多区吉塚本町）iマンショ
ン大規模修繕協議会福岡支部a292-8205f292-0735t市内および近
郊の分譲マンションに住む人、マンション管理組合役員などc60人

（先着）y無料e電話かファクスで、６月１日以降に同支部へ。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。

6/

19
●日

2西浦さかなまつり

　新鮮な魚や活イカ、旬の野菜・花、漁師料理（たい飯やみそ汁など）
の販売。めんたいこの量り売りもあり。d午前８時〜正午l西浦漁港

（西区西浦）i市漁業協同組合西浦支所a809-2231f809-2235y入
場無料e不要

6/

21
●火
他

3変革必至の次世代経営 
〜オンラインを活用した新たな販路開拓のカタチ〜

　オンラインを活用した新たな販路開拓の事例や、新しい営業スタイ
ルへの転換・変革の必要性などをオンラインで学びます。d６月21日
㈫、24日㈮午後１時半〜３時i経営支援課a441-2027f441-3211c各
50人（先着）y無料eホームページから申し込みを。

6/

23
●木

3老人福祉センター長生園　福岡歴史文化特別講座

　市内の建造物（東長寺五重塔・博多ポートタワー等）の見どころにつ
いて話します。d午前10時〜正午li同園（博多区千代一丁目）a 

641-0903f641-0907t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、メール（m cho-seien@magokorokai.jp）、来所
で、６月１日以降に同園へ。定員を超えた場合のみ通知。
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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 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



老人福祉センター早寿園　①クラフトバッグ作り講座
②働きたいシニアのための合同企業説明会

d①６月10日〜７月１日の金曜日午後１時半〜３時半（連続講座）②６月30日㈭午
後１時〜３時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c①10人②15人（いずれも先着）y①700円②無料e電話か
来所で、６月１日以降に同園へ。

講座・教室

老人福祉センター若久園

　①シルバー人材センターによる個別相談会です。②インターネットの適正で
安全な使い方などについて学びます。③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。li同園（南区若久六丁目）
a511-7255f511-7558t市内に住む①おおむね60歳以上②③60歳以上y無料
e電話かファクス、来所で、①③６月１日以降②６月１日〜22日に同園へ。②は空
きがあれば当日も受け付けます。

内容 日時 定員
①おしごと相談会 ６／15㈬10:00〜12:30 10人（先着）
②高齢者とインターネットライフセミ
ナー ６／28㈫13:00〜14:00 20人（抽選）

③無料法務相談会 ６／28㈫14:00〜16:00 ６人（先着）

講座・教室

老人福祉センター舞鶴園

　①はウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」での相談も可。②はタブレット端末
の貸し出しも行います。li同園（中央区長浜一丁目）a771-7677f716-0046t

市内に住む60歳以上y①②④無料③300円e電話かファクスに応募事項と①②
は希望時間、①でオンライン参加を希望する人はその旨も書いて、６月１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シニア健康相談（看護師が相談に応じ
ます）

６／８㈬13:30〜、14:00〜、
14:30〜（１人30分以内） 各１人

②初心者向け体験講習会「ＬＩＮＥ（ライン）ア
プリの使い方を学ぼう」

６／10㈮10:00〜11:15、
13:00〜14:15、15:00〜16:15

（各回75分）
各６人

③リラックス・ヨガ講座「 肩こり改善編」 ６／20㈪13:00〜14:00 15人
④シニアのための就業支援 合同企業説
明会 ６／29㈬13:30〜15:30 15人

催 し

視覚・動作・認識等で困っている人へ
市ホームページが見やすくなります

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

広報課からの
お知らせ

スマホは
こちらから

6/

24
●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-
6197m daikonhakozaki@yahoo.co.jpc30人（先着）y無料e不要

6/

25
●土

3Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部　絵手紙教室 暑中見舞い編
〜最近会えていない方に絵手紙を送ろう〜

　道具の持ち込みは不要。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アラカンフェスタ実行委員会事務局a401-
3456f739-6081c20人（先着）y1,000円e電話かファクスで、６月１日
以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

6/

25
●土

2板付弥生のムラ　田植え祭り

　板付遺跡の復元水田で田植えを行います。d午前10時〜正午l板
付弥生のムラ（博多区板付三丁目）i史跡整備活用課a711-4783 
f733-5537t子どもと保護者c50人（抽選）y無料eメール（m shise
ki.EPB@city.fukuoka.lg.jp）に参加者全員の応募事項を書いて、６月１
日〜９日に同課へ。

6/

25
●土

2マンション①管理相談会②ライフサイクルシミュレー
ション相談会③管理基礎セミナー

　①マンション管理士が、マンション管理運営・維持保全・大規模修繕
等に関する相談に応じます。②住宅金融支援機構が、平均的な大規模
修繕費用や修繕積立金の負担額を試算して相談に応じます。③「標準
管理規約、長期修繕計画作成ガイドライン等の改定について」「第２回
目以降の大規模修繕工事の進め方」の２講演。d①②午前10時半〜午
後０時20分③午後１時〜４時10分l中央市民センター（中央区赤坂二
丁目）i住宅計画課a711-4598f733-5589t福岡都市圏に住むマン
ション管理組合役員などc①８組②２組③250人（いずれも先着。①②
は各１組２人まで）y無料e電話かファクス、メール（m m-jutaku@city.
fukuoka.lg.jp）で、６月１日以降に同課へ。定員を超えた場合のみ通知。

6/

25
●土

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

午後１時〜１時50分l同館（博多区冷
泉町）i博多伝統芸能振興会a441-1 
118m fkkdentou@fukunet.or.jpc20人

（先着）y3,000円e電話で同会へ。ホー
ムページでも受け付けます（中高生と
小学生以下がいる場合はそれぞれの
人数を備考欄に入力）。 ※当日はa08 
0-2705-5462へ。

6/

25
●土

2アビスパ福岡公式戦「福岡市民応援デー」に招待

　サンフレッチェ広島戦を無料で観戦できます。d午後６時半からl

ベスト電器スタジアム（博多区東平尾公園二丁目）iアビスパ福岡a 

674-3020f674-3022t市内に住む高校生以下と保護者（高校生のみ
も可）c750組（抽選）y無料eアビスパ福岡のホームページから６月
５日までに申し込みを。当選者にのみ６月15日までにメールで通知。

6/

25
●土
他

3市民防災センター　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。d６月25日㈯、26日㈰午後２時
〜３時li同センター（早良区百道浜一
丁目）a847-5990f847-5970t１歳未満
の子どもや孫がいる人、子どもが生まれ
る予定の人、仕事で乳児と接する機会が
ある人c各12組（先着。１組大人２人ま
で。子どもの同伴可）y無料e電話かファ
クスに応募事項と希望日を書いて、６月１
日以降に同センターへ。

6/

26
●日

2ひとり親家庭支援センター　
養育費・面会交流セミナー

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市内に住む一人親や子どもがいて離婚を考えてい
る人c12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、６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。

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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教室広告枠の広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨等をするものではありません。



油山市民の森

　①は割ったまきを持ち帰れます。「おの」の無料レンタ
ルあり。②小刀などを使って作ります。③ロープを使っ
て木に登ります。li油山市民の森（南区桧原）a871-
6969f801-1463t①18歳以上②小学３年生以上と保護
者のペア③小学生以上（中学生以下は保護者同伴）y 

①1,500円②１人500円③１人1,000円e往復はがき（〒81 
1-1355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、②③は希望時間も書いて、６月１日〜①
17日②③24日（必着）に同施設へ。ホームページでも受
け付けます。①②は空きがあれば当日も受け付け可。

内容 日時 定員（抽選）
①まき割りチャレンジ ７／９㈯14:00〜16:00 ３人

②木の色えんぴつ作り ７／17㈰10:30〜12:30、
14:00〜16:00 各回５組

③ツリークライミング体験
会

７／18（月・祝）10:00、11:00、13:00、
14:00、15:00から（各60分）

各回４組（２人１組で
参加してください）

木
で
作
っ
た
色
え
ん
ぴ
つ

催 し

アミカス　女性のための就職応援プログラム

　連続講座。liアミカス（南区高宮三丁目）a406-8111f526-3766t再就職を
希望する女性c10人（先着）y無料n①③６カ月〜小学３年生（無料。子どもの名
前、年齢・月齢を書いて６月23日までに申し込みを。先着順）②なしe電話かファ
クス、メール（m jyosei.amikas@city.fukuoka.lg.jp）、来所で、６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。

内容 日時
①知ってみよう 私の強み（履歴書・職務経歴書の書き
方のポイントなどを学びます） ７／８㈮10:00〜12:00

②広げてみよう 私の可能性 （履歴書や職務経歴書の
添削、求人票の探し方などを学びます） 個別に日時を設定

③やってみよう 模擬面接（面接のときに役立つマナー
を解説し、一人ずつ模擬面接を行います） ７／22㈮10:00〜12:00

講座・教室

雁の巣レクリエーションセンター　
①芝生deヨガ②バギーエクササイズ体験会

　②はベビーカーに赤ちゃんを乗せたまま、無理なく安全にできる運動を行い
ます。d６月①11日㈯午前９時〜10時②22日㈬午前11時〜11時45分li同セン
ター（東区奈多）a606-3458f607-9057t①不問②生後４カ月以上の乳幼児とそ
の保護者c①30人②10組（いずれも抽選）y①高校生以上1,000円、小中学生
500円、未就学児無料②無料e往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-53）かファ
クス、来所で、６月①８日②15日（いずれも必着）までに同センターへ。ホームペー
ジでも受け付けます。空きがあれば当日も受け付け可。

講座・教室

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

6/

27
●月
他

3南障がい者フレンドホーム　
はじめてのパソコン 基礎入力講座

d６月27日、７月４日、11日の月曜日午前10時〜正午（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c４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を書いて、６月
１日〜15日に同ホームへ。来所でも受け付けます。

7/

1
●金

3東障がい者フレンドホーム　
知っておきたい「障がい年金」のおはなし 勉強会

　社会保険労務士が話します。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午前10時半〜正午li同
ホーム（東区松島三丁目）a621-8840f621-8863t市内に住む障がい
のある人の保護者や介護者c会場20人（先着） ※オンラインは定員
なしy無料e電話かファクスに応募事項と参加方法（会場またはオン
ライン）を書いて、６月１日以降に同ホームへ。来所でも受け付けます。

7/

2
●土

3フラワーデザイン体験レッスン 
七夕をイメージしたアレンジメント

d午前11時〜午後０時半、１時半〜３時l市植物園（中央区小笹五丁
目）i日本フラワーデザイナー協会福岡県支部a070-3080-3305 
f525-2167t中学生以上c各15人（先着）y1,800円（入園料別）e電
話かファクスに応募事項と希望時間を書いて、６月６日以降に同支部
へ。

7/

2
●土
他

3ボランティアのための傾聴講座

　ボランティア活動の基本として重要な「傾聴」について学びます。詳
細はホームページで確認するか問い合わせを。d７月２日〜30日の土
曜日午後１時〜４時（16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市社会福祉協議会ボランティアセンターa713-0777 
f713-0778t申し込み時点で何らかのボランティア活動を行っている
人c30人（先着）y無料e郵送（〒810-0062中央区荒戸３-３-39）かファ
クス、メール（m vc@fukuoka-shakyo.or.jp）で、６月１日以降に同セン
ターへ。来所（ふくふくプラザ２階）でも受け付けます。

7/

2
●土
他

3障がい者ボウリング教室

　競技の規則やマナーなどの講習と実技。d７月２日、８月20日、９月３
日、10月１日、11月19日、来年１月28日の土曜日午後２時〜４時（連続講
座）lパピオボウル（博多区千代一丁目）i市障がい者スポーツ協会
a781-0561f781-0565t市内に住むか通勤・通学する、障がいのある
中学生以上c30人（抽選）y6,000円eホームページに掲載、またはさ
ん・さんプラザ（南区清水一丁目）、情報プラザ（市役所１階）で配布す
る申込書を５月31日〜６月14日（必着）に同協会へ。

7/

3
●日

2城南障がい者フレンドホーム　
空き缶を使った多肉植物

　空き缶に土と多肉植物を入れて寄せ植えを作ります。d午後１時〜
３時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）y600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-fukushin.or.jp）に応募事項
と障がいの種類も書いて、６月１日〜15日（必着）に同ホームへ。来所
でも受け付けます。

7/

7
●木
他

3中央市民センター　
①初心者折紙講座②イベント司会者養成基礎講座

　いずれもボランティア活動に生かすために学びます。d①７月７日
㈭午後１時半〜３時②７月７日㈭、21日㈭午後２時〜４時半（連続講座）
li同センター（中央区赤坂二丁目）a714-5521f714-5502t講座終
了後にボランティア活動に参加できる人c①18人②22人（いずれも抽
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、６月１日〜15日（必着）に同センターへ。

7/

10
●日

3アクロス・もっと知りたい福岡
小郡市制50周年「七夕の里おごおり」トーク

　七夕をキーワードに、小郡市の町おこしに関わる登壇者たちがフ
リートーク形式で語り合います。d午後１時〜３時lアクロス福岡セミ
ナー室２（中央区天神一丁目）iアクロス福岡 文化観光情報ひろばa 

725-9100f725-9102c35人（先着）y無料e電話か来所（アクロス福岡
２階）で、６月10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。
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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



福岡城 舞遊の館　紫
ア ジ サ イ

陽花との和装フォト撮影会

　着付け後、プロのカメラマンが約50カット撮影。写真データは後日メールまた
はCD-Rで渡します（CD-R代別途1,000円）。詳細は問い合わせを。d６月４日㈯〜26
日㈰午前９時〜午後２時（月曜日を除く）。li同館（中央区城内 三の丸スクエア
内）a707-3191m info@myyounoyakata.comc１組２人まで ※各日先着４組まで
e電話かメールで、６月１日以降に同館へ。ホームページでも受け付けます。

内容 対象 費用
七五三撮影 ３〜７歳（保護者同伴） １人２万9,800円
２分の１成人式撮影 10歳（保護者同伴） １人２万9,800円
着物ウエディング撮影 20歳以上 １組３万5,000円
夫婦の記念日撮影 20歳以上 １組１万9,800円

催 し

背振少年自然の家　家族キャンプ

　芝生のキャンプ場にテントを張り、宿泊します。詳細はホームページで確認す
るか問い合わせを。d７月９日㈯、17日㈰、８月１日㈪、13日㈯、20日㈯、27日㈯、９月
３日㈯からそれぞれ１泊２日li背振少年自然の家（早良区板屋）a804-6771 
f804-6772t小中学生と保護者c各日24人（先着。テント６張り）y大人1,360円、
小中学生660円（本館に宿泊の場合、宿泊税別）e電話で６月７日午前９時〜各利
用日の10日前に同施設へ。

催 し

留学生から学ぶ外国語教室

　中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語など全10言語を学べます。詳細は問い合
わせを。d７月25日㈪〜来年２月25日㈯の原則週１回（連続講座。１回90分）l市
国際会館（博多区店屋町）i福岡よかトピア国際交流財団 多文化共生課a262-
1744f262-2700t小学生以上（小学生は保護者と共に受講。保護者の受講料も
必要）c各クラス16人（抽選）y３万3,000円（テキスト代別）e６月１日からホーム
ページに掲載、または同財団（博多区店屋町 市国際会館）、情報プラザ（市役所
１階）などで配布する申込書を６月６日〜26日（必着）に同財団へ。ホームページ
でも受け付けます。

講座・教室 はかた伝統工芸館　博多人形伝統工芸士会作品展

　博多人形の伝統工芸士らによる作品を展示・販売します。d６月７日㈫〜19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

海づり公園　①全員集合 初夏の海づり大会
②おじいちゃん、おばあちゃん魚釣りに連れてって

　①グループ単位で釣果を競います。中学生以下は保護者同伴。②魚釣りの基
礎知識やマナー、魚の調理法などを学びます。d６月①５日㈰午前９時〜午後１
時②18日㈯、19日㈰午前９時半〜11時li同公園（西区小田）a809-2666f809-
2669t２〜５人の①家族やグループ②釣り初心者の小学生とその祖父母c①30
人②各日30人（いずれも先着）y①無料（釣り台利用料別）②大人1,450円、65歳
以上と小中学生950円e往復はがき（〒819-0203西区小田池ノ浦地先）かファク
スで申し込みを。ホームページでも受け付けます。

催 し

アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　バラの管理教室

　バラの育て方やせん定、植え替えなどを学びます。d６月16日〜来年３月16日
の第３木曜日午後１時半〜３時半（連続講座）li同公園（東区香椎照葉四丁目）
a661-5980f672-6925c10人（先着）y１回2,000円（材料費別）e電話かファク
ス、来所で、６月１日以降に同公園へ。ホームページでも受け付けます。

講座・教室

西部運動公園　テニススクール新規入会キャンペーン

　６月１日〜30日に入会すると、入会金と初月レッスン料
（４回分）が無料になります。詳細は問い合わせを。d平
日午前９時〜午後１時の間でクラス別に開講（週１回の
連続講座） ※受講日時は入会後に調整li同公園（西
区飯盛）a811-5625f811-0549t18歳以上c８人（先着）
yレッスン料（２カ月８回分）＝１万500円e電話か来所
で、６月１日以降に同公園へ。

講座・教室

7/
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●火
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。d７月12日㈫、20日㈬、22日㈮午前10時〜午
後３時（22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、心身が健
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。７月５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、６月１日以降
に同センターへ。定員を超えた場合のみ通知。

7/
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●水

4九州市民大学７月講演会

　歌舞伎俳優の坂東玉三郎が、「舞台に生きる」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

7/

21
●木

2九州交響楽団定期演奏会
〜アルミンク初登場 ツェムリンスキーの誘惑〜

　ツェムリンスキーの交響詩「人魚姫」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。

7/
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●土
他

3博多マイスター専門講座「博多曲
まげもの

物講座」

　講師は博多曲物師の柴田玉樹氏。丸弁当箱の制作などの工程を学
びます。d７月23日〜９月３日の土曜日午前10時〜正午（８月13日を除
く。連続講座）l博多曲物 玉樹 工房（粕屋郡志免町別府西二丁目）他
i地域産業支援課a441-3303f441-3211t ▽木工にかかる機械を使
用したことがある ▽将来博多曲物師として働くことを考えている―の
いずれかに該当する中学生以上c３人（選考）y3万3,000円eファクス
かメール（m chiikisangyo.EPB@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項（学生・
社会人を明記）と応募の動機、メールアドレスを書いて、６月１日〜30日

（必着）に同課へ。当選者にのみ通知。

8/

7
●日

3市社会福祉事業団公開講座「あいあいセミナー」

　障がいがある子どもへの理解を深めるための講座。あいあいセン
ター・センター長で医師の小川弓子氏の講演などをウェブ会議サービ
ス「Zoom（ズーム）」で開催。d午前９時半〜午後０時半iあいあいセン
ターa721-1611f712-3573t市内または市近郊の幼稚園、保育所

（園）に勤務する教諭・保育士c200人（先着）y1,000円eメール（m 
aiai-seminar@fc-jigyoudan.org）に応募事項と所属園名、メールアドレ
スを書いて６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。

8/

20
●土
他

2市在住心身障がい児（者）のための療育キャンプ

　費用など詳細は問い合わせを。d８月20日㈯〜21日㈰１泊２日l初
音旅館（糸島市志摩新町）i県重症心身障害児（者）を守る会a582-
3929f582-3930t市在住の心身障がい児（者）と保護者（介助者）のペ
アc10組（先着）e電話かファクス、メール（m f-mamorukai@aquamari
ne.bforth.com）で請求した申込書を６月１日以降に同会へ。

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

福岡市政だより
令和4（2022）年６月１日 情報BOX11 催し 講座

教室 講演



お知らせ
市長の資産などを公開します

　「福岡市長の政治倫理に関する条
例」に基づき、昨年12月31日現在の資
産等報告書、昨年分の所得等報告書、
今年４月１日現在の関連会社等報告
書が、６月２日㈭から総務企画局総務課

（市役所８階）で閲覧できます。【時間】
午前８時45分〜午後５時半i同課a 

711-4044f724-2098

出前講座を受け付けています
　市職員が地域に出向き、市の取り
組みや暮らしに役立つ情報を分かり
やすく説明します。全192講座を掲載
した「出前講座テーマ集」を６月１日か
ら情報プラザ（市役所１階）や各区役
所情報コーナー、入部・西部出張所な
どで配布します。市ホームページにも
掲載。i広聴課a711-4067f733-5580 
t市内に住むか通勤・通学する人で
構成された、おおむね10人以上のグ
ループy無料（会場は各自市内に準
備を）e市ホームページに掲載また
はテーマ集にある申込書を希望日の
14日前までに各担当課へ。
令和５年度に使用する教科書を展
示します

　６月10日㈮〜29日㈬に市教育セン
ター（早良区百道三丁目）、市発達教
育センター（中央区地行浜二丁目）で
展示します。詳細は市ホームページ
で確認を。i教育支援課a711-4636 
f733-5780

市民芸術祭参加行事を募集
　10月１日㈯〜12月31日㈯に市内の
会場またはオンラインで開催される
文化芸術行事を募集。【募集要項・申
込書の配布】市文化芸術振興財団（博
多区下川端町 リバレインセンタービ
ル８階）、情報プラザ（市役所１階）など
で。ホームページにも掲載【申込期
間】６月１日〜30日（必着）i同財団a 

263-6265f263-6259
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

インボイス制度説明会を開催

　令和５年10月１日から、消費税の仕
入税額控除方式「インボイス制度」が
始まるに当たり、事業者を対象に説明
会を開催します。詳細は国税庁ホー
ムページ（「福岡国税局 消費税インボ
イス制度説明会」で検索）で確認を。 
※インボイスとは、売り手が買い手に
対して正確な適用税率や消費税額を
伝えるための手段で、消費税額など
が記載された書類やデータのことで
す。問い合わせは下表の通り。
税務署 管轄地 電話番号

香椎 東区 ※一部は博
多税務署 661-1031

博多 博多区と東区の
一部 641-8131

福岡 中央区、南区 771-1151

西福岡 城南区、早良区、
西区 843-6211

今津リフレッシュ農園の体験農園
利用者を募集

　利用期間は９月１日㈭から約２年
間。棚式農園は車いす使用者、高齢者

（65歳以上）などが対象。【場所・問い
合わせ先】同農園（西区今津）a806-
2565f806-2570【対象】市内に住む世
帯（１人でも可）か、市内に住む人が過
半数を占める５人以上の団体【申し込
み】往復はがき（〒819-0165西区今津
5685）で６月１日〜17日（必着）に同農
園へ。来所でも受け付け可（往復はが
きの持参が必要）。 ※１世帯・団体に
つき１通のみ【申し込み記入事項】希
望農園区分（第２希望まで記入可）、世
帯の住所、代表者の氏名・電話番号、
利用者数（団体の場合は団体名、代表
者の住所・氏名・電話番号、市内居住
者数。棚式農園のみ年齢も記入）【公
開抽選】応募多数の場合、６月19日㈰
に公開抽選を行います。

農園の
区分

面積
（平方㍍）

区画
数

年間
使用料

（１区画）
休憩ハウス
付き農園

ハウス10
畑30 55 ５万400円

集合農園 畑30 78 １万
8,000円

棚 式 農 園
（小） 畑10 ９ 6,000円

臨海工場の定期点検・修理による
ごみの受け入れ停止と関係施設
の休館

　 ▽臨海工場（東区箱崎ふ頭四丁目）
のごみの受け入れ停止＝６月７日㈫〜
26日㈰ ▽ 臨海３Ｒステーション（東区
箱崎ふ頭四丁目）の休館＝６月13日㈪
〜16日㈭i臨海工場a642-4577f64 
2-4580、臨海３Ｒステーションa642-46 
41f642-4598

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
郵便等による不在者投票を行う
ためには郵便等投票証明書の交
付申請が必要です

　【郵便等投票証明書の交付申請】
身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交
付を受け重度の障がいがある人、ま
たは介護保険の要介護５の人が郵便
等による不在者投票を行うためには、
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交
付を受けておく必要があります。申請
書に本人が署名の上、関係する手帳
または介護保険の被保険者証を添え
て、選挙人名簿に登録されている区
の選挙管理委員会に郵送または代理
人が持参してください。申請書は各
区選挙管理委員会で配布するほか、
市ホームページにも掲載。証明書の
有効期限が切れている人は新たに交
付申請が必要です。【投票所入場整理
券の点字シールなど】目が不自由な
人で希望する人には、「投票所入場整
理券であることを表示した点字シー
ル」を貼った封筒に投票所入場整理
券を入れて郵送します。希望する人に
は、投票日などの選挙情報を記録し
た音声コード（ユニボイス）の印刷紙
の同封もできます。申し込みは電話
で選挙人名簿に登録されている区の
選挙管理委員会へ。i各区選挙管理
委員会（各区役所内）、市選挙管理委
員会a711-4682f733-5790
金属の付いた「不要入れ歯」「アク
セサリー」はリサイクルできます

　リサイクルによる収益の一部はNPO
法人が行う公益的な活動に対する補
助金として活用されています。【寄付
手順】入れ歯は汚れを落とし熱湯や入
れ歯洗浄剤で消毒し、厚手の紙で包
み、ビニール袋に入れて密閉してくだ
さい。アクセサリーはそのままビニー
ル袋等に入れてください。市役所１
階、各区役所、入部・西部出張所など
に設置する不要入れ歯回収ボックス
に投函するか、封筒に入れて郵送

（〒810-8620市役所７階）で市民公益
活動推進課へ。i同課a711-4283f 

733-5768
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】８月12日㈮まで。期間
中は、市に意見書を提出できます。

【縦覧場所】政策調整課（市役所14
階）、県中小企業振興課（県庁７階）i

政策調整課a711-4326f733-5593
名称（所在地） 内容 届け出日

（仮称）ドラッグコ
スモス橋本店（西
区橋本二丁目）

新設 3月29日

８月からの新しい国民健康保険証
を７月下旬に郵送します

　簡易書留での送付を希望する人
は、６月１日から17日までに住所地の
保険年金担当課（係）に連絡してくだ
さい。 令和３年度以前から簡易書留
で送付されている場合は連絡不要で
す。i各区保険年金課、西部出張所
保険係
「ミニふくおか」の①子ども実行委
員②サポーターを募集

　８月16日㈫〜18日㈭開催の「子ども
がつくるまち・ミニふくおか」は、仮想
のまちで子どもが仕事や遊び、人と
の関わりなどを通してさまざまな体
験をするイベントです。①まちの仕組
みやルールについて考え、当日はス
タッフとして活動する子ども実行委員
②総合計画や情報発信を行い、当日
は子ども実行委員と運営を行うサ
ポーターを募集します。【活動期間】
①②７月〜９月（10回程度）【対象】市
内に住むか通学する①小学５年〜中
学生②高校生、または子ども・都市計
画・メディア・デザインなどに関心があ
る18歳以上【定員】①小学生15人、中
学生30人（選考）②30人（選考）【申し
込み】市ホームページを確認して６月
１日〜14日に申し込みを【問い合わ
せ】ミニふくおか事務局（子ども文化
コミュニティ内）a542-0224m minifuk
uoka2022@kodomo-abc.org
猫の不妊・去勢手術とマイクロ
チップ装着にかかる費用の一部
を助成

　飼育できない子猫を増やさないた
めの不妊・去勢手術と迷い猫の飼い
主特定に有効なマイクロチップ装着
を同時に受けるときの費用の一部を
助成します。手術は７月１日㈮〜８月31
日㈬に市獣医師会の病院で実施。マ
イクロチップを装着済みの場合は不
妊・去勢手術のみも可。詳細はホーム
ページで確認を。【対象】市内で飼育
されている生後６カ月以上の猫【募集
数】100匹（抽選。１人１匹）【助成額】
7,500円【申し込み】はがき（〒819-0005
西区内浜１-４-22）かメール（m dobuts
ukanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp）に 飼
い主の応募事項と猫の種類・性別・年
齢（月齢）、マイクロチップ装着の有無

（有りの場合はマイクロチップ番号
も）を書いて、６月１日〜20日（消印有
効）にふくおかどうぶつ相談室へ。i

同相談室a891-1231f891-1259
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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
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らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報



しごと

中高年求職者向け 介護職員初任
者研修

　通信制で行います（開講式等を除
く）。日程など詳細は情報プラザ（市
役所１階）、ハローワーク（公共職業安
定所）などで配布する申込書やホー
ムページで確認するか問い合わせ
を。d６月24日㈮〜８月９日㈫l福祉
情報センター九州（博多区博多駅南
五丁目）i県中高年就職支援セン
ターa477-6088f477-6091tおおむ
ね40歳以上（64歳まで）の求職者c24
人（抽選）y無料e申込書を６月10日

（必着）までに問い合わせ先へ。当選
者にのみ通知。
①子育て支援員研修②居宅訪問
型保育基礎研修

　次の事業に従事するための知識や
技術を習得する研修を実施。日程な
ど詳細は問い合わせを。①小規模保
育事業や家庭的保育事業など②居宅
訪問型保育事業。d①７月12日㈫〜
28日㈭の間で全６回、または11月７日
㈪〜17日㈭の間で全６回。※それぞ
れ演習日が１日あり ②７月14日㈭〜８
月２日㈫の間で全５回、または11月11
日㈮〜24日㈭の間で全５回。時間はい
ずれも午前９時半〜午後６時lアクロ
ス福岡（中央区天神一丁目）i市子育
て支援員研修運営事務局（ヒューマン
アカデミー内）a713-8631f721-9665 
t市内に住むか市内で子育て支援分
野の各事業等の職務に従事すること
を希望する人で育児経験や就業経験
がある人。他要件ありc①各130人②
各50人（いずれも先着）y無料e情報
プラザ（市役所１階）、各区役所情報
コーナー、入部・西部出張所などで配
布する申込書を６月１日以降に同事務
局へ。

職業訓練８月生を募集
　①CAD/CAMエンジニア科②住環境
コーディネーター科③金属加工技術
科④機械CAD技術科⑤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。li①②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-
22-4988f0948-22-4912③ ④ ⑤ 福 岡
職業能力開発促進センター（北九州
市八幡西区穴生三丁目）a093-641-
6909f093-631-6516t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①②５月30日〜７月７

　※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。

日③④⑤６月１日〜７月７日に住所地
のハローワークへ。

福岡地区職業訓練協会の講習
　①商業簿記３級試験対策講習②パ
ソコン「Excel VBAマクロ」講習③パソ
コン「ビジネスパソコン」講習④パソ
コン「JW_CADで建築図面作成」講習⑤
パソコン「Accessでデータベース作
成」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

交通事故相談
　損害賠償や示談の仕方などの相談
に、電話や面接で応じます。 ※面接相
談は予約が必要（各日先着３人）。d平
日午前９時半〜午後４時（正午〜午後
１時を除く）li市役所２階市民相談
室a711-4097f733-5580y無 料e面
接を希望する場合は、電話か来所で、
希望日の前日までに問い合わせ先
へ。

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。i同センター（中央区
舞鶴二丁目）a737-8825f737-8827

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。

相 談

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l 

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 y 
adorigi@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。

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。d７月６日㈬午後１時〜
４時li天神弁護士センター（中央区
渡 辺 通 五 丁 目 南 天 神ビ ル２階 ）
af738-0073t家族や恋人、友人な
どを自死（自殺）で亡くした人やその
支援者c３人（先着）y無料e電話か
ファクス、来所で同センターへ。
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。d６月19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
犬のしつけ方相談は要予約（各先着３
組）。電話かファクスで、６月１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。d６月11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

市障がい者110番 ピア相談
　障がいの当事者等（今回は知的障
がいのある人の家族）が相談に応じ
ます。 ※変更の可能性あり。当日問
い合わせを。d６月15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a738-0010f791-7687t市内に住
む障がい者やその家族などy無料e

不要

境界問題無料相談会
　近隣との境界に関する問題や、土
地・建物に関する測量、登記などにつ
いて、土地家屋調査士が相談に応じ
ます。d６月15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、６月７日午前
10時以降に同会へ。

日曜労働相談会

　電話と面談で相談に応じます。相
談内容によって弁護士も対応。d６月
26日㈰午前10時〜午後６時（受け付け
は５時半まで）li福岡労働者支援
事務所（中央区赤坂一丁目）a735-
6149f712-0497y無料e不要

くらし・事業なんでも相談会
　行政書士・社会保険労務士・弁護
士・弁理士・公認会計士・中小企業診
断士・税理士・司法書士・土地家屋調
査士・不動産鑑定士の10専門職によ
る相談会です。d６月４日㈯午前10時
〜午後４時lあいれふ（中央区舞鶴
二丁目）i福岡専門職団体連絡協議
会a090-9483-5407（平日午前10時〜
午後４時）f414-8786c34組（先着）
y無料e電話かファクスで、６月３日
までに同会へ。

行政書士による無料相談会
　成年後見制度の利用、財産管理や
生活・療養看護等の契約、遺言・相続
などの相談に応じます。i成年後見セ
ンターあい愛サポートa090-3413-66 
96f405-6246y無料e不要

日時 会場
６／８㈬
9:30〜12:00

ももちパレス３階
（早良区百道二丁目）

６／11㈯
10:00〜12:00

あごら２階
（糸島市潤一丁目）

６／12㈰
10:00〜12:00

ふくふくプラザ４階
（中央区荒戸三丁目）

６／12㈰
13:00〜15:00

なみきスクエア１階 
（東区千早四丁目）

６／12㈰
13:00〜15:00

大野城まどかぴあ３階
（大野城市曙町二丁目）

NPOのための①税理士による会
計・税務個別相談②社会保険労務
士による労務管理個別相談

　①決算書の作り方や税金の手続き
方法など②労務管理（募集・採用から
退職まで）や労働保険の手続きなど
―の相談に応じます。いずれも対面
の他、オンライン相談も可。d①第１
金曜日午前10時半、11時半、午後０時
半から②第２水曜日午前10時半から

（いずれも各50分）lNP０・ボランティ
ア交流センターあすみん（中央区今
泉一丁目）i市民公益活動推進課
a711-4927f733-5768t市内のボラ
ンティア団体、NPO法人などc各回１組

（先着）y無料e電話かファクス、メー
ル（m koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp）
に応募事項と団体名、希望日時（①は
第２希望まで）、相談内容、相談方法を
書いて、希望日の①前日の正午まで
②４開庁日前までに同課へ。来所（市
役所７階）、市ホームページでも受け
付けます。

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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l①大濠公園（中央区）②〜⑤同センターt市内に住む人（②は18歳以上で運動に
支障のない人）e電話か来所で、①６月１日以降②〜⑤各開催日の７日前までに同
センターへ。ホームページでも受け付けます。

内容 日時 定員（先着） 費用
①ニコニコペース健康
教室（ウオーキング）

６／18㈯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）

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

１セット
10人 1,000円

③１日糖尿病教室（食事
指導、運動指導） ７／16㈯10:00〜15:00 12人 1,000円

（食事付き）
④気軽に糖尿病教室 ７／23㈯13:30〜15:30 ８人 500円
⑤禁煙教室 ７／27㈬18:30〜20:00 ９人 1,000円
　※その他、「ヘルシースクール（個別健康相談）」を無料で実施。要申し込み。詳
細はホームページで確認するか問い合わせを。

　※以下の申し込みはホームページか
ら６月１日正午以降に申し込みを。
ジュニアヨット教室
d６月19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
　座学と実技でセーリングを学びます。
d６月19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
初心者クルーザー教室
　座学と実技でセーリングを学びます。
d７月17日㈰午前10時〜午後４時t市
内に住む16歳以上c10人（先着）y4,000
円

　※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。
はかた伝統工芸館連携企画 手仕事の
美と技〜曲物（まげもの）〜
　暮らしの中で使われてきた、博多の伝
統工芸品である博多曲物を中心に紹介
します。d６月14日㈫〜８月15日㈪
企画展示 戦争とわたしたちのくらし
　戦争中に送られた手紙や慰問品など
の郵便物を紹介します。d６月14日㈫〜
８月21日㈰

　※いずれも入園料別。
花と緑のまちかど写真基礎講座 受講
者作品展
　同講座の受講生が撮影した作品を展
示します。d６月28日㈫〜７月18日（月・祝）
y無料
旬の植物ガイド
　緑の解説員のガイドの下、園内の植
物を観察します。d７月９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
ハーブの効用
　虫よけのボディースプレーなどを作
ります。d７月13日㈬午後１時半〜３時
半c30人（抽選）y1,000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、６月29日（必
着）までに同園へ。ホームページでも受

け付けます。
エアープランツを育ててみよう
　土を使わず、適度に水分を与えるだ
けで育てられる観葉植物について学び、
作品を作ります。d７月20日㈬午後１時
半〜３時半c18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、７月
６日（必着）までに同園へ。ホームページ
でも受け付けます。

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）

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）

小惑星リュウグウのサンプルレプリカ
を展示します
　2020年12月に小惑星探査機「はやぶ
さ２」が回収した、小惑星リュウグウの試
料（サンプル）のレプリカを展示します。
d６月12日㈰〜７月10日㈰午前９時半〜
午後６時（入場は５時半まで）y無料（基
本展示室の入場券が必要）
STARRY NIGHT JAM（スターリー ナ
イト ジャム）「星空に香りをのせて」
　９月５日㈪まで投映中のスペシャル番
組「天の川 アイランド・ヒーリング」で香
りの演出を担当している香りのデザイ
ン研究所主宰の吉武利文氏による講演
会。大人向け。未就学児は入場不可。d

６月17日㈮午後５時半〜６時50分c220人
（先着）y1,500円e６月１日午後４時から

同館３階チケットカウンターで販売。
ホームページでも購入可。
SDGs（エスディージーズ）家族会議
　複数のチームに分かれて、九州大学
の学生・院生らのアドバイスを受けなが
ら現地調査や企業訪問などを行い、
SDGsの視点で福岡市と糸島市の課題に
ついて考えます。最終日に、「笑顔あふ
れる未来の実現のために今必要なこと
は何か」を発表します。オンラインでの
参加も可。日程や料金など詳細はホー
ムページで確認を。d７月17日〜12月18
日の原則隔週日曜日午前９時40分〜正午

（月２回程度で全12回）t小学４年〜中
学生と家族c24人（抽選）eホームペー
ジから６月１日正午〜７月５日午後11時
59分に申し込みを。

植物園
〒810-0033 中央区小笹五丁目１-１　a522-3210 f522-3275
o午前９時〜午後５時（入園は4時半まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）

健康づくりサポートセンター
〒810-0073 中央区舞鶴二丁目５-１ あいれふ内　a7５1-２８０６ f７５１-２５７２
o午前９時〜午後５時

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（い
ずれも入館は閉館30分前まで）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）

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）

博物館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目１-１
a845-5011 f845-5019
o午前９時半〜午後５時半。７月22日
㈮〜８月26日㈮の金・土・日曜・祝休日
と８月15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）と８月16日㈫

15組②30人③10人（いずれも抽選）y無
料e往復はがきに参加者全員の応募事
項と生年月日を書いて、６月１日〜29日

（必着）にあいくるへ。来所、ホームペー
ジでも受け付けます。
浴衣着付け体験〜浴衣を着てお抹茶体
験〜
　浴衣の着方を教わりながら、自分で着
付けをします。浴衣の持参も可。d８月２
日㈫午後１時〜４時t中高生c10人（抽
選）y無料e往復はがきに応募事項と
生年月日を書いて、６月１日〜29日（必
着）にあいくるへ。来所、ホームページで
も受け付けます。

６月の事業（一部抜粋）
　未就学児は保護者同伴。t①小中高
生②③１歳〜高校生④１、２歳児⑤乳幼
児c①各回20人（先着）②なし③20人

（先着）④⑤10組（先着）y①〜④無料⑤
200円e①③当日正午から整理券を配
布②不要④電話か来所で、６月14日以降
にあいくるへ。⑤電話かファクス、来所
で、６月14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）

６／４㈯14:30〜、
15:05〜
19㈰13:30〜、
14:05〜（各25分）

②グリーンタッチ
（花の手入れなど）

６／４㈯
13:30〜14:30

７月の介護講座
　③はウェブ会議サービス「Zoom（ズー
ム）」を利用したオンライン開催。t①〜
⑦⑨⑩不問⑧小学生以上（小学１〜３年
生は保護者同伴）c①⑥各８人②④⑦
⑩45人③35人⑤30人⑧10人⑨40人（い
ずれも先着）y①〜⑦⑨⑩無料⑧300円
e電話かファクス、メール（m f_kaig
on@fukuwel.or.jp）に応募事項と①⑥は
希望日も書
いて、６月１
日以降に同
セ ン タ ー
へ。来所で
も受け付け
ます。

③伝承あそび（お手
玉やけん玉など）

６／11㈯
14:00〜15:00

④育ちのひろば
（親子遊び）

６／15㈬
11:00〜12:00

⑤木育おもちゃの
ひろば（木製のおも
ちゃで遊びます）

６／29㈬
10:00〜12:00

　※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。
体験型・空港のお仕事体験教室
　空港の仕事を体験したり、空港の職
員から話を聞いたりします。d７月30日
㈯①午前10時半〜正午②午後１時〜２
時半③３時〜４時t①小学１〜３年生と
保護者②小学４〜６年生③中学生c①

内容 日時
①入浴用具の選び方と
活用法

７／２㈯、６㈬
10:00〜12:00

②認知症を理解しよう ７／７㈭
13:30〜15:30

③ヤングケアラー、家族
をケアする子どもたち

７／９㈯
13:30〜15:30

④こんな時はどうする
の、認知症の人への関わ
り 家族編

７／14㈭
13:30〜15:30

⑤食事介助、どうやって
するの

７／15㈮
13:30〜15:30

⑥安全な入浴の方法 ７／16㈯、20㈬
10:00〜12:00

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。

コレクション展（古美術） 田中丸コレク
ション 九州やきもの風土記 陶器編
　桃山・江戸時代にかけて焼かれた九
州の陶器を当時の地域ごとに取り上
げ、歴史や特徴を紹介します。d５月31
日㈫〜８月28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
つきなみ講座 ダリの謎に迫る 「ポルト・
リガトの聖母」に隠された構図
d６月18日㈯午後３時〜４時（受け付けは
２時半から）c54人（先着）y無料e不要

　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。申し込みは電話か来所で、当日
午前10時以降に同施設へ。１組５人まで
申し込み可。
映像シアター「クロツラヘラサギ福くん
の冒険」
　映像とクイズで、絶滅危惧種や生物
多様性について学びます。d６月25日㈯
午後２時半〜２時45分c30人（先着）
映像シアター「おうちがなくなる？」
　映像とクイズで、外来生物について学
びます。d７月９日㈯午後２時半〜２時45
分c30人（先着）

⑦こんな時はどうする
の、認知症の人への関わ
り ご近所編

７／21㈭
13:30〜15:30

⑧子ども向け夏休み企
画 自助具製作教室（隙
間に落とした物など届き
にくい所の物を引き寄
せる道具・リーチャーを
作ります）

７／23㈯
14:00〜16:00

⑨高齢者のこころと脳 ７／27㈬
14:00〜16:00

⑩知ることからはじめよ
う、認知症支援制度

７／28㈭
13:30〜15:30

作品例

⑧で作るリーチャー

情報BOX 福岡市政だより
令和4（2022）年６月１日 8施設の情報

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報


