
雁の巣レクリエーションセンター　①ノルディック・ウォー
キング教室②B

ブ ル ー ホ ー ク
LUEHAWK 親子でキャッチボール

　①２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。②福岡ソフトバンクホークスOBによる野球教室です。d毎週
月曜日（祝休日を除く）午前９時〜10時半②９月11日㈰ 午前10時〜11時li同セ
ンター（東区奈多）a606-3458f607-9057 
t①小学生以上（小学生は保護者同伴）②
５歳〜小学３年生と保護者のペアc①各
30人（先着）②20組（抽選）y①200円（４回
まで参加可。ポールレンタル代１回300円）
②１組400円e①当日午前８時45分から同
センター球技場管理棟で受け付けます。
②往復はがき（〒811-0204東区奈多1302-
53）かファクス、来所で、９月２日（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。

講座・教室

　催し等は、感染拡大防止のための対策を講じて行います。引き
続き基本的な感染症対策にご協力をお願いします。
　本紙掲載の情報は７月29日時点のものです。催し等が中止にな
る場合がありますので、事前に各問い合わせ先にご確認ください。

求む！アクティブシニア　R60倶
く ら ぶ

楽部説明会・ワークショップ

　教室やイベントを企画運営したいと考えている60歳前後の人を募集します。
d９月１日㈭、29日㈭午後２時〜４時 ※両日とも内容は同じ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８階）iアラカンフェスタ実行委員会事
務局a401-3456f739-6081c各50人（先着）y無料e電話かファクスに応募事
項と希望日を書いて、８月15日以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

催 し

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

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

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

●急患診療センター（早良区百道浜一丁目）
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。
　※８月15日㈪の内科、小児科は午後７時〜翌朝７時半

●小児救急医療電話相談
a＃8000
　子どもの急な病気やけがなどについて、午後７時（土曜日 
＝正午、日曜・祝休日＝午前７時）〜翌朝７時に電話相談を行っ
ています。a731-4119でも受け付けます。

●急患診療所（各区保健福祉センター）
区 電　話 診療科 診療日時
東 651-3835

内科・小児科

日曜・祝休日
の午前９時
〜午後４時半

南 541-3299

博多 441-0020

内科城南 831-7979

西 882-3145
　※新型コロナウイルス感染防止のため、37.5℃以上の発
熱や咳（せき）など、風邪のような症状がある場合は急患
診療センターで受診してください。
　※７月31日から当分の間、博多・城南・西急患診療所
を一時的に休診しています。
　※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）
　日曜・祝休日および８月13日㈯、15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（８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。
８月21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
８月28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

休診

8/

17
●水

3アイランドシティ中央公園ぐりんぐりん　
青空の下のストレッチ教室

　初心者向けのストレッチを行います。ヨガマットを持参してくださ
い。貸し出しあり（100円）。d午前11時〜11時40分（受け付けは10時45
分から）li同公園（東区香椎照葉四丁目）a661-5980f672-6925t 

20歳以上c20人（先着）y500円e不要

8/

20
●土

2今津運動公園　こども樹木博士
〜公園の「みどり」を観察してみよう〜

　樹木医の解説を聞きながら、公園内の樹木などを観察します。d午
後１時半〜３時半li同公園（西区今津）a807-6625f807-6627t小
中学生c10人（先着）y無料e電話か来所で、８月15日以降に同公園
へ。

8/

21
●日

2西部運動公園　
夏休みの自由研究・工作を一緒に完成させよう

　①学校の工作課題などを持参して完成させます。②同公園で用意
した木材を使って伝言馬＝写真＝を作ります。 ※
①②のいずれかのみでも参加可。d午前10時〜
11時半li同公園（西区飯盛）a811-5625f811-
0549t小学生（小学３年生以下は保護者同伴）
c10人（先着）y500円e電話か来所で、８月15日
午前９時以降に同公園へ。

8/

21
●日

2下水道フェア福岡

　下水道について、微生物観察や下水道管内検査カメラの操作など、
体験しながら学べます。また、「下水道たんけん動画」をホームページ
で配信 （９月12日まで）しています。d午前11時〜午後５時lキャナル
シティ博多（博多区住吉一丁目）i道路下水道局総務課a711-4503f 

733-5596y無料e不要

8/

25
●木

2博多ガイドの会　大
だいとうろう

灯篭の武者絵を見に行こう

　大浜地区の祭り「流灌頂（ながれかんじょう）」の由来等を紹介しま
す。d午後４時半〜６時半l集合は西鉄バス蔵本バス停（大博通り側）
i博多区企画振興課a419-1012f434-0053t小学生以上（小学生は
保護者同伴）c16人（抽選）y700円e電話かファクスで、８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。

8/

27
●土

2市観光案内ボランティアガイド「歴史のまちなみハイキ
ング〜都会の山を登ろう〜」オンラインツアー

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を使ったオンラインツアー。幕
末の勤王志士の足跡をたどりながら福岡の街並みを巡ります。d午
前11時〜正午i福岡観光コンベンションビューローa733-5050 
f733-5055y無料eホームページから８月25日までに申し込みを。

d＝開催日時　o＝開館時間　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　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８月15日 14催し 講座

教室



老人福祉センター東香園

　①薬剤師が相談に応じます。お薬手帳を持参してください。②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してください。③行政
書士が相談に応じます。⑤看護師が体のチェックを行います。⑥同園と別会場を
オンラインでつなぎ、シニアの就業就労の提案をします。希望者は個別相談も
可。li同園（東区香住ケ丘一丁目）a671-2213f671-2214t市内に住む60歳
以上y無料e電話かファクス、メール（m toukouen@mocha.ocn.ne.jp）に応募事
項と②は希望日を書いて、８月16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くすりと健康のお悩み個別相談会 ８／24㈬12:30〜15:00 ４人

②スマホ相談会 ８／25㈭、９／６㈫
11:30〜15:30 各８人

③行政書士による相続手続き・遺言書作成等
の相談会 ８／25㈭13:00〜15:00 ４人

④救急救命講座 ８／30㈫11:00〜12:00 15人
⑤健康相談 ９／１㈭13:00〜15:00 ５人
⑥60歳以上のライフプランセミナー＆相談会 ９／１㈭13:30〜15:30 15人

催 し

市科学館

　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。li同館（中央区六本松四丁目）a731-2525f731-2530y①②無料
③高校生以上1,020円、小中学生820円、未就学児無料（座席を使う場合は510円）
④一般510円、高校生310円、小中学生200円、未就学児無料e①不要②２時台の
回は２時から、３時台の回は３時から整理券を配布③④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。

内容 日時 定員（先着）
①特別展「ヒコーキ展―空に駆ける情
熱―」関連プログラム　なぜ飛ぶの
かな オリジナル紙芝居

８／18㈭、23㈫、25㈭
14:00〜15:00 各回10人

②特別展「ヒコーキ展―空に駆ける情
熱―」関連プログラム　航空管制官と
飛行機（パイロット）の会話を知ろう

８／20㈯、27㈯14:00〜、14:15
〜、14:30〜、14:45〜、15:00〜、
15:15〜、15:30〜、15:45〜

各回１組
（１組４人

まで）
③ドームシアター（プラネタリウム）
大人向け新番組「星の数ほど」 ９／７㈬〜来年２／６㈪ 各回

220人
④ドームシアター（プラネタリウム）
子ども向け新番組「ノーマン・ザ・ス
ノーマン〜流れ星のふる夜に〜」

９／７㈬〜来年３／６㈪ 各回
220人

催 し

ももち体育館　スポーツ教室

　健康体操やヨガ、太極拳等、初心者から参加できる教室を実施。対象など詳細
は問い合わせを。d10月〜来年３月li同体育館（早良区百道二丁目）a851-
4550f851-5551c各教室20〜30人（抽選）y１万4,000円e往復はがき（〒814-
0006早良区百道２-３-15）に応募事項と教室名を書いて８月20日（必着）までに同
体育館へ。来所、ホームページでも受け付けます。

講座・教室

応募等のはがきの料金は 63 円です。

8/

28
●日

3花畑園芸公園　折り紙ヒコーキ教室

d午前10時〜正午li同公園（南区柏原七丁目）a565-5114f565-
3754t５歳〜小学生（保護者同伴）c20組（先着。１組５人まで）y１人
200円e電話かファクスで、８月21日以降に同公園へ。

8/

28
●日

3夏休み親子 De スカッシュ体験教室

　スカッシュの基本動作を親子で学びます。d午前11時〜午後５時l

ファミリーウオール（南区横手三丁目）i市スカッシュ協会a409-
9490m info@sq-liberty.jpc50人（先着。１組３人まで）y１組500円e

メールで８月15日以降に同協会へ。

8/

28
●日

2「ダメ。ゼッタイ。」N
ノー

O D
ドラッグ

RUG, K
ノ ー

NOW D
ドラッグ

RUG 
〜やめよう乱用 正しく学ぼうくすりの知識〜

　県警によるステージ企画やミュージシャンなどによるライブ等のほ
か麻薬探知犬の実演、薬物に関するパネル展示などを実施します。d

午後１時〜５時lキャナルシティ博多（博多区住吉一丁目）i地域医
療課a711-4264f733-5535y無料e不要

9/

1
●木

3老人福祉センター寿楽園　創作講座「ハーバリウム」

d午前10時〜正午li同園（城南区南片江二丁目）af861-1123t

市内に住むおおむね60歳以上c12人（抽選）y600円e電話かファク
ス、来所で、８月16日〜24日に同園へ。

9/

1
●木
他

3老人福祉センター早寿園　①60歳以上のライフプラン
セミナー②初心者でもわかるスマホ講座

　①は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。オン
ライン講座。d９月①１日㈭午後１時半〜３時半②９日㈮午前10時〜正
午li同園（早良区重留七丁目）a804-7750f804-7751t市内に住む
おおむね60歳以上で②はスマートフォン初心者（貸し出しあり）c①10
人②20人（いずれも先着）y無料e電話かファクス、来所で、８月16日
以降に同園へ。

9/

3
●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、８月16日以降に同ゴルフ
場へ。

9/

3
●土

3市埋蔵文化財センター　
考古学講座「古墳時代の海と山を考える」

　東海大学文学部教授の北條芳隆氏が、古墳時代の人々と火山や黒
潮との関係について話します。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、８月21日までに
同センターへ。１通につき１人。

9/

4
●日

3立花寺緑地リフレッシュ農園　
市民向け 秋冬野菜栽培講習

　家庭菜園の初心者向けに講習や相談会を行います。d午前10時〜
正午li同農園（博多区立花寺二丁目）a587-0881f587-0883c20人

（先着）y300円e電話かファクスで、８月16日午前10時以降に同農園
へ。

9/

4
●日

2老人福祉センター長生園　高齢者認知症予防検査
「ファイブ・コグ」（脳の機能の検査）

d午後２時〜３時半li同園（博多区千代一丁目）a641-0903f641-
0907t市内に住むおおむね50歳以上c20人（先着）y500円e電話か
ファクス、メール（m cho-seien@magokorokai.jp）、来所で、８月16日以
降に同園へ。

9/

9
●金

4福岡市フォーラム「ストレスと心のケア〜誰でもできる
ストレスマネジメント〜」

　西南学院大学准教授の小川邦治氏が長引くコロナ禍でのストレス
の気付き方や対処法などについて話します。 ※手話通訳が必要な人
は８月29日までに連絡を。d午後２時〜３時半lあいれふ（中央区舞鶴
二丁目）i市精神保健福祉センターa737-8825f737-8827t市内に
住むか通勤・通学する人c150人（先着）y無料e電話かはがき（〒810-
0073中央区舞鶴２-５-１）、ファクス、メール（m phwb-uketuke@city.fuku
oka.lg.jp）、来所（あいれふ３階）で、８月15日以降に同センターへ。空き
があれば当日も受け付け可。

催し 講座
教室 講演 お知

らせ しごと 相談 意見
募集 施設の情報

d＝開催日時　o＝開館時間　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　x＝休館日

福岡市政だより
令和4（2022）年８月１5日 情報BOX13 催し 講座

教室 講演



ゆるーく備える親の介護講座①企業・団体向け②個人向け

　「仕事と介護の両立」「親と自分自身の介護予防」をテーマとした講座。①オン
ライン講座（ライブ配信）②ダイジェスト版動画を市ホームページで配信。d①
来年３月31日㈮までの間で日程調整の上開催②公開中〜来年３月31日㈮iふく
おか福祉サービス協会a731-0071f731-5361t①企業または主に40〜50歳代
が属するおおむね20人以上の団体②不問e①電話かファクスで問い合わせ先
へ。②不要

講座・教室

福北連携コーナー
ＴＧＣ 北九州

　３年ぶりに「TGC北九州」の開催が決定しました。チ
ケット情報などの詳細はホームページで確認を。d 

11月19日㈯午後２時〜６時半l西日本総合展示場新
館（北九州市小倉北区浅野三丁目）iビッグイヤーア
ンツa712-4221f715-0463y指定席 先行8,500円、一
般9,000円 ※４歳以上は要チケット

イ
ベ
ン
ト
の
キ
ー
ビ
ジ
ュ
ア
ル

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。

9/

9
●金
他

3
老人福祉センター福寿園　
スマホでL

ラ イ ン

INE・Z
ズ ー ム

oom入門講座
　LINEやZoomのアプリが使用できるスマートフォンを持参してくださ
い。d９月９日㈮、30日㈮午後１時〜２時半（連続講座）li同園（西区
今宿青木）a891-2727f891-2784t市内に住む60歳以上c５人（先着）
y1,100円e電話かファクス、来所で、８月16日以降に同園へ。

9/

10
●土

2はかた伝統芸能四季の舞 〜長月〜

　博多の伝統芸能団体が唄や舞を披露します。d午後１時半〜３時半
lエルガーラホール（中央区天神一丁目）i博多伝統芸能振興会
a441-1118m fkkdentou@fukunet.or.jpc420人（先着）y指定席5,000
円、自由席4,000円e電話で同会へ。ホームページでも受け付けます。

9/

10
●土

2スポーツ体験ランド2022

　バレーボール、ボルダリング、卓球、バドミントンなどのスポーツが
体験できます。d午後１時半〜４時半l南体育館（南区塩原二丁目）i

市スポーツ協会事業課a407-8381f407-8185t市内に住むか通学す
る小学生c150人（抽選）y無料eはがき（〒819-0005西区内浜１-５-１）
に応募事項と保護者氏名を書いて８月15日〜31日（必着）に同協会へ。
ホームページでも受け付けます。

9/

11
●日

2市民総合スポーツ大会「バウンドテニス大会」

　ダブルス団体戦（１チーム６人）とラリー戦。d午前９時〜午後５時l

博多体育館（博多区山王一丁目）i市バウンドテニス協会事務局
a090-8418-3925f682-9131t市内に住むか通勤・通学する18歳以上
のペアc10組（抽選）y1人600円e電話か往復はがき（〒813-0033東
区多々良１-20-30）に応募事項と性別、経験の有無を書いて、８月19日

（必着）までに同協会へ。

9/

11
●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

　ロープの結び方や火おこしなど、キャンプに役立つ基礎を学びま
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c８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８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。

9/

16
●金

3緑のコーディネーターによる体験講座
「プリザーブドフラワーアレンジ」

d午後２時〜４時l博多市民センター（博多区山王一丁目）i市緑の
まちづくり協会みどり課a822-5832f822-5848c20人（抽選）y1,800
円eはがき（〒814-0001早良区百道浜２-３-26）かファクス、メール（m 
koza@midorimachi.jp）で、８月25日（必着）までに同協会へ。ホームペー
ジでも受け付けます。

9/

17
●土

2もーもーらんど油山牧場　牧場満喫ツアー

　牛の乳搾りやバター作りをします。ホットドッグとソフトクリーム付
き。d午前10時〜午後０時45分li同牧場（南区柏原）a865-7020 
f865-7040t４歳以上（小学生以下は保護者の参加が必要）c10組

（抽選。１組５人まで）y１人1,650円eホームページから８月15日〜22
日に申し込みを。当選者にのみ通知。

9/

17
●土

3さん・さんプラザ　障がい者スポーツの研修講座
〜わくわくスポーツの紹介〜

　障がい児・者へのわくわくスポーツの考え方と実践方法を紹介しま
す。d午前10時〜午後１時li同プラザ（南区清水一丁目）a511-
1132f552-3447t福祉施設（作業所等）、特別支援学校、スポーツ関係
団体等で活動している人c20人（抽選）y無料e同プラザで配布する
申込書を８月31日までに同プラザへ。ホームページでも受け付けま
す。落選者にのみ通知。

9/

17
●土

4地域包括ケア推進のための市民向け講演会「活用しよう 
在宅療養のサポーター 〜在宅であなたらしく生きる〜」

　在宅医療や介護サービスの活用法等を学びます。d午後１時半〜３
時40分lアクロス福岡イベントホール（中央区天神一丁目）i市医師
会在宅医療課a852-1512f852-1510c200人（先着）y無料e電話か
ファクス、メール（m zaitaku@city.fukuoka.med.or.jp）で同課へ。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。

9/

18
●日

3西障がい者フレンドホーム　アロマ教室

　ルームスプレーとサシェ（香り袋）を作ります。d午前10時〜正午
li同ホーム（西区内浜一丁目）a883-7017f883-7037t市内に住む
障がいのある人（小学生以下は保護者同伴）c10人（抽選）y500円e

電話かファクス、メール（m nishi-friend@nonohana.or.jp）、来所で、８月
16日〜31日に同ホームへ。

情報BOX 福岡市政だより
令和4（2022）年８月15日 12

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

電話以外で申し込む場合は
次の「応募事項」を書いてください。

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

催し 講座
教室 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

　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。

「福岡花いっぱいプロジェクト」の花づくり活動
一人一花だより Vol.10

　同プロジェクトは、東区の香椎花園前
駅ロータリーやアイランドシティで花壇
活動を行っている団体です。若い世代に
花壇づくりを身近に感じてもらえるよう、
SNS（会員制交流サイト）で活動の様子を
ライブ配信したり、花壇コンテストに出展
したりしています。代表の木村愛さんは、

「花の魅力をより多くの若者に伝えてい
けるような活動を行っていきたい」と話し
ています。

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

福岡花いっぱいプロジェクトの
皆さん



Ｒ60倶
く ら ぶ

楽部

　①ガイド実践では実際の観光スポットで動画撮影をしながら英語で会話しま
す。②最終回は歌碑のある４カ所をマイクロバスで巡ります。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a401-3456f 

739-6081c①15人②３人（いずれも先着）y①9,000円②5,000円e電話かファク
スで、８月15日以降に同事務局へ。定員を超えた場合のみ通知。

内容 日時
①英語で歴史ガイド〜山笠編〜座
学とガイド実践で会話力を磨こう

９／１、15、29、10／13、27、11／10の木曜日
10:00〜12:00(連続講座)

②万葉集の歌を学び「遣新羅使（け
んしらぎし）の糸島の足跡」を訪ね
る文学・歴史プチ旅

９／２、16、10／７、21の金曜日10:00〜12:00、
最終回は11／４㈮または18㈮10:00〜15:00
(全５回。最終回はいずれか１日を選択)

講座・教室

R60倶
く ら ぶ

楽部

　①糸・かぎ針など②布・洋裁用具など③エプロンなどの持参が必要です。詳細
は問い合わせを。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a401-3456f739-6081y①②１万2,000円③2,000円e電話かファクスに
応募事項と③は希望日も書いて８月15日以降に同事務局へ（③は９月30日締め
切り）。①②は定員を超えた場合のみ通知。③は当選者にのみ通知。

内容 日時 定員

①編み物教室 ９／８㈭、23（金・祝）、10／６㈭、20㈭、11
／10㈭、24㈭10:00〜12:30（連続講座）10人（先着）

②ミシンを使った洋裁教室 ９／８㈭、23（金・祝）、10／６㈭、20㈭、11
／10㈭、24㈭13:30〜16:30（連続講座）10人（先着）

③アラカン世代そば打ち教
室

10／９㈰、11／13㈰、12／11㈰10:00〜
14:00

各10人
（抽選）

講座・教室
海づり公園　①レディース海づり大会②シニア海づり大会

　釣果を競います。d９月①10日㈯午前８時〜正午②22日㈭午前６時〜10時
li同公園（西区小田）a809-2666f809-2669t①高校生以上の女性②60歳以
上c各30人（先着）y無料（釣り台利用料別）e①ホームページから８月15日以
降に申し込みを。②往復はがき（〒819-0203西区小田池の浦地先）で８月15日以
降に同公園へ。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。

催 し

今津運動公園　今津カップ（テニス大会）
①ミックスダブルス②女子ダブルス

　詳細は問い合わせを。d９月８日㈭午前９時〜正午li同公園（西区今津）
a807-6625f807-6627t①合計年齢90歳以上の男女のペア②各30歳以上の女
性のペア ※いずれも今年の12月31日時点。平成31年以降に中級レベル以上の
大会（団体戦を除く）で優勝経験のある人同士のペアは出場不可c①８組②16組

（いずれも先着）y１組4,000円e電話か来所で、８月20日以降に同公園へ。

催 し

はかた伝統工芸館　博多人形与一賞展

　博多人形師の登竜門とされ、次世代を担う若手作家に贈られる同賞の受賞作
品などを展示します。d８月23日㈫〜９月４日㈰午前９時半〜午後５時半（入館は
５時まで） ※８月26日㈮の入館は午後７時半までli同館（早良区百道浜三丁目 
市博物館２階）a409-5450f409-5460y無料x月曜日

催 し

南障がい者フレンドホーム

　②の１日目は牛乳パックではがき作りを行い、２日目は作ったはがきに割り箸
などで文字を書きます。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６人（抽選）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名を書いて、８月15日〜
①27日②30日に同ホームへ。来所でも受け付けます。

内容 日時 費用
①市出前講座「福岡フィルムコミッション〜映画・
ドラマで夢広がる〜」 ９／２㈮11:00〜12:00 無料

②牛乳パックでエコはがきを作ってあそびもじを
楽しく描きましょう

９／８㈭、29㈭10:00
〜12:00（連続講座） 500円

講座・教室

9/

18
●日
他

2背振少年自然の家　せふりの自然に親しむつどい

　そば打ち体験をします。d９月18日㈰、19日（月・祝）午前10時〜午後３
時li背振少年自然の家（早良区板屋）a804-6771f804-6772t小
中学生と保護者c各８組（抽選。１組５人まで）y大人2,500円、小中学
生1,500円eホームページから８月19日までに申し込みを。

9/

18
●日
他

3東図書館　ツキイチ読書会「ハングル講座」

d９月18日㈰、25日㈰午後２時〜３時半（連続講座）lなみきスクエア
（東区千早四丁目）i東図書館a674-3982f674-3973t高校生以上

c25人（先着）y無料e電話か来所（なみきスクエア内）で、８月15日以
降に東図書館へ。

9/

19
●●月・祝

2西南杜
もり

の湖畔公園　
テニス①オレンジボール大会②グリーンボール大会

d午前９時〜午後５時li同公園（城南区七隈六丁目）a863-7929 
f834-8463tテニス経験がありセルフジャッジが出来る①小学１・２年
生②小学３・４年生c①６人②男女各６人（いずれも先着）y3,000円e

電話か来所で、８月19日以降に同公園へ。

9/

23
●●金・祝

2博多の森テニス競技場　テニスの日関連イベント

　①プレイ＆ステイ②テニスエクスプレス③カラーボール大会（①③
は初心者向け）。詳細は問い合わせを。d午後１時〜５時l同競技場

（博多区東平尾公園一丁目）i県テニス協会a722-1605f722-1607 
t①③小学１〜４年生（保護者同伴）②①の参加者の保護者c①50人
②③20人（いずれも抽選。③は小学１・２年生８人、小学３・４年生12人）
y500円e往復はがき（〒810-0022中央区薬院２-14-26 東洋薬院ビル５
階）に応募事項と希望コースを書いて、８月15日〜９月５日（必着）に同
協会へ。

9/

24
●土
他

3不登校の保護者支援サポーター養成講座

　詳細はホームページで確認するか問い合わせを。d９月24日〜来年
２月25日の第４土曜日午後１時半〜４時（12月は第２土曜日。連続講座）
l中央市民センター（中央区赤坂二丁目）i教育相談課a832-7120 
f832-7125c25人（先着）y3,000円eファクスかメール（m koga.k17 
@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項と応募動機を書いて、８月15日以降に
同課へ。

9/

25
●日

2市２ペア制バスタボー大会

　バスタオルを使ってバレーボールを放り合う南区発祥のスポーツ
の大会です。参加チームを募集。小学生以下のチームは保護者同伴。
d午前９時〜午後４時l市民体育館（博多区東公園）i市スポーツ推
進委員協議会a711-4657f733-5595c８組（抽選。１組４人）y１チーム
2,000円eホームページに掲載する申込書を、９月２日までに同協議会
へ。落選者にのみ通知。

9/

25
●日
他

2かなたけの里公園　クリわくわく収穫体験

　クリは持ち帰り可（１組１kg程度。出来高により増減する場合あり）。
小学生以下は保護者同伴。d９月25日㈰、10月２日㈰午前10時半〜正
午li同公園（西区金武）a811-5118f400-0147c各20組（抽選）y１
組1,000円e往復はがき（〒819-0035西区金武1367）に代表者の応募事
項と希望日、参加人数を書いて８月29日（消印有効）までに同公園へ。
１組１通。

d＝開催日時　o＝開館時間　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　x＝休館日
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①英会話教室②イタリア語教室

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズーム）」を利用した教室（いずれも連続講座）。定
員など詳細は問い合わせを。i①福岡日英協会a476-2155f476-2634②福岡日
伊協会a476-2153f476-2634eファクスかメール（①m fjbs.event@castle.ocn.
ne.jp ②m aigfukuoka２@galaxy.ocn.ne.jp）で、８月15日以降に各問い合わせ先へ。

言語 日時 費用

①英語

９／１㈭〜11／30㈬▷初級＝月・水曜日18:30〜
20:00▷初中級＝火曜日10:30〜12:00▷中級＝火・
木曜日18:30〜20:00または木曜日10:30〜12:00
▷上級＝金曜日10:30〜12:00または18:30〜20:00 
※いずれも祝休日を除く

２万円
（テキスト代別）

②イタリア語
９／５㈪〜12／12㈪▷はじめてコース＝月曜日
18:30〜20:00▷初中級コース＝火曜日18:30〜
20:00▷中級会話コース＝木曜日19:30〜21:00
※いずれも祝休日を除く

１万8,000円
（テキスト代別）

講座・教室

老人福祉センター若久園

　①行政書士、税理士、社会保険労務士が遺言や終活などに関する相談に応じ
ます。②シニア向けの便利なアプリを紹介します。スマートフォンを持参（「らくら
くホン」を除く）。アプリのダウンロードに必要なパスワードを用意してください。
③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。li同
園（南区若久六丁目）a511-7255f511-7558t市内に住む人（①②は60歳以上）
y無料e①電話かファクス、メール（m wakahisaen@lime.ocn.ne.jp）に応募事項
と相談内容を書いて、８月16日以降に同園へ。②③電話かファクスで、８月②20日
③23日以降に同園へ。いずれも来所でも受け付けます。

内容 日時 定員（先着）
①無料法務相談会 ９／８㈭13:00〜16:00 ６人
②スマホアプリ講座 ９／14㈬13:30〜15:00 ７人
③認知症カフェ（若久園カフェ） ９／30㈮14:00〜16:00 20人

催 し

お知らせ
自転車駐車場の指定管理者（事業
者）を募集

　来年３月（予定）から櫛田神社前駅
自転車駐車場（博多区）の管理業務等
を行う指定管理者を募集。【募集要項
の配布】８月15日から市ホームページ
に掲載【申込期間】９月７日〜14日（必
着）i自転車課a711-4468f733-5591
「子どもプラザ」の事業運営団体
を募集

　子どもプラザ３カ所を運営する団
体を募集。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。【募集案内の配布】事業企画課

（市役所13階）、東区子育て支援課（東
区役所３階）、西区子育て支援課（西区
役所２階）で。市ホームページにも掲
載【公募期間】８月15日〜９月21日（必
着）i事業企画課a711-4114f733- 
5718

令和４年度版の住まいに関する冊
子（３種）ができました

　「住まいづくりの手引き」「マンショ
ン管理の手引き」「賃貸住宅住まいの
手引き」を住宅相談コーナー（市役所
３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
で配布しています。 ※原則１人１冊。
分譲マンション管理組合などで複数
部を必要とする場合は事前に住宅計
画課へ相談を。市ホームページにも
掲載。i同課a711-4808f733-5589
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
大規模小売店舗立地法による届
け出と縦覧

　【縦覧期間】11月８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）西区北原・田
尻14街区（同土地
区画整理14街区）

新設 ６月27日

市国民健康保険運営協議会を開
催

　市国民健康保険事業の運営を審議
する同協議会を傍聴できます。d８月
26日㈮午後５時〜６時半（受け付けは
４時45分〜４時55分）l福岡ガーデン
パレス大会議場（中央区天神四丁目）
i保険年金課a711-4242f733-5441 
c10人（抽選）y無料e不要
市立霊園　種から育てて花いっ
ぱいボランティアを募集

　夏の花の種取りと、秋冬の花壇の
花植え・種まきをするボランティアを
募集します。参加者には花の種を進
呈。d９月①②17日㈯③18日㈰いず
れも午前10時〜正午li①三日月山
霊園（東区香椎）a662-7429f405-0023 
②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、
８月15日以降に各霊園へ。
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3認知症コミュニケーション・ケア技法
「ユマニチュードR」家族介護者向け講座

　認知症の人とのコミュニケーションをスムーズに行うためのケア技
法「ユマニチュード」の技術を学びます。介護についての意見交換も行
います。d10月１日㈯、22日㈯の全２日午前10時〜正午または午後２時
〜４時（連続講座）lアミカス（南区高宮三丁目）i日本ユマニチュー
ド学会福岡講座窓口a03-6427-5594（８月17日以降）m fukuoka@jhu
ma.orgt市内に住むか通勤する、認知症の家族を介護している人c各
20人（先着）y無料eホームページから８月17日以降に申し込みを。

10/
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●月
他

3東体育館　①親子運動あそび＆ストレッチ
②元気に朝トレ〜スッキリ＆エクササイズ〜

　②は初心者向け。d①10月３日〜12月12日の月曜日午前９時25分〜
10時40分（10月10日、17日、11月21日を除く。連続講座）②10月19日〜
12月14日の水曜日午前９時半〜10時半（11月23日を除く。連続講座）
li東体育館（東区香住ケ丘一丁目）a672-0301f672-0302t①１歳
半〜３歳の幼児と保護者②18歳以上c①15組②20人（いずれも抽選）
y①5,600円②3,200円e往復はがき（〒813-0003東区香住ケ丘１-12-
２）に応募事項と①は子どもの名前も書いて、８月15日〜31日（必着）に
東体育館へ。
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4
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他

3 KBC点字教室

　点字の読み書きを学びます。初心者向け。d10月４日〜12月20日の
火曜日午前10時〜正午（連続講座）lKBC会館（中央区長浜一丁目）
iKBC開発a751-4070f715-1148c20人（先着）y無料e電話かファ
クスで、９月１日以降に問い合わせ先へ。
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5
●水
他

3「福岡いのちの電話」ボランティア養成講座

　連続講座。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。d10月５日㈬〜来年８月２日㈬l九州キリスト教会館（中央区舞鶴
二丁目）i福岡いのちの電話事務局a713-4343f721-4343t23〜68
歳c30人（選考）y２万円（その他実費負担あり）e同事務局へ問い合
わせの上、必要書類を８月31日（必着）までに郵送してください。
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2市水道局「アウト オブ キッザニア」

　水道管工事や漏水調査など水道局職員の仕事を体験します。プロ
グラム最後の発表のみ保護者も見学可。d10月８日㈯、９日㈰午前８
時〜午後７時l市水道局本局（博多区博多駅前一丁目）、市水道技術
研修所（西区羽根戸）iアウトオブキッザニア事務局（JTBビジネスソ
リューション事業本部第一事業部内）a03-5909-8116f03-5909-8144 
t市内に住む小学４〜６年生c各50人（抽選）y2,500円eホームペー
ジ「市水道100周年特設サイト」から８月21日までに申し込みを。

情報BOX 福岡市政だより
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「博多座×アジア美術館」デジタル
スタンプラリー実施中

　11月30日㈬まで、博多座とアジア
美術館（いずれも博多区下川端町）に
設置している二次元コードをスマート
フォンで読み取り、スタンプを獲得す
ると抽選で賞品が当たります。詳細は
ホームページで確認を。t ▽ 博多座
＝観賞チケットがある人 ▽同美術館＝
ギャラリーを観覧した人i博多座
a080-1797-2485f263-3632
浜崎今津漁港小型船舶係留施設
の空きバース利用者を募集

　料金や申し込み方法など詳細は募
集要項で確認を。【対象船種】船舶の
長さが6.1ｍ以下のプレジャーボート、
釣り船など（ヨットを除く） ※船舶検
査証書が必要【募集数】２隻（抽選）
【利用開始】10月14日㈮以降【募集要
項の配布】８月15日から情報プラザ

（市役所１階）で。市ホームページにも
掲載【申込期間】９月14日（消印有効）
までi漁港課a711-4372f733-5557

市高齢者美術展の作品を募集
　10月12日㈬〜16日㈰に市美術館

（中央区大濠公園）で開催される同展
の出品作品を募集（各部門につき１人
１点、自作で未発表のもの）。詳細は問
い合わせを。【部門・サイズ】 ▽ 洋画、
日本画＝10〜50号 ▽書＝表装仕上げ
寸法1.5平方メートル以内、縦形式一
辺242cm以内、横形式一辺182cm以内

▽写真＝四つ切り〜全倍（単写真） ▽

工芸＝高さ60cm以内、平面50号以内。 
※ガラスの額装不可i市老人クラブ
連合会a713-1340f713-0157t市内
に住む60歳以上のアマチュアe往復
はがき（〒810-0062中央区荒戸３-３
-39）に応募事項と生年月日、出品部門
名、作品の題名（ふりがな）、作品サイ
ズ、老人クラブに所属する人は所属ク
ラブ名を書いて８月15日〜９月14日

（必着）に同会へ。作品は後日、自身で
搬入。 ※昨年度特別賞を受賞した人
は特別出品となります。
食品ロス削減の事業者説明会を
開催します

　日本気象協会が提供するAIを使っ
た商品需要予測サービスの説明と使
用案内を行います。通常の販売が困
難な食品を福祉施設等に無償配布す
る活動をしているフードバンク福岡の
紹介と協力案内も行います。d８月25
日㈭午後２時〜３時lエルガーラ７階

（中央区天神一丁目）iごみ減量推進
課a711-4039f711-4823t市内の食
品関連事業者c50人（抽選）y無料e 

電話かファクス、メール（m gomigenryo.
EB@city.fukuoka.lg.jp）、来所（市役所
13階）で、８月19日までに同課へ。当選
者にのみ通知。

「博多湾フォトコンテスト」作品を
募集

　作品は博多湾のPRに使用します。
入賞者には賞品を進呈。申し込み方
法など詳細はホームページで確認を。
【募集期間】９月30日（必着）までi環
境調整課a733-5389f733-5592
戦没者遺児による慰霊友好親善
事業への参加者を募集

　巡礼地域はマリアナ諸島、東部
ニューギニア、ビスマーク諸島、ミャ
ンマー・タイ、ソロモン諸島、フィリピ
ン、マーシャル・ギルバート諸島、台
湾・バシー海峡、西部ニューギニア、中
国。費用や申し込み方法など詳細は
問い合わせを。i県遺族連合会a761-
0012f781-2056t上記地域での戦没
者の遺児

国際交流活動を支援します
　福岡都市圏の民間団体・個人など
が実施する①国際交流事業②人材育
成事業に対して助成します。②は研修
を主催する事業、外部研修を受講す
る場合の二つの区分があります。詳
細はホームページで確認を。【申込
書】ホームページに掲載【申込期間】
①および②の研修を主催する場合は
９月６日(消印有効)まで、②の外部研
修を受講する場合は受ける講座等の
開催日の１カ月前までi福岡よかトピ
ア国際交流財団a262-1744f262-27 
00

福岡マンション管理組合連合会 
夏のマンションセミナー

　第１部は「給排水設備の基本と改修
計画時の注意事項」、第２部は「市のマ
ンション管理計画認定制度について」
がテーマです。第３部は質疑応答。詳
細はホームページで確認を。d８月26
日㈮午後１時15分〜４時半l天神ビル
11階（中央区天神二丁目）i同連合
会a752-1555f752-3699t分譲マン
ションの管理組合役員および組合員
c180人(先着)y無料e電話かファク
ス、メール（m fukukan@fukukan.net）
で同連合会へ。定員を超えた場合の
み通知。

福祉バスの運行を再開します
　高齢者や障がい者等の団体の活動
を支援するための福祉バスの運行を
９月16日㈮から再開します（申し込み
は８月16日から開始）。詳細は、市ホー
ムページで確認するか問い合わせを。
i各区社会福祉協議会 ▽東a643-89 
22f643-8923 ▽博多a436-3651f436- 
3652 ▽ 中央a737-6280f737-6285 ▽

南a554-1039f557-4068 ▽城南a832- 
6427f832-6428 ▽早良a832-7383f8 
32-7382 ▽西a895-3110f751-1509

市地下鉄で「クレジットカードの
タッチ決済機能を活用した乗車シ
ステム」の実証実験中

　市地下鉄ではタッチ決済の実証実
験を一部の駅で来年２月28日㈫まで
実施します。現在、一部のカードを対
象にしたキャッシュバックキャンペー
ンを実施中です。詳細はホームペー
ジに掲載しています。iマーケティン
グ推進室a732-4202f721-0754
なりきり劇場スタッフ（ふれとこ＿
福岡市民会館）

　９月17日㈯午後０時半から市民会館
（中央区天神五丁目）で実施する「劇
場スタッフお仕事体験」の参加者を募
集。詳細はホームページで確認する
か問い合わせを。【対象】小学生【定
員】20人（先着）【参加費】無料【申し込
み】電話かファクス、メール（m ukets
uke@fukuoka-civichall.jp）に応 募 事
項とメールアドレス、参加を希望する
理由、保護者が同伴する場合は保護
者氏名と続柄、特別な配慮を要する人
はその旨を書いて、８月23日以降に同
会館へ。ホームページでも受け付け
ます。i同会館a761-6567f761-5866

しごと

市保育士就職支援研修会
　保育実践講座を実施し、最新の保
育事情を伝えます。求人紹介、就職相
談会なども行います。d９月13日㈫午
後１時半〜３時lふくふくプラザ（中
央区荒戸三丁目）i指導監査課a711- 
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）c25人（先着）y無
料n６カ月〜小学３年生（無料。８月29
日までに申し込みを。先着順）e電話
かはがき（〒810-8620市役所13階）、
ファクス、メール（m hoiku-kyujin-kyu 
shoku@city.fukuoka.lg.jp）、来 所（ 市
役所13階）で、８月15日以降に同課へ。
市ホームページでも受け付けます。

福岡地区職業訓練協会の講習
　①（医薬品）登録販売者受験対策講
習②パソコン「マイクロソフトオフィス
スペシャリスト エクセル試験対策」講
習③商業簿記３級試験対策講習④ガ
ス溶接技能講習⑤アーク溶接特別教
育講習―を開催。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a671-6831 
f672-2133

　※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。

シニア活躍応援セミナー①初心
者のための「コールセンターのお
仕事」②高齢者と企業の交流会＆
個別面談会

　①仕事内容や求められる技能につ
いての説明、電話対応の業務体験な
ど。オンラインでの参加も可（体験を
除く）。②求人内容の説明や交流会な
ど。詳細は問い合わせを。d９月①５
日㈪午後２時〜４時②15日㈭午後１時
半〜３時半l①ふくふくプラザ（中央
区荒戸三丁目）②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c①30人②20
人（いずれも先着）y無料e電話か
ファクスで、８月16日以降に同事務局
へ。定員を超えた場合のみ通知。
早良区地域整備課　道路工事監
督員を募集

　道路工事における工事監督、現地
調査等の業務に従事。【資格】２級土
木施工管理技士以上、または公共工
事の技術的実務経験を５年以上有す
る人。他要件あり【任用期間】10月１日
〜来年３月31日（再任用あり）【募集案
内・申込書の配布】情報プラザ（市役
所１階）で。市ホームページにも掲載
【申込期間】８月22日（消印有効）まで
※応募状況によって締め切り日より
前に受け付けを終了する場合ありi

同課a833-4332f851-2952
市学校給食公社　嘱託職員（栄養
職）を募集

　学校給食用物資の栄養に関する調
査・指導、食育活動の支援等の業務に
従事。【資格】管理栄養士または栄養
士【任用期間】10月１日〜来年３月31日

（再任用あり）【募集案内・申込書の配
布】同公社（早良区百道三丁目 市教
育センター１階）で。ホームページに
も掲載【申込期間】８月26日（必着）ま
でi同公社a555-2745f555-2749
高齢者活躍人材確保育成事業「マ
ンション管理」技能講習

　建物・設備の維持管理、マンション
に関する法令、共用部分の日常清掃、
作業報告などを学びます。d９月８日
㈭、９日㈮午前10時〜午後４時（連続
講座）lふくふくプラザ（中央区荒戸
三丁目）i県シルバー人材センター
連合会a292-1857f623-5677t県内
に住み、勤労意欲のある60歳以上
c15人(選考)y無料e同連合会（博
多区吉塚本町 県中小企業振興セン
タービル８階）、情報プラザ（市役所１
階）などで配布する申込書で８月15日
〜25日（必着）に同連合会へ。ホーム
ページでも受け付けます。

d＝開催日時　o＝開館時間　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　x＝休館日
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フクオカ キャリア エキスポ「福岡
だから実現できる最新の働き方」

　ウェブ会議サービス「Zoom（ズー
ム）」を使った福岡未来創造プラット
フォーム主催のオンライン講座。ワー
ケーションや副業、女性活躍、エンジ
ニア、地方創生、起業などの話題の
キーワードで、社会人にインタビュー
を行い、最新の働き方を紹介します。
d①８月27日㈯午後１時〜３時半②９
月10日㈯午後２時半〜５時iフクオカ
キャリアエキスポ事務局a080-3994-
1783m fce2022@recmedia.jpt大学生、
短期大学生、専門学校生、大学院生、
高専生、高校生（保護者も可）c各500
人(抽選)y無料eホームページから
①８月26日②９月９
日までに申し込み
を。空きがあれば
当日も受け付け
可。落選者にのみ
通知。

九州先端科学技術研究所　ふく
おかAI・DXスクール（オンライン）

　①ビジネス編初級（AIプロジェクト
を立案・推進できる人材を育成）②ビ
ジネス編初級＋G（ジェネラリスト）検
定対策講座（G検定取得を目指す人材
を育成）③エンジニア編基礎（AI開発
の実務を行える人材を育成）④エン
ジニア編応用（AIのサービス構築を行
える人材を育成）。ウェブ会議サービス

「Zoom（ズーム）」を使用するA形式とe
ラーニングを中心とするB形式の２種
類。④以外はBのみの受講も可。いず
れも先着順。市内に住むか通勤する
人対象の特別料金（通常の半額）あ
り。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。i同研究所
a852-3453m edu@isit.or.jpeホーム
ページから申し込みを。

マンションライフサイクルシミュ
レーション相談

　平均的な大規模修繕工事費用や修
繕積立金の試算等を行います。d第
２月曜日（祝休日の場合は翌週）午後１
時〜４時l市住宅相談コーナー（市役
所３階）i住宅計画課a711-4808f 

733-5589tマンション区分所有者c

各日３組（先着）y無料e電話かファ
クスで同課へ。

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。d９月10日㈯午前10時

相 談
〜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）f414-8786c52組（先着）
y無料e電話かファクスで、８月16日
午前10時以降に同会へ。
NPOのための社会保険労務士によ
る労務管理個別相談

　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。対面の他、オンラインでも可。
d第２水曜日午前10時半〜11時20分
lあすみん（中央区今泉一丁目）i市
民公益活動推進課a711-4927f733-
5768t市内のボランティア団体、NPO
法人などc各日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、相談内容、対面またはオ
ンラインを書いて、希望日の４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。
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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
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総合図書館
〒814-0001 早良区百道浜三丁目７-１　a852-0600 f852-0609
o午前10時〜午後８時（日・祝休日は午後７時まで）x月曜日（祝休日のときは翌平日）、月末

映像ホール・シネラ　９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。

日本映画名作選

１日㈭ ［11］河内山宗俊
［２］大江戸五人男

２日㈮ ［11］続社長太平記
［２］青春残酷物語

３日㈯ ［11］博多どんたく
［２］押繪と旅する男

４日㈰ ［11］信さん 炭坑町のセレ
ナーデ、［２］しろばんば

７日㈬ ［２］歓待

８日㈭ ［11］家族ゲーム
［２］太陽を盗んだ男

９日㈮ ［11］歌ふ狸御殿
［２］四季・奈津子

10日㈯ ［11］殺陣師段平
［２］大江戸五人男

11日㈰ ［11］青春残酷物語
［２］カルメン故郷に帰る

14日㈬ ［２］博多どんたく

15日㈭ ［11］しろばんば
［２］伊豆の踊子

16日㈮ ［11］押繪と旅する男、［２］信
さん 炭坑町のセレナーデ

17日㈯ ［11］真剣勝負
［２］河内山宗俊

18日㈰ ［11］歓待
［２］続社長太平記

19日（月・祝）［11］家族ゲーム
［２］太陽を盗んだ男

22日㈭ ［11］殺陣師段平
［２］真剣勝負

23日（金・祝）［11］カルメン故郷に帰る
［２］歌ふ狸御殿

24日㈯ ［11］伊豆の踊子、［２］信さ
ん 炭坑町のセレナーデ

25日㈰ ［11］四季・奈津子
［２］太陽を盗んだ男

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＆ナイト健診（総合健診）
d①②④〜⑩９月４日㈰、10日㈯、11日
㈰、13日㈫、18日㈰、24日㈯、25日㈰午前
８時半〜10時半 ※13日は午後６時〜７
時③９月４日㈰、10日㈯、11日㈰、18日
㈰、24日㈯、25日㈰午前８時半〜10時半
⑪９月13日㈫午後６時〜７時⑫９月25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。⑩は⑧か⑨
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
２日前までに予約を。

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胃がんリスク
検査 35歳か40歳 1,000円

⑤乳がん検診
40〜49歳 1,300円
50歳以上 1,000円

⑥子宮頸（けい）
がん検診 20歳以上 400円

⑦大腸がん検診 40歳以上 500円
⑧肺がん検診 40〜64歳 500円

⑨結核・肺がん検
診 65歳以上 無料

⑩喀痰（かくた
ん）細胞診検査 50歳以上 700円

⑪骨粗しょう症検
査 40歳以上 500円

⑫歯周病検診 18歳以上 1,000円
　※９月４日㈰、10日㈯、11日㈰、18日㈰、
24日㈯、25日㈰は、⑥の検診を女性医師
が行います。①②⑤の健（検）診は全日
程女性医師および女性技師です。
　※胃内視鏡検査の９月開催分は定員
に達しました。

油山市民の森
〒811-1355 南区桧原855-４
a871-6969 f801-1463
o午前９時〜午後６時

バードウオッチング
　散策しながら野鳥を探し観察します。
双眼鏡の無料貸し出しあり（数量限定）。
中学生以下は保護者同伴。d９月25日㈰
午前９時半〜正午c20人（抽選）y200
円e往復はがきに代表者の応募事項と
参加者全員の氏名・年齢を書いて８月15
日〜９月２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。

企画展示「発達の偏りによって得意・不
得意の差が大きい子どもの支援グッズ」
d開催中〜８月31日㈬午前10時〜午後
６時y無料
家族介護者のつどい
　介護者同士で意見交換や交流会を行
います。フラワーアレンジメント体験、福
祉用具の展示、個別相談会もあり。d９月
６日㈫午前10時〜正午l城南市民セン
ター（城南区片江五丁目）t市内に住む
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_ka
igon@fukuwel.or.jp）で問い合わせ先へ。

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）

過去の同イベント



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）

８月・９月の事業
　未就学児は保護者同伴。②の定員や
料金など詳細はホームページで確認
を。t①②⑤〜⑧１歳〜高校生③④小
中高生c①20人（先着）③⑦なし④⑤各
10人（先着）⑥各20人（先着）⑧25組（先
着。１組１個）y①③〜⑦無料⑧100円
e①③⑥⑦不要④⑤当日正午から整理
券を配布⑧電話かファクス、来所で、９月
１日以降にあいくるへ。

内容 日時
①伝承あそび

（お手玉やけん玉
など）

８／20㈯
14:00〜15:00

②Nゲージ＆プラ
レールであそぼう

８／21㈰
10:00〜17:00

③みんなであそぼ
う（ドッヂビー）

８／24㈬13:30〜、
14:05〜（各回25分）

④科学あそび
（実験をします）

８／25㈭13:00〜、
14:30〜（各回60分）

⑤楽器を作って楽
しもう

８／26㈮13:30〜、
14:30〜、15:30〜

（各回50分）
⑥ふれあいひろば

（折り紙あそび）
８／27㈯14:00〜、
14:35〜（各回25分）

⑦赤ちゃん先生プ
ロジェクト

８／28㈰
15:00〜16:00

⑧おもちゃ病院 ９／18㈰
10:00〜14:00

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・祝日および９月１０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。

　※いずれも入園料別。
植物ってこんなに面白い 植物を科学す
る ①植物と虫の関係②トチノキの秘密
d①９月４日㈰②10月２日㈰いずれも午
後１時半〜４時t小学生c各20人（抽
選）y各500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、①８月21日②９月18日（い
ずれも必着）までに同園へ。ホームペー
ジでも受け付けます。
植物観察会 秋の野草
d９月10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 ハーブ入りピンクッション
d９月13日㈫午後１時半〜３時半c20人

（抽選）y700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、８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。
ハーブの効用
　ハーブせっけん（洗顔用と全身用）を
作ります。d９月14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、８月31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 寄せ植え講座
d９月28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、９月14日（必着）までに同
園へ。ホームページでも受け付けます。

　※全館消毒のため、９月12日㈪は午後
５時に閉館します。
未来をつくるアウトプットラボ「モヤモ
ヤから社会をよくするセルフアップデー
ト計画」
　SDGsの一つであるジェンダー平等を
学び、他の参加者と共にやりたいことを
形にしていきます。講師はテンジン大学
学長の岩永真一氏、コラムニストの須藤
美香氏ほか。d９月10日、17日、10月８
日、22日、11月12日、26日、来年１月14日
の土曜日午後２時〜４時 ※９月17日、11
月12日は午前10時〜正午t15〜49歳
c30人（選考）y無料n６カ月〜小学３
年生（無料。子どもの名前、年齢・月齢を
書いて申し込みと同時に予約を。先着
順）eホームページから８月31日までに

申し込みを。当選者にのみ通知。
女性の人生サポート講座「離婚」①熟年
離婚〜第２の人生のために〜②子ども
がいる場合の離婚手続き
d①９月17日㈯②10月15日㈯いずれも
午後２時〜４時t女性c各40人（先着）
y無料n６カ月〜小学３年生（無料。子
どもの名前、年齢・月齢を書いて各10日
前までに申し込みを。先着順）eはがき
かファクス、メール（m amikas@city.fuk
uoka.lg.jp）に応募事項と希望日（１日の
み）を書いて、８月15日以降にアミカス
へ。来所、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。

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）

コレクション展 あじびでGO GO 乗り
物大集合
　さまざまな乗り物が描かれた絵画や
写真などを紹介します。d開催中〜９月
６日㈫午前９時半〜午後６時（金・土曜日
は８時まで） ※入室は閉室30分前まで
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

コレクション展（近現代美術） ①一本の
線のためには②変貌する絵画―アン
フォルメル、具体、九州派
　①線に着目し、かすれや震えなどを通
して作品を読み解きます。②戦後の欧
州に生まれたアンフォルメルの絵画と
その影響下で描かれた絵画を展示しま
す。d８月23日㈫〜10月30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

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。８〜10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）

d＝開催日時　o＝開館時間　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　x＝休館日

福岡市政だより
令和4（2022）年８月15日 情報BOX7 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）

９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 ※③は５〜12歳
の子どもと保護者y①②⑤〜⑨無料③
１人200円④300円⑩200円e①不要②
③⑤〜⑨電話か来所で、②③８月15日以
降⑤〜⑨９月１日以降に同施設へ。②③
はホームページでも受け付けます。④
⑩往復はがきかファクス、来所で、９月④
７日⑩16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。

内容・日時 定員
①花王国際こども環境絵画コ
ンテスト入賞作品展示　
開催中〜９／11㈰10:00〜16:00

―

②菜園・堆肥づくり講座　
９／１㈭13:30〜15:00

10人
（先着）

③親子でエコクッキング講座　
９／３㈯10:00〜13:00

５組
（先着。
１組３人
まで）

④やってみよう（初級）リフォー
ムソーイング（裁縫）　
９／10、17、10／１の土曜日
10:00〜13:00（連続講座）

10人
（抽選）

⑤ミシンの時間貸し　
９／14㈬、25㈰10:00〜13:00

10人
（先着）

⑥木製のまな板削り　
９／15㈭、17㈯10:00〜15:30

各11人
（先着）

⑦傘の修理　
９／18㈰10:00〜13:00

６人
（先着）

⑧おもちゃ病院　
９／25㈰10:00〜14:00

10人
（先着）

⑨家具リペア（修理）相談　
９／25㈰10:00〜12:30

５人
（先着）

⑩古布でぞうり作り講座　
９／27㈫10:00〜13:00

８人
（抽選）

イーコトフェスタ
　ものづくり体験や金継ぎなどのリペ
ア講座を実施。詳細はホームページで
確認するか問い合わせを。d９月11日㈰
午前10時〜午後３時y入場無料eイベ
ントにより異なる。

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）

９月の催し
　一部講座は材料を持参。④の会場は
西部埋立場（西区今津）。t市内に住む
か通勤・通学する人 ※④は小学生と保
護者y①②500円③800円④〜⑨無料
e①〜④はがきかファクス、メール（m 
seibuplaza２@f-kankyo.or.jp）、来所で、
①②８月20日③８月25日④９月６日（いず
れも必着）までに同施設へ。当選者にの
み通知。⑤〜⑨
電 話 かファク
ス、メール、来
所で、⑤希望日
の３日前まで⑥
〜⑨随時受け
付け。

内容・日時 定員
①着物から一重の作務衣（さ
むえ）作り（上下）　
９／１〜22の木曜日13:00〜
16:00（連続講座）

８人
（抽選）

②中級者向け 着物からピン
タックの前開きワンピース作
り　９／２〜30の金曜日13:00
〜16:00（９／23を除く。連続
講座）

８人
（抽選）

③衣服のリフォーム教室　
９／７〜10／26の水曜日13:00
〜16:00（連続講座）

８人
（抽選）

④海辺の宝探しとマイクロ
プラスチックを使ったリサイ
クル工作　
９／17㈯10:00〜12:00

５組
（抽選。
１組３人
まで）

⑤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）

⑥身近なもので万華鏡　
毎日10:30〜15:30の30分程度 ―
⑦はぎれ（布・革）で作るスト
ラップ　
毎日10:30〜15:30の30分程度

―

⑧牛乳パックで紙すき体験　
毎日10:30〜15:30の30分程度 ―
⑨ロール芯でペン立て　
毎日10:30〜15:30の30分程度 ―

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。８月26日
㈮までの金・土・日曜・祝休日と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）、８月16日㈫

　※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。
企画展示 博物館髪型探訪
　江戸時代後期に祇園井特（ぎおんせ
いとく）が描いた「結髪図巻（けっぱつず
かん）」を公開します。d８月23日㈫〜10
月23日㈰ 
企画展示 文書のうらがわ
　手紙の裏側に記されたいろいろな情
報を、同館所蔵の古文書を通して紹介し
ます。d８月30日㈫〜10月23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）
　※いずれも無料。小学生以下は保護
者同伴。
カブトガニ観察会
　「生きている化石」といわれるカブトガ
ニを間近で観察します。d９月10日㈯午
前10時半〜10時50分c25人（先着）e

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。
身近で見かけるいろんな蝶
　福岡で見られる身近なチョウについ
て、写真や標本を使って紹介します。d

９月19日（月・祝）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 mamoroom@fch.chuo.fukuoka.jp）で、
８月17日午前10時以降に同施設へ。１通
５人まで。

アジア美術館
〒812-0027 博多区下川端町３-１
リバレインセンタービル７・８階
a263-1100 f263-1105
o午前10時〜午後８時（入場は午後７
時半まで） x水曜日（祝休日のときは
翌平日）※８月10日、17日、24日の水
曜日は開館します。

④海辺でマイクロプラスチッ
クを拾います


