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情報ステーション

情報ステーション

各区役所の代表電話番号
門 司 区 ☎ 331 - 1881
小倉北区 ☎ 582 - 3311
小倉南区 ☎ 951 - 4111
若 松 区 ☎ 761 - 5321
八幡東区 ☎ 671 - 0801
八幡西区 ☎ 642 - 1441
戸 畑 区 ☎ 871 - 1501

時間は24時間表記
料金について記載のない催しは入場無料
（参加無料）

◎＝対象 ☆＝定員、定数 ＄＝料金、費用 ♣＝開所時間 ♡＝休所日 ＃＝申し込み ♥＝問い合わせ
♦＝共通の内容 Α＝手話通訳 Β＝要約筆記 ＊＝市の担当課
＝FAX
検索
北九州市 ネット窓口
￡＝ネット窓口（電子申請）…インターネットで申し込みができます

険労務士会北九州支部☎663・5356へ。

相談

＊産業経済局雇用政策課☎582・2419。

外国人のための無料相談

住宅関係の無料相談
▼

住宅に関する一般相談
（8月）
＝毎週

月〜金曜日
（祝・休日は除く）
の8時45分
※住まいの

▼

安全・耐震相談＝8 月 2 日㈮・16 日㈮の

※不

▼

13時30分〜17時。☆各日4人

動産トラブルなどの宅建相談＝8 月 6 日

㈫・20日㈫・27日㈫の13時30分〜17時。
※マンション管理に関

▼

☆各日 7 人

する相談＝8月7日㈬・21日㈬の13時30
※住宅

▼

分〜15 時 30 分。☆各日 2 人

法律相談＝8月8日㈭・22日㈭の13時30
分〜16時。☆各日5人。♦福岡県建築

住宅センター
「住宅相談コーナー」
（小

倉北区古船場町、商工貿易会館 1 階、☎

533・5443）
で。※は事前に＃が必要。

必要な人は8月6日までに♥を。
❷法律相談

弁護士が応じます。8月24

日㈯13時30分〜16時30分。☆3人。

就職に向けた不安や悩みなどにキャ

側、
コムシティ3 階）
で。＃❷は必要。8 月
20日までに同協会☎643・5931へ。

相続や遺言、成年後見に関する
無料相談会
行政書士が応じます。8 月 14 日㈬ 10

〜16 時、
ウェルとばた 3 階
（戸畑駅前）
で。
♥広報室広聴課☎582・2527へ。

若者の何でも無料相談室

リアコンサルタントが応じます。来年 2

青少年ホームで。 門司
（門司区清滝三

八

幡西
（八幡西区南鷹見町、
☎601・2684）

月までの毎週木曜日
（1月2日は除く）
10

＝8 月 21 日㈬

希望する女性。♥ウーマンワークカフェ

19〜21時。◎おおむね15〜39歳と家族

〜17 時、
八幡西区役所 4 階で。◎就職を
北九州☎551・0092へ。

高齢者のおしごと無料相談
シルバー人材センターの出張相談。
▼

シルバー人 材センター西 部 出 張 所

（黒崎駅前、
クロサキメイト2 階）
＝8 月 2
〜30日の毎週月・水・金曜日
（12日は除
福岡県70歳現役

▼

く）
14〜15時30分

応援センター北九州オフィス
（小倉北区

船場町、近藤会館ビル4 階）
＝8 月 6〜27

日の 毎 週 火 曜日 10〜12 時、
13〜15 時

門司・若松・八幡西区役所＝8

▼

30 分

月13日㈫ 10〜12 時、13 時 30 分〜15 時
30 分。♦◎ 60 歳以上。♥高年齢者就

業支援センター☎882・5400へ。

▼

若松
（若松区浜町二

丁目、
☎ 761・7500）
＝8 月28日㈬。♦

（中学生は除く）
。☆各施設 2 人。＃相談
日の当日までに各施設へ。

女性の人権に関する法律無
料相談
弁護士が応じます。8 月 17 日㈯ 13〜

15 時と※ 28 日㈬ 18〜20 時、ムーブ
（小

倉北区大手町）
で。☆各日 4 人。託児
（有

料）
は♥を。＃ 8 月 7 日
（※は 23 日）10〜

13時に同施設☎583・5197へ。

発達障害に関する相談カフェ
発達障害のある子どもなどについて

悩みを持つ保護者同士で語り合います。
8月18日㈰13〜14時30分、
一丁目の元気

（小倉北区京町一丁目）
で。◎発達障害

マンション管理無料相談会
マンション管理士が応じます。8 月 6

などが気になる18 歳以下の子どもの保

護者。☆先着 10 人。＄500 円
（飲み物・

日㈫ 18〜20 時、門司生涯学習センター

菓子付き）
。＃8月5日から保健福祉局精

管理組合連合会☎ 922・4877 へ。＊建

母子・父子福祉センターの無料
相談

（門司区栄町）で。♥福岡県マンション
築都市局住宅計画課☎582・2592。

安心して働くための労働無料
相談
長時間労働、ハラスメントなどに関す
▼

る相談に社会保険労務士が応じます。

▼

若者ワークプラザ北九州・黒崎
（黒崎駅

西側、
コムシティ2階）
＝8月10日㈯

若者ワークプラザ北九州
（小倉駅北側、

AIMビル2階）
＝8月30日㈮。♦10〜17
時。＃相談日の前日までに福岡県社会保

神保健福祉課☎582・2439へ。

❶就職相談会

キャリアカウンセラー

が応じます。8月21日㈬10〜12時。◎ひ

とり親家庭の親か寡婦。☆先着10人。
❷養育費相談

複数人数で参加できる場合
は参加者全員分を記入し、
代 と記入
代表者の前に○
託児や保護者氏名など、記入
する内容は各記事で確認を

相談員が応じます。9 月

8 日㈰ 14〜16 時。◎ひとり親家庭の親

や離婚を考えている人。☆先着4人。託児

（無料）
は♥を。

♦＃電話で❶は8 月7日9 時 30 分、

❷は 15 日 9 時 30 分から母子・父子福祉

●

希望催し名

郵便番号と住所
氏名（ふりがな）
● 年齢
（学生は学年も）
● 電話番号
●
●

●

その他

●市役所
（小倉北区城内1 - 1）
への郵送
宛先は郵便番号「803 - 8501」と部署名で届きます。

センター
（戸畑駅前、
ウェルとばた 4 階、
☎871・3224）
へ。

保育園
（所）
などへの就職無料
相談会
コーディネーターなどが応じます。8月

22日㈭10〜12時と13〜16時、
八幡西区

役所で。◎保育士の資格などを持つ人。
所支援センター☎551・0095へ。

栄養ラボ
「健康フェア」

港 130 周年を記念したイベントに参加し、

スタンプを3つ集め応募した人に抽選で

スナQグッズなどを進呈。◎小学生以下。
対象イベントなど詳細は北九州港振興

協会☎ 321・5900 へ。＊港湾空港局ク
ルーズ・交流課☎321・5939。

工場夜景観賞ビアクルーズ
コースは小倉港〜若戸大橋〜洞海湾

〜小倉港。8 月2日〜9 月27日の毎週金

曜日19 時、小倉渡場
（小倉駅北側）
を出

港。20時50分、
同所に帰港。◎19歳以下

管理栄養士等による個別相談や食育

は20 歳以上の人の参加が必要。☆各日

瞬時に栄養計算できるシステム）
を使っ

学生以下 1250 円
（未就学児は20 歳以上

SAT
（フードサンプルから1 食分を選ぶと
た食事診断など。8月22日㈭13時30分〜

90人。＄一般3500円、
中学生2500円、
小
の人 1 人につき1 人無料）
。飲み物・軽食

15時30分、
認知症支援・介護予防センタ

付き。飲食物の持ち込みも可。＃乗船日

センター5 階）
で。◎おおむね65 歳以上。

＊産業経済局観光課☎551・8150。

ー
（小倉北区馬借一丁目、総合保健福祉

☆先着50人。＃8月4日から認知症支援・

産業カウンセラーが応じます。各勤労

丁目、
☎331・7177）
＝8月14日㈬

コース・部や実施日が複数
ある場合は希望を記入

☆15人。＃8月21日までに保育士・保育

♦北九州国際交流協会
（黒崎駅西

▼

ちょっとお仕事無料相談

行政書士が

応じます。8月10日㈯13〜16時。通訳が

▼

〜12時、13〜17時30分

❶入国・国籍・ビザ相談

申し込みはがき
「基本事項」
の記入方法

介護予防センター☎522・8765へ。

難病ピア相談会
療養生活や就労などの相談に難病ピ

ア・サポーターが応じます。9月5日㈭13
〜16 時、カフェ・オレンジ
（小倉北区馬

借一丁目、総合保健福祉センター5 階）

で。◎難病患者と家族、支援者など。♥

難病相談支援センター☎522・8761へ。

の4日前までに関門汽船☎331・0222へ。

トニックオブノーツ ジャズライブ
8月3日㈯18時30分〜20時30分、門司

港レトロ展望室で。＄入館料が必要。♥

門司港レトロ総合インフォメーション☎
321・4151へ。

平尾台自然の郷の催し
❶手織り教室 コースターを作ります。
8月4日㈰・5日㈪の10〜12時、
13〜16時。
◎未就学児は保護者同伴。☆先着各日

お出かけ
観光地スタンプラリー
期間は8 月31日㈯まで。門司港駅な

ど門司港レトロ地区の対象施設、小倉城

（小倉北区）
、北九州空港でスタンプラ

リーを実施。スタンプを3 つ集めた人に
北九州空港オリジナル手拭いを進呈
（限

定 1000 枚）
。スタンプ台紙は北九州空港

で配布中。詳細は北九州エアターミナル
☎475・4195へ。

「明治日本の産業革命遺産」
スタンプラリー
期間は9月1日㈰まで。官営八幡製鐵

所旧本事務所眺望スペース
（八幡東区東

各回8人。＄550円。

❷竹とんぼと竹笛作り教室 8月8日㈭・
22日㈭の10〜11時30分、
14時30分〜15
時 30 分。◎未就学児は保護者同伴。☆

先着各日各回8人。＄500円。

❸凧 揚げ会
「夏の風まつり」 連だこや

巨大たこを揚げる様子の見学など。8 月

25 日㈰ 10〜15 時。雨天中止。たこ作り
教室
（14時まで。＄500円）
もあり。

♦＃❶❷は必要。電話で❶は8 月3

日、❷は8 月4日から平尾台自然の郷
（小

倉南区平尾台一丁目、
☎452・2715）
へ。

世襲戦隊 カゾクマンⅢ
8月4日㈰14〜16時15分、
黒崎ひびしん

ホール
（八幡西区岸の浦二丁目、☎621・
4566）
で。◎小学生以上。＄前売り
（全席

指定）
一般4000円、
小学〜高校生
（身分証

田五丁目）
、三池炭鉱宮原坑
（大牟田市）

などの提示が必要）2500 円。当日は300

リーを実施。スタンプを集め応募した人

売中。

など福岡県内の9つの施設でスタンプラ

に抽選で賞品を進呈。台紙は各施設で
配布中。詳細は明治日本の産業革命遺

産スタンプラリー事務局
（カノプランニ

ング）
☎ 967・0741 へ。＊企画調整局世
界遺産課☎582・2922。

北九州港・子どもスタンプラリー
期間は11 月 30 日㈯まで。北九州港開

円増し。前売り券は主要プレイガイドで発

小倉けいりん夏まつり
キャラクターショーや飲食物の販売な

ど。8月4日㈰14〜19時30分、
メディアド
ーム
（小倉北区三萩野三丁目）
で。競輪

選手が自転車をこいで作る
「チャリ氷」
の

販売もあり。♥公営競技局競輪事業課

☎941・0945へ。

