美和台校区自治協議会事務局（美和台公民館内）

NO,５３４

TEL ： ０９２－６０７－０２９４
平成２８年１１月１日号

FAX

大なわとび
小学男女（各町内１０名）

二人三脚
一般男女（各町内５組）

みんなで、ぴょーん、
・・ぴょーん、
・・

一緒に飛んで行こう！

: ０９２－６０７－４３４２

防災リレー
一般男性（各町内５名）

第４２回 美和台校区市民体育祭特集

☆総合優勝
第 ２ 位
第 ３ 位

秋空のもと、10 月 2 日（日）に、第 42 回美和台校区市民体
育祭を開催いたしました。たくさんの参加者と応援団に、各種目
盛り上がり、楽しく競技することができました。プログラムも予
定どおり無事終了しました。
ご協力いただきました各町内の皆様、各種団体の皆様、ありが
とうございました。

美和台新町
下和白
美和台 7 丁目

☆男子優勝

美和台新町

☆女子優勝

美和台新町

大会委員長（自治協会長） 山下
実行委員長（体育協会会長）高橋

町内別得点表
町

名

得点

美和台 1-1

28

下和白

44

美和台 1-2

22

和白丘２

20

美和台南

27

和白丘 4-1

19

美和台２

31

和白丘 4-2

15

美和台３

30

市営住宅

5

美和台４

28

スカイハイツ

3

美和台５

33

ハイタウン

4

美和台新

52

コア和白丘

23

美和台６

20

フォレスタ

7

美和台７

36

ＭＪＲ

34

名

町内対抗リレー

一般男女
（男性６名・女性 6 名）

喜久男
俊二

ウェルカムニューフェ
イスで、走って取りに行く
うちわの片面を、美和台小
学校 5 年生の皆さんに作
っていただきました。どれ
も、かわいい絵や、やさし
い言葉が描かれ、心のこも
った『プレゼントうちわ』
になりました。ありがとう
ございました！！

台風の目
一般女性（各町内４名）

玉入れ
６０歳以上男女（各町内２名）

障害物競争
小学生４～６年

とび箱、苦手ダワ。

来年小学 1 年生になる子どもたち

むかで競争
一般男女（各１０名）

みんな
がんばれー！
毎年、
大盛り上がりです。

『おにいさん、おねえさん ありがとう！！』

表
得点

町

ウェルカムニューフェイス

謎？のおじさん救助隊が行く。

みなさーん、台風にご用心！

私、負けないぞ！えいっ！

慎重に！いっち！にっ！いっち・・

《１１月度
１１月 ２日（水）
１１月 ９日（水）
１１月１１日（金）
１１月１２日（土）
１２日（土）
１１月１３日（日）
１３日（日）
１１月１９日（土）

主要行事》

立花高校落成式
美和台カレッジ『今必要な認知症講座』
お一人暮らしお弁当配食
ねんりんクラブカラオケ大会
美和台スポーツフェスタ開会式
美和台スポーツフェスタ
Ｍ２１みわだいコンサート
人尊協・第２回セミナー
『スマホ・ＰＣの上手な付き合い方』
１１月２０日（日） 環境・ダンボールコンポスト講習会
１１月２１日（月） 衛連・母子巡回健康相談
１１月２３日（祝・水） 公民館休館日
１１月２５日（金） 食進・料理教室『野菜が主役のおもてなし』
１１月２６日（土） 美化会の定期活動（花壇の手入れ作業）
２６日（土） 人尊協講演会
１１月２７日（日） 献血推進・美和台校区『献血の日』

１１：００
１０：３０
１２：００
９：３０
１７：００
９：００
１３：３０
１３：００

立花高校
美和台公民館
美和台公民館
コミセンわじろ
立花高校体育館
和白丘中・立花高校
美和台公民館
美和台公民館

１３：００
９：００

美和台公民館
美和台公民館

１０：００ 美和台公民館
７：００ 校区７カ所
１４：００ 美和台公民館
９：３０ 美和台公民館

美和台循環バス来年３月まで運行延長。引き続きご利用をお願いします！

《人尊協講演会のご案内》

《お一人暮らし高齢者お弁当配食事業》

日 時 １１月２６日（土）１４時～１６時
場 所 美和台公民館
申込：不要
参加費：無料

校区内の７５歳以上のお一人暮らし高齢者のうち
希望される方に、手づくりお弁当をお配りする事業
です。校区のボランティアの皆さんが、心をこめて

〈ストップﾟ・ザﾞ虐待 〉
講 師 こども総合相談センター
こども緊急支援課
係長 鶴田 智子 氏
〈ななカフェ♡こども食堂紹介〉
講 師 桐島 美香 氏

つくり、自治会・町内会長と民生委員がお届けいた
します。

日時：11 月 11 日（金）12 時頃お届けします。
今回の対象者：美和台６・７丁目

《防災シリーズ No.４》防災用語を学ぼう
台風などの災害時に「避難準備情報」「避難勧告」といった言葉がテレビやラジオなどでよく
使われています。
これらの言葉の意味、内容を正しく理解し災害時に役立てましょう。
○どのような状況で、どのような情報が出されるのか
１．避難準備情報
避難勧告や避難指示を行うことが予想される場合に、それに先立って発令される。

（校区人権尊重推進協議会）

和白丘１・２・３・４丁目

災害による被害が予想される地域の住民に、非常用持ち出し品の用意など避難準備を促し
特に高齢者や障がい者など避難に時間を要する人に、早めの避難を呼びかけるもの。

《がん検診のお知らせ》

《美和台校区社会福祉協議会》

２．避難勧告
災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合に発令される。

[胃がん、子宮頸がん]
※予約がないと受診できません！！
予約センターに申込みをお願いします。

九州音楽事務所 Q－on(クオン)

受付時間：９：３０〜１１：００
会

～心豊かに、あなたのそばに音楽を～

１３時３０分～１５時３０分
（受付 １３時）
場 所：美和台公民館 講堂(tel 607-0294)
お子様からご高齢者の方まで、ご一緒に楽しい
ひとときを過しませんか。
《M２１みわだい男女共同参画推進会》

開催日時 １１月１３日（日） ９時
開催形式 スポーツ団体ごとの自主運営
実施競技

災害の状況がさらに悪化し、災害によって人的被害が出る危険性が非常に高まった場合

避難指示が出た場合は直ちに避難しましょう。
（衛生連合会）

○情報は誰が出すのか、又どのようにして皆さんに伝えるのか
お知らせすることになっています。これは福岡市から報道機関へ情報の提供と放送要請によ

胃がん
献血実施日：１１月２７日（日）
（バリウムに
３５歳以上
600 円
受付時間
：９：３０〜１５：３０
よる胃透視）
子宮頸がん
２０歳以上（６０７－０２９４）
会
場 ：美和台公民館
（子宮頚部粘膜
(平成 27 年 4 月以降
400 円
※予約がなくても、当日受付け可能です！！
の細胞診） に受診されていない方)
ご家族の皆様へのお声掛けをお願いします。
各診断、30 名以上の受診者に満たない場合、美和台
（献血推進協力会）
公民館で受診ができなくなります。ご協力お願いいた
します。

《料理教室のお知らせ》
（衛生連合会）

テーマ：野菜が主役のおもてなし料理

バレーボール大会（和白丘中体育館）

日

時：１１月２５日（金）１０：００～１２：００

ソフトボール大会（立花高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ）

場

所：美和台公民館

（問い合わせ先）城下 TEL 090－8220－5827

福岡市長が発令することになっています。住民の皆さんへはテレビやラジオの放送により

《献血にご協力お願いします》
検 診 名
対 象 者
負担金

バドミントン教室（和白丘中体育館）

マーケットをオープンします。

や人的被害が発生した場合に発令される。

0120-985-902

申込締切：１１月２２日

卓球大会（立花高校体育館）

両会場におきまして、交流できるよう、屋台やフリー

３．避難指示

場 ：美和台公民館

予約先 ：集団健診予約ｾﾝﾀｰ

時：１１月１３日（日）

ではありません。

実施日 ：１２月７日（水）

ピアノ五重奏の調べ

日

指定された避難所など、安全な場所への避難を勧めるためのもので、避難を強制するもの

るものです。その他にもホームページ、防災メール、広報車等によっても知ることができます。
特に事態が切迫している場合は、NHK に対し緊急警報の放送を要請しています。
（美和台校区自主防災会）

《熊本地震救援募金》

第１５回作品展ご案内
美和台公民館のロビーに設置の第二次募金箱
（９月３０日締め切り分）には、３０,１４７円
のご協力がありました。
一日も早くの復興を願う思いで、福岡市へ義
援金として引き継ぎましたので、ご報告いたし

（衛生連合会）
参加費：３００円（材料費として）
申込み：先着２０名美和台公民館まで
（６０７－０２９４）
＊当日は、エプロン・三角巾をご持参ください。
《食生活改善推進員協議会》

《美和台アート交遊クラブ》

ます。
福岡市は、地震義援金の締め切りを、来年３
月末まで延長しましたので、引き続きご協力を
宜しくお願いします。
（美和台校区自治協議会）

美和台校区有志による、書・油絵・水墨画・切り絵・
日本画・押し花絵・陶芸・木工・写真などのアート展
を開催致します。
日

時：平成 28 年１１月３日～４日
３日：１０時～１７時 ４日：１０時～１６時
場 所：美和台７丁目集会所
３日１３時３０分から「玄海相撲甚句会」による相撲
甚句をお願いしております。１５回記念プレゼントを
用意しております。
（問い合わせ先） 佐々木 607-7066
近藤

607-2002

