
 

 
 

        

 

 
 

令和 4年9月号 

ひろげよう だれかを思う やさしさを 

福岡市和白公民館 
福岡市東区和白 3-28-31 

TEL 092-606-3001 

FAX 092-606-5262 

Eメール : wajiro48@jcom.home.ne.jp 

http://gakushu.city.fukuoka.lg.jp/ 

 

公民館ブログ 

ななごご 

 

人との間隔をあけて 

行います 

マスクとお茶をお忘れなく！ 

９９月月のの 

 

7 日 楽しく歌おう♪ 

21 日 健康体操♪ 

13：30～14：30 

ミンナキテネ。 

マッテルヨ～♪ 

【 親子遊び 】 

日時：9月 2日(金) 

10：00～12：00 

場所：和白公民館 講堂 

対象：未就園児親子 

申込み：不要 

 

【 親子遊び 】 

日時：10月 7日(金) 

10：00～12：00 

場所：和白公民館 講堂 

対象：未就園児親子 

申込み：不要 

 

光和保育園の 

先生と遊ぼう 

【 奈多いも掘り大会】 

日時：９月８日（木）10:00～12:00 

   （雨天中止・小雨決行） 

場所：塩浜新開（和白公民館集合）  

材料費：300円 

※ 芋を入れる袋を持参してください 

対象：どなたでも 

募集：10名（定員になり次第締切） 

申込み：和白公民館    

       606-3001 

  

 

【 みんなおいでよ！】 

日時：9月 23日（金）10:00～12:00 

場所：和白公民館 講堂 

対象：未就園児親子 

申込み：不要 

  

 

絵本の読み聞かせも 

あるよ 

【第 2回健康講座】 認知症予防と運動 

日時：9月 22日（木）13:30～15:30 

場所：和白公民館 講堂 

講師：健康運動指導士 筑地先生 

対象：どなたでも 

参加費：無料 

定員：20名（定員になり次第締切） 

申込み：和白公民館    606-3001 

主催：和白校区衛生連合会 

共催：東区保健福祉センター 地域保健福祉課 

    和白公民館  

 

本紙掲載の内容について、今後の新型 

コロナウイルス感染対策により、延期 

もしくは中止となる場合がございます。 

 

【親子で楽しく遊ぼう inコミセンわじろ】 

日時：9月 25日（日）13:30～ 

場所：コミセンわじろ体育館 

   （13：30 和白公民館集合） 

対象：小学生親子 

参加費：無料  

持ってくる物：上靴・水筒・タオル 

定員：15組（定員になり次第締切） 

申込み：和白公民館へ 

       606-3001 

 

 

月１回の臨時休館 

今月の休館日は 

      9月 30日（金）です。 

皆様のご協力をお願いいたします。 

日時：9月 25日（日）13：00～16：00 

場所：和白公民館 児童等集会室 

対象：中・高校生 

申込み：不要 

マスクを必ずつけてきてください。 
主催：第２・3地区民生委員児童委員協議会 

    主任児童委員 

 

 宿題も一緒にできるよ 

きょうだいも一緒にどうぞ 

男女共同参画講演会 

 
 

講師：熊丸みつ子氏 （児童教育・家庭教育研究家） 

日時：9月 17日（土）  10：00～11：30 

場所：和白公民館 武道場 

対象：どなたでも 

主催：男女共同参画推進会 

共催：和白家庭教育学級 

    人権尊重推進協議会 

    和白公民館 

 

 

 

 

～校区の方々の健康づくりと親睦を～ 

日時：10月 9日（日）9:00～ 

場所：和白小学校グラウンド 
      ※雨天の場合は中止 

主催：和白校区自治協議会 

後援：和白公民館・和白体育協会 

 



  

 

 

 
日時：９月２０日（火）13:30～14:30 

場所：和白公民館 武道場 

対象：障がいのある方と地域の方 

タオル・お茶等はご持参ください。 

定員：15 名になり次第締め切ります。 

申し込み：和白公民館    606-3001 

【東フレンドホームと共催】  

 

献血日 ： ９月１６日（金） 
受付時間 ：１０：００～１３：００ 

              １４：００～１６：００ 

献血会場 ：和白公民館 武道場 

 

 400ml献血にご協力ください。 

体重：男女とも 50㎏以上 

年齢：男性 17歳～69歳  

女性 18歳～69歳 

(ただし、65歳以上の方については、 

60歳～64歳の間に献血経験がある方に限る) 

主催：和白校区献血推進協力会 

＜団体戦＞    

優 勝  塩浜 2区 
 

《個人戦》 （敬称略）  

4年生の部 

準優勝 武田 大知 （塩浜 2区） 

5年生の部 

優 勝  荒木 幸輝 （塩浜 2区） 

6年生の部 

優 勝  田口 滉大 （塩浜 2区） 

準優勝 太田 晃太郎 （和白 1区） 

《一般の部》 

ベスト 8進出 決勝トーナメントで惜敗 

 

《ファミリーの部》 

予選リーグ惜敗 

★塩浜 1区の選手・役員の皆様 

お疲れ様でした。 

  

ちひろ人権コンサート 
  日時：９月１６日（金）14:00～15:30（13:30開場） 

  会場：東市民センターなみきホール 

  入場無料・事前申込要（先着２００名）申込み９月６日締切 

  申込は、「東区人権を考えるつどい参加希望」と明記の上、メール、FAX、はがきで 

東区生涯学習推進課（〒812-8653東区箱崎 2丁目 54番１号）まで。 

  申込内容〔氏名・電話番号・住所・メールアドレス・ 

所属（一般、人尊協、自治協、公民館、PTA等）〕 

  メール：h-gakushu@city.fukuoka.lg.jp （件名：「東区人権を考えるつどい」） 

FAX：651-5097 （問い合わせ：電話 645-1144）  

 区役所に行かずに手続き  

 

公民館でマイナンバーカードの申請をすると郵送で 

受け取れて大変便利です 

 マイナンバーカードの申請受付や申請用写真撮影を行います。 

公民館で申請すると区役所に行かずに手続きができ、カードは後日 

郵送で自宅に届くので大変便利です。 

また、マイナンバーカードを既に持っている人には、マイナポイントの 

申込みや健康保険証利用登録、公金受取口座登録のサポートも 

行いますので、ぜひご利用ください。 

事前予約制です。予約期間に下記の受付センターへ 

お申し込みください。 

【 日 時 】 令和 4年9 月15 日（木）9時半～12時半 

【 会 場 】 和白公民館 講堂 

【 対象者 】 東区に住民票のある方 

【事前予約期間】 8月 29日～9月 12日 ９：００～１８：００ 

定員に達した時点で予約受付を終了します。 

【予約受付】 福岡市マイナンバーカード出張サポート受付センター 

         TEL ０９２－２６０－３５９０ 

        FAX ０９２－２７２－２３１２ 

【必要なもの】 

（１）通知カード又は個人番号通知書 

（２）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

 （３）本人確認ができるもの（運転免許証、パスポートなどの原本） 

【 主催 】  福岡市総務企画局データ活用推進課 

          （この事業は業者への委託により実施します。） 

区役所に行かずに手続き 

日時 ： 9月１１日（日）9:00～ 

場所 ： 和白地域交流広場  

予備日 ： 9月１８日（日） 

フリーの部・ファミリーの部 

主催：和白校区自治協議会 

 

にご協力ください！ 

 

 

 

【日時】 10月22日(土) 15時00分～19時30分<予定> 

【会場】 和白小学校運動場 【雨天中止】 

【参加要項】 出演は15時00分～18時30分のうち10分程度 

出演時間は打ち合わせの上で決定 

出演希望団体は 「イベント参加申し込み書」 を公民館で 

配布します。 

【募集締切】 9月19日(月)まで 

【問い合わせ】 第6回和白校区ふれあい夏祭り実行委員会 

イベント部 野間口 英二（090-4985-8179） 

 

 

mailto:h-gakushu@city.fukuoka.lg.jp

