
２日（金）１３：３０ マイナンバーカード申請

（公民館だより８月号に掲載しています） 

７日（水）１０：３０ ママの子育てひろば

いいっこランド 

１３：３０ 家族介護者の集い 

（ふれあいカフェ） 

９日（金）１０：００ わくわくサロン 

１３：００ 高齢者教室 

１０日（土）１０：３０ 本の読み聞かせ 

１１日（日） ９：００ 油山川清掃 

ファミリーバドミントン大会

（無観客で開催します） 

１３日（火）１９：００ 自治協議会役員会 

１４日（水）１０：００ いいはら学級 

１５日（木）１０：００ 社協役員会 

１６日（金）２０：００ 校区パトロール 

１７日（土）１０：００ 老ク連ダーツ大会 

９：３０ 親子塾（森林教室） 

１８日（日）１０：３０ 敬老の日お楽しみ会 

２１日（水）１０：３０ いいっこランド 

２４日（土）１９：００ 自治協議会運営委員会 

２５日（日）  一斉清掃 

３０日（金） 公民館休館日 

わくわくサロン 

９月９日（金）午前１０時～ 

運動指導：さわやかグループホーム 

運動で健康寿命を延ばしましょう 

 
 
 

 

   

  

《いいはら学級》（自主防災会と共催） 

未就園児と親のふれあい広場として、公民館講堂を開放

しています。 

飯原公民館だより

みなすてき！ ふくらむ風船 色とりどり 福岡市飯原公民館 早良区原７丁目３－２１ 
TEL ８６４－４５４５ 
FAX ８６４－６４９３ 

9 月の臨時休館日について 

9 月３０日（金）は、利用の申し込みがない場合は臨時休館

いたします。利用の申し込みは 9 月２０日（火）午後 5 時ま

でにお願いいたします。 

日 時：９月１4 日（水）午前１０時～ 

会 場：飯原公民館 講堂 

内 容：防災講座 終了後に避難訓練を実施します 

講 師：松本 一郎 さん 

いいっこランド 7 日・21 日  
10:30～13：00 

９月の行事予定

第６号 ２０２２ 年  ９ 月 １ 日 

日 時：９月７日（水）午前１0 時３０分 

飯原公民館に集合してください。 

内 容：飯原保育園見学 グループに分かれて見学します 

定 員：親子１０組（先着順、公民館で受け付けています） 

  電話でも受け付けています（☎864-4545） 

《本の読み聞かせ》 フェアリーテール 

と き：9 月 1０日（土） 

ごぜん１０じ３０ぷん～ 

ところ：いいはらこうみんかん こうどう  

ないよう：ほんのよみきかせ、かみしばいほか 

《ママの子育てひろば》

日 時：９月 9 日（金）午後１時～ 

会 場：飯原公民館 講堂 

内 容：健康講座「頭部外傷と脳卒中」 

講 師：福西会病院 

《高齢者教室》 
飯原校区「敬老の日 お楽しみ会」 

日 時 ９月１８日（日）午前 10 時 30 分より 
場 所  飯原小学校 体育館 

内 容  ご祝辞 演芸会 他

75 歳以上の方に、８月にご案内をさせて頂きました。 
ご不明な点は自治会長及び民生委員までお問い合わせください。

 主催 飯原校区自治協議会 飯原公民館

飯原校区社会福祉協議会

敬老の日おめでとうございます。

飯原校区には百歳以上の方が 6 名【最高齢は女性 106 歳 男性 98 歳】７５歳以上の方は 937 名いらっしゃいます。 
令和４年度も、新型コロナウィルス感染に不安は続き、活動を自粛をされていらっしゃるかとおもいますが、社会や地域、

人とつながり、楽しみを見つけてお過ごしください。

生きがいづくり（校区活動に責任者として参加されたり、趣味であったり、環境美化のボランティアをされたり）をし

て、心豊かに暮らしておられる人に出会いたくさんのことを学ばせていただいております。

ご長寿をお祝いして、いつまでもお健やかな日が続きますよう祈念申し上げます。 

飯原公民館 館長 中島 佳江



飯原公民館付近図

油山川清掃  

９月１１日（日）9：00～ 

９月１日～７日は「福岡市備蓄促進ウイーク」 

災害に備えて“備蓄”を始めよう 
 市は、「防災の日」 の９月１日からの1週間を「福岡市備蓄促進ウイーク」と

定めています。地震や水害などの災害は、いつ起こるかわかりません。いざ

という時のために、各家庭や自治会、事業所で、３日分以上の飲料水や食料、

生活物資などを備蓄しましょう。 

※高齢者や障がい者、乳幼児など、特に配慮が必要な人がいる場合は、紙おむつ・粉ミルク・

アレルギー対応食品・服用薬なども備えましょう。

●備蓄品

・食品(１人１日３食×３日分)

・水(１人１日３リットル×３日分)

・トイレットペーパー

・携帯用トイレ

・懐中電灯

・携帯ラジオ

・モバイルバッテリー

・救急セット など

●ローリングストック法

普段から食料や生活必需品を

少し多めに購入しておき、食べ

た分だけ買い足して備蓄する

方法です。

●感染症対策

・消毒液  ・マスク

・体温計   ・ビニール手袋

・上履き  ・衛生用品 など

飯原公民館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

iihara114@jcom.home.ne.jp 

≪ かたつむり文庫 ≫ 

３日・１０日・１７日・２４日 午後２時～４時 

児童等集会室 

本の貸し出し、読書ができます。 

日 時 ９月２９日（木） 10：00～ 

※９：４５より血圧測定を行います

会 場 飯原公民館 講堂 

講 師 吉川管理栄養士  

田中保健師 ※お申込みは不要です

≪健康づくり推進委員会講演会≫ 

健康講座 

免疫力を高める健康的な食事、食品について 

「よかドック」（特定健診）のご案内 

対象は４０歳～７４歳の方で、国民健康保険にご加入の方。 

１万円相当の健診が料金５００円で受けられます。

身体測定、血圧測定、血液検査（血糖・脂質・肝機能等）尿検査

等です。

ただし、令和４年度に４０歳になる人(S57.4.1～S58.3.31 生まれ)
又は５０歳になる人(S47.4.1～S48.3.31 生まれ)、市民税非課税世

帯や満７０歳以上の方は無料になります。

早良保健所では１０月３日（月）、２０日（木）に実施します。

１．医療機関で受診希望の場合は、

よかドックご案内センター（☎711-4826） 
または「けんしんナビ」から実施医療機関をご案内します。

２．早良保健所をご利用の方は、 ０１２０-９８５-９０２ 
または「けんしんナビ」で（土日祝日等を除く１０日前まで）

予約申し込みをしてください。

「けんしんナビ」 
校区パトロール 

9 月 16 日（金）20：00～ 

公民館にご集合ください。 

ふれあいカフェ 毎週水曜日 13：30～ 

７日・１４日・２１日・２８日 

コーヒーの提供は見合わせています

マスクを着用してご参加ください

町内一斉清掃 

９月２５日（日） 

私たちの校区の環境美化を推進するため 

自治会内の一斉清掃にご参加ください。 

集合時間は 

回覧をご確認ください。 

ベジートクッキング講習会 

日 時 令和 4 年 10 月 1 日（土）10：00～12：00 
場 所 飯原公民館

内 容 ベジートを使って調理実習をします

（３～５品程度）

※ベジートは野菜と寒天のみで作った「野菜シート」

です。最近、新食材として注目されています。

参 加 費 ３００円 当日徴収致します

持参する物 エプロン 三角巾 筆記用具 飲み物

定 員 １０名

※定員になり次第締め切らせて頂きます。

受 付 9 月 1 日（木）～9 月 15 日（木） 
公民館に受付用紙を置いておきますので

参加希望の方は記入申し込みください。

（主 催）飯原校区食生活改善推進協議会

（連絡先）飯原公民館（864-4545） 
※マスクを必ず着用してください。

飯原公民館付近地図 

新本が入りました！ ご利用ください。 

★よって件のごとし（三島屋変調百物語）

★夜に星を放つ ★三千円の使い方

★志麻さんのベストおかず（プレミアムな節約レシピ）

★ハチ公物語 ★はじめてのずかん こんちゅう

★歴史人物の大事典 ★源平武将伝 源頼朝

★あんなにあんなに

★はじめてのおかねえほん

★いっしょに楽しむ おはなしのえほん

★お～いシーモア！（スペシャルなチャレンジミッケ！）
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