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 ★公民館の休館・活動の状況はブログからもご覧になれます★

…その他の行事予定… 
3日(土) １４：００～ サークル代表者会 

7日(水) １９：００～ 人尊協事務局会 

10日（土） １０：３０～ 第二回文化祭実行委員会 

２１日(水) １９：００～ 人尊協運営委員会 

◆◆日程、内容については変更の可能性もありますので、入部公民館のブログをご確認ください。◆◆ 

◆９月の臨時休館日のお知らせ◆

・
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福岡市入部公民館 
早良区東入部２-14-14 

日時：９月１４日（水）１０時から 

場所：入部公民館 講堂 
内容：オーラルフレイル（口からはじまる体の衰え）を予防

して「健康長寿」を目指しましょう！  
講師：えとう歯科医院 院長 衛藤太一先生 
健康長寿でいつまでも元気に生き生きと過ごす
ために、口腔ケアを見直しましょう 

９月 8日（木） １０：３０から 
《赤ちゃんの大事な歯の話》 

歯科衛生師 酒井愛美さん 

赤ちゃんの歯みがきデビューはどうするの？ 

赤ちゃんがずっといい歯で過ごせるように 

パパもママもいっしょに学びましょう 

みんなの努力ありがとう みんなの力で乗りこえよう 

現在、福岡コロナ特別警報が発動されています。 

引き続き、感染防止対策の徹底をお願いいたします。 

３回シリーズで実施します。 

第３回目は９月２２日（木）１９：３０～２１：００ 

スマホ持参

定員に達しました 

９月の町別人権学習

◇１０日（土） 19:30～21：00   早良原町内会 

高齢者の人権について 

～住み慣れた町内で暮らし続けるために～ 

講師：さわら南よかとこネット 林隆一さん 

９月２５日（日）について利用申し込みがない場合休館
日とさせていただきます。 
利用希望の場合は９月１５日（木）午後５時までに申し
込みをお願いします。 

私たちは、天国に昇っていった幼い男の子の魂と
詩人の谷川俊太郎先生の「さよならは仮のことば」
という詩に 導かれ結成しました。ユニット 名の
"foo"は「風」を「ふう」 と読み、私たちの歌を「風」
の様に伝えたい。遠くまで運んで行きたい。そんな
気持ちが込められています。「人の命の大切さ」や
悲しい出来事の先にある、生きる「希望」「使命」を
歌を通して伝えます。

ダウン症・呼吸器機能障害・音声言語障害のある息
子と生きていく中で、たくさんの学びと気づきが
あり、仕事も人生観も大きく変わり、毎日幸せを感
じながら心豊かに生きることができるようになり
ました。息子からの学びや気づきを伝えることが
私の使命となり、2019年6月に講演活動を開始。
生きづらいと言われる今の社会で一人でも多くの
人に生きる勇気や希望を伝え、共に寄り添いたい
と願っています。

ボーカルユニット“foo”
加藤浩さん・

大島ミユキさん

声を失ったダウン症の息子
と   共に生きる父

田中伸一さん

9月17日（土）
１４：００～

9月２7日（火）
１９：００～

「そのままでいい」という生き方

生きる希望を歌にのせて

※関係の方々には案内しています。

《いるべ文庫からのお知らせ》 
総合図書館からの本の入れ替えをします。 
今 借りている本は９月１５日（木）までに 
返却をお願いします。 
貸し出しは９月２９日（木）から始めます。 
お楽しみに(*^-^*) 



年に一度は 
健康チェック！ 

「けんしんナビ」 

ふれあいサロン 
毎週月曜日 午後１時３０分より

入部公民館講堂にて開催。校区高齢者の方々が集い、 

ゲーム・手芸・カラオケなど楽しいひとときを過ごしています。 

お気軽においでください。お待ちしています。 

９月は５日、１２日、２６日 

☆子ども茶道教室（菊の節句のお茶会）
9月 3日（土）１３：３０～１４：３０ 
入部公民館 2階 お茶・お菓子代３００円 申し込みは公民館へ。 

☆入部のたまり場
9月 10日（土）１０：００～１２：００
地域のたまり場として催しものをしたり、おしゃべりをしています。
お茶・コーヒーを準備しています。気軽にのぞいてください。お待ちしています。

毎週木曜日、午前１０時から、 
入部公民館で実施しています。 
第 4木曜日は、 
いるべ保育園訪問です。 

連絡/問合 

森岡 090-1363-5767 

＊場所：入部公民館 講堂   
＊対象：未就学の親子 
＊開催日：第１月曜・第３水曜  
＊時間：午前 10時から１2時 

新型コロナ感染症対策のため、

和室は使用できません 

★入部ボランティアよりお知らせ★

◆◆日程、内容については変更の可能性もありますので、入部公民館のブログをご確認ください。◆◆ 

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１０月８日（土）１３：３０～１６：３０ 
【 会 場 】入部公民館 講堂 
【 対象者 】早良区に住民票のある方 
【事前予約期間】９月２１日～１０月５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。） 

◆令和４年度 第２回 早良区人権講座◆
テーマ：「陽のあたる道を歩こう」

～あなたと私を守るもの（高齢期の人権）～ 
講 師：福岡県弁護士会所属 弁護士法人福岡西法律事務所 

  代表社員弁護士  伊藤 拓 さん 
日 時：９月２０日（火）１３時３０分～１５時３０分 
会 場：早良市民センター ４階ホール 

会場のみ手話通訳、要約筆記有。希望により後日録画配信有。 
事前申し込み必要。先着２００名。８月２９日（月）から受付。 
早良区生涯学習推進課へ電話（℡833-4401）でお申し込みください。 

主催：早良区人権啓発連絡会議・早良区役所  

よかドック（福岡市国民健康保険加入の 40歳～74歳対象の 
特定健診）は、保健福祉センターのほか，次のお近くの医療機関でも受
診できます。（要予約）   

廣橋クリニック   
年に一度は健康チェック! 問い合わせ先：早良区健康課 ８５１－６０１２ 

 

毎月①～⑦日は 

健診受診 
推進週間 

《校区大運動会》及び《校区敬老祝賀会》は中止します 

今年こそは開催したいと計画しておりましたが、未だに新型コロナウイル
ス感染症の終息が見通せない状況の中では、感染のリスクが伴うため、や
むなく開催を中止することとなりました。
皆様には、ご期待に沿えず申し訳ございませんが、何卒ご了承のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 
なお、７５歳以上の方には例年通り、敬老の記念品をお届けいたします。 

入部校区自治協議会 

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。 

●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

●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

※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。

日 月 火 水 木 金 土
ぴ 2 3

4 芽 6 7 8 9 10
11 12 13 14 ぴ 16 17
18 19 20 芽 ぴ 23 24
25 26 27 28 ぴ 30

子ども茶道体験・宿題仕上げ隊の
「いるべっこ教室」も無事終了する
ことが出来ました。教室の参加は延
べ５３人、スタッフは延べ４１人の参
加でした。この行事の開催に際しま
しては「入部校区青少年育成連合
会」からの協賛を受けて実施するこ
とが出来ました。 
ありがとうございました。 


