
令和３年度人権標語優秀賞 百道小６年生の作品です 

◇ 君のこと 必要としている 人がいる ◇

    熟年教室・人権学習講座 
 

 
日 時：9月 14日(水) 10時～12時 
内 容：DVDフォーラム 

「知りたい あなたのこと」 
    ～外見からはわからない 

障がい・病気を抱える人～ 
講 師：生涯学習推進課 人権教育推進員 
    齊藤 利近さん 
場 所：講 堂 
持ってくるもの︓飲物・マスク・タオル 
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毎週(月) そら文庫（19日は休み） 15:00 児童等集会室 
毎週(火) 日本語教室(※要問合せ) 10:00 児童等集会室 
2日(金) 自治連合会定例会 19:00 講  堂 
3日(土) 人権学習講座 10:00 講  堂 

5･19日(月) よかトレ体操＆サロン 10:00 ロビー･いこいの家 
8･22日(木) ももちっこらんど 10:30 講  堂 

9日(金) 自治協議会役員会 
ももち秋祭り実行委員会 

19:00 講  堂 
19:30 講  堂 

12･26(月) ウォーキングの会 10:00 公民館出発 
14日(水) よかトレ体操＆サロン 9:30 ロビー･いこいの家 
14日(水) 熟年教室(予約制) 10:00 講  堂 
15日(木） 乳幼児ふれあい学級（予約制） 10:30 講  堂 
17日(土) 遊び塾ももち 9:45公民館集合 

18日(日) ｼﾆｱｽﾞｸﾗﾌﾞももち
グラウンドゴルフ 10:00 百道小前庭 

23日(金) 臨時休館予定日 
24日(土) 金屑川清掃 14:30 西公園集合 
24日(土) 防災・防犯パトロール 19:00 公民館出発 
26日(月) ｼﾆｱｽﾞｸﾗﾌﾞももち役員会 15:30 いこいの家 
10／2(日) ももちスマイルフェスティバル 10:00 百道小体育館 

 ももち 公民館
だより 

814-0006 早良区百道 3丁目１-２

TEL：０９２-８３１-２４０１

FAX：０９２-８３１-６６７３

Mail：momochi62＠jcom.home.ne.jp

Facebook

９月 

第 374号 令和 4年 9月 1日 

早良区役所● 
●早良警察署

●西福岡税務署
郵政研修センター● 

百道小学校● 

百道公民館★ 
●早良保健所

地下鉄藤崎駅 

出 会 い

ふれあい 
学び合い 

月 1回の臨時休館予定日のお知らせ 
9 月 23 日(金･祝)は利用申し込みがない場合、休館いたします。 
利用申し込みは 9月 13日(火)午後５時までにお願いします。 

遊び塾ももち 
日 時：9月 17日（土）9:45までに集合 

13:00公民館解散 
集合場所：百道公民館 

   集まり次第出発します。時間厳守！ 
内 容：オープントップバスに乗ろう 

   （11:00市役所発） 
参加費：1,000円（交通費） 

持ってくるもの：マスク・タオル・水筒 
定 員：小学生 20人（申込多数の場合抽選） 
申込み〆切：9月９日（金）12時 
※小学校配布のチラシで詳細をご確認の上、事前
にお申込みください。天候により内容を変更す
る場合があります。

☆乳幼児ふれあい学級☆

🌼🌼 日 時：9 月 1５日(木) 10:30～12:00

 10:00 から自由遊びができます 

🌼🌼 内 容：「わらべ唄と読み聞かせ」 
 親子でゆったりと癒しの

ひとときを過ごせます

🌼🌼 講 師：八尋 理恵さん

🌼🌼 場 所：講 堂

🌼🌼 持ってくるもの：保護者のﾏｽｸ・水筒・ﾀｵﾙ

※ 要申込み。定員 12 組（先着順で〆切ます）

地域社会の発展のために長年貢献してこられた方々に感謝の気持ちを伝えるとともに、 

ご長寿をお祝いしたいと存じます。  

百道校区自治協議会・百道校区社会福祉協議会・百道公民館 

敬老の日おめでとうございます 

スマホで右横の QR コードを読み取って登録

すると、公民館のフェイスブックや地域の情報を 

簡単にチェックできます。緊急のお知らせも流し 

ますので、ぜひご登録ください！！ 

ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。 

※情報発信のみで、個々の対応はお電話で承ります。

―ご登録くださいー 百道公民館公式ＬＩＮＥ

どなたでも参加
できます 

 

9 月の校区行事予定 

感染状況によっては変更や中止する場合が
あります。 
※「ももちカフェ」９月は開催しません
 



ももちスマイルフェスティバル 
～自己表現をして心を育てていきましょう～ 

日時：10 月 2 日（日）10 時～    会場：百道小体育館 
内容：♫心うきうきコンサート

ﾋﾟｱﾉ・ｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ・ﾌﾙｰﾄ・ｳﾞｧｲｵﾘﾝの生演奏
他にも心が元気になる内容を企画中です。お楽しみに。 

主催 百道校区人権尊重推進協議会 
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金 屑 川 清 掃 

日   時：9 月 24 日（土）14：30 集合 

※少雨決行、大雨・台風は中止

集合場所：百道西公園（拘置所北側） 

★マスク着用・人との距離に注意

★作業しやすい服装でご参加ください

詳しくはポスター、回覧をごらんください。 

主催 百道校区自治協議会 共催 環境活動推進会議 

そら文庫リニューアル！ 

◎乳幼児おはなし会が始まります
おはなし会の後は、12時まで児童等集会室を解放しています。 
絵本もたくさん揃っています。ご自由にお過ごしください。 
月に 1回乳幼児おはなし会を開催予定です。今後の活動は、 
公民館だよりやそら文庫の Facebook、Instagramでご確認ください。 

日時：9 月 26 日(月)10:30～(20分程度)

場所：いこいの家・和室 
定員：10組 （百道公民館へお申し込みください） 
絵本や手遊び、わらべ歌で楽しみましょう♪ 
※次回のおはなし会は、10月 24日㈪ 10:30～（予定）

第 1.3.5 月曜日 15:00～17:00 読書とおはなし会の日

静かに本を楽しんでください。おはなし会もあります。 
希望によりスタッフが本を読んでくれます。 
宿題は OKです。 

第 2.4 月曜日 15:00～17:00 フリースペース

読書や宿題、折り紙、トランプ等で自由にお過ごしください。 

百道公民館でﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ申請受付 
【 日 時 】令和 4年 9月 27日（火） 

13時 30分～16時 30分 
【 会 場 】百道公民館 
【 対象者 】早良区に住民票のある方 
【事前予約期間】9月 7日(水)～9月 21日(水) 

9時～18時の間 
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申請予約センター 

 TEL ０９２－２６０－３５９０ 
 FAX ０５０－２７２－２３１２ 

【必要なもの】 
①通知カードまたは個人番号通知書 
②住民基本台帳（お持ちの方のみ） 
③本人が確認できるもの 

  （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地します。) 

９月１日～７日は 
「福岡市備蓄促進ウイーク」 

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 

年に一度は健康チェック！ 

「けんしんナビ」であなた 

に合った健診をチェック！！ 

子育て講座 in ももちっこらんど 

「発達障がいとは何かを知る」 
～困っている子どもにどう関わるか～ 

（乳幼児期を中心に） 
日時：10 月 13 日（木）10:00～12:00 

「ももちっこらんど」開催中に Zoom 配信の講座を視
聴します。お子さんを遊ばせながらでも講座を受ける
ことができます。スタッフが見守りサポートします。 
※どなたでも参加できます。（予約制）
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