
たぐまカレッジ -田隈公民館 講堂-

◆ オーラルフレイル予防 （口腔体操）

【日 時】９月２日（金）１０:００～ 

【定 員】先着３０名（要予約） 

【講 師】中 四良さん（早良区歯科医師会 会長） 

石松 薫さん（歯科衛生士） 

【持ち物】お茶・マスク 

◆ 封泥 金印体験

【日 時】９月１６日（金）１０:００～ 

【定 員】先着３０名（要予約） 

【講 師】福岡市博物館 

【持ち物】お茶・マスク 

◆ 貯 筋 体 操 ②

【日 時】１０月７日（金）１０:００～ 

【定 員】先着３０名（要予約） 

【講 師】国平 知允さん（ももち体育館 スポーツ指導員） 

【持ち物】お茶・マスク 

各講座申込先：田隈公民館 

★ 子ども料理教室 ★ 対象：小学３年生以上 

今月の料理は…『おもてなし料理』 

《日 時》９月１０日（土）１０:００～ 

《場 所》田隈公民館 講堂 

《定 員》先着１５名（定員になり次第受付終了） 

《参加費》２００円 

《持ち物》すいとう・エプロン・三角巾マスク・タオル 

《申込先》田隈公民館のみ（月曜～土曜の９時～１７時） 

田隈公民館のブログ

では、公民館事業の

様子などを紹介して

います。 

ぜひご覧 

ください！ 

令和４年（２０２２年） ９月１日  №６ 

★主事のひとりごと★ 公民館よいとこ 一度はおいで

※公民館で

花壇整備中
ボランティア

募集中です 

横4m奥行き2.5Mの箱庭です！ 

梅の木の周りを花でデザインします 

アイディアも募集中  連絡は主事富田まで

10月までに整備して 来春の完成目標 
10人くらいで花壇づくりを楽しみましょう 

たぐまミニ図書館 －田隈公民館 児童等集会室－ 

📖気楽に気ままに読書タイム📖 
 

（土曜日の１３時～１６時は児童室を開放しています） 

９月は「夜長月（よながつき）」と呼ばれていたもの

が短くなり「長月」に転じたのが有力な説。秋分を過

ぎ、夜がだんだんと長くなっていく様子を表したそう

です。今から続く夜長に読書はいかがですか？

今月は、瀬尾まいこさんの『掬えば手には』では、
自分が思うほど悪くないと背中を押して勇気が涌き出てく

るような、そんな読後感。疲れた心を癒してくれる優しく温

かさに溢れた最高な一冊です。 

帚木蓬生さんの『花散る里の病棟』は、明治維新や太
平洋戦争、近年のコロナ禍まで4代に渡り医師を務める九

州の一族を描いた感動作。連作短編で、その繋がり方が秀

逸。医療関係者の方々の日々の壮絶なご苦労の上に成り立

っている今の状況に、心から感謝したいです。 

各事業につきましては、新型コロナウイルスの感染状況により、中止や延期

となる場合がありますので、ご了承願います。 また、公民館をご利用の際は、

基本的な感染症防止対策に、再度ご協力をよろしくお願い致します。 

★乳幼児教室★ -田隈公民館 講堂-

あ り ん こ 教 室 
● こどもの は・歯・ハ  （幼児用の歯ブラシ準備してます。）

【日時】９月１４日（水）１０:００～ 

【定員】親子１０組程度（要予約） 

【講師】野下 純さん（歯科衛生士） 

● こどもの為に日頃から備えることのお勉強

【日時】９月２８日（水）１０:００～ 

【定員】親子１５組程度（要予約） 

【講師】久冨 尚輝さん（早良区職員 防災担当） 

各講座申込先：田隈公民館 

❖ 公民館文化祭に関して ❖

公民館文化祭は、今年も中止となりましたが、日頃のサ
ークル活動の成果を発表したいという意見もあり、参加を

希望したサークルのみで、小規模な文化祭を開催する予定

にしています。詳細は、改めてお知らせ致します。 

❖ 第１回 文化祭実行委員会 ❖

【日時】 ９月３日（土） １４：００～ 田隈公民館 

小規模文化祭に参加予定のサークルは、代表者と

他１名の、各２名ずつの出席をお願いします。

 公民館臨時休館のお知らせ  

９月２９日（木）は、利用申込がないときは臨時休

館します。この日に利用を希望される場合は、９月

２０日（火）１７時までにご連絡をお願いします。 



土星・木星・月を観察しよう！ 

【日 時】１０月５日（水）１９時～２１時 

【場 所】田隈小学校校庭 

【夜空の案内人 （天体観察指導員）】 

長田 有司さん・北原 孝幸さん・清水 正明さん 

【対象者】幼児から小中学生（保護者同伴でお願いします） 

【定 員】４５名程度（応募者多数の場合は抽選） 

【参加費】不要 

【申込先】田隈公民館のみ（月曜～土曜の９時～１７時） 

【締切日】９月２２日（木） 

※後日、田隈小学校に配布するチラシをご覧ください。

※悪天候の場合中止。前日までの天気予報で判断します。

共催：田隈公民館・田隈人権のまちづくり館 

≪ボランティア講座≫ 

笑って 驚いて 感動しましょう！ 
笑う・驚く・泣くなどの感情を表すことは、ストレスを 

軽減し免疫力を高めてくれます。落語で、マジックで、 

そして感動の講話を一緒に楽しみませんか？ 

出演者／落 語  東福亭 扇香さん（松原さん） 

マジック ひょっとこ ITOH さん

講 話  松原 功さん（東福岡高校校長） 

【日 時】９月２４日（土）１３:３０～１５:００ 

【場 所】田隈公民館 講堂・児童室 

【定 員】５０名 

【申込先】田隈公民館 【締切日】９月１０日（土） 

※各町内の回覧板で申し込まれた分は、各町内で

取りまとめて、公民館へ提出をお願いします。

主催：田隈校区社会福祉協議会・男女共同参画協議会

田隈公民館だより  令和４年（２０２２年） ９月 1日 №６ 裏面 

● たぐま文庫だより ●
残暑も日ごとに和らぎ、初秋の季節となりました。 

庭も秋めいて、耳をすませば 虫の音が聴こえてくるのも

もうすぐですね♪ 秋にふさわしい図書を紹介します。 

９月下旬に総合図書館に各年代向けの本を選びに行き

ます。リクエストがあれば、公民館まで連絡下さい。 

＊ ９ 月 の お す す め 絵 本 ＊ 

★どんぐり ★１１ぴきのねことあほうどり

★つきのぼうや ★だいじょうぶだいじょうぶ

★ちいさいねずみ ★１４ひきのおつきみ

★おつきみうさぎ ★おやすみなさい

※初めて本を借りる方は、公民館の事務所まで

声をお掛け下さい。

９月の公民館・校区行事予定表 
日 曜 時間 内    容 

１ 木 １３：３０ 人権尊重推進協議会 事務局会 

２ 金 １０：００ たぐまカレッジ 《他１６（金）》 

３ 土 １４：００ サークル代表者会 （一部サークルのみ）

７ 水 １９：３０ 自治協議会 役員会 

８ 木 ２０：００ ジュニア・ユース育成会 定例会 

９ 金 19：30 校区運動会実行委員会➀ 

９ 金 ２１：００ 夜間パトロール 《他２３（金）》  中止 

１０ 土 １０：００ 子ども料理教室 

１２ 月 １３：３０ 衛生組合連合会 定例会 

１３ 火 １９：３０ 環境活動連絡会 定例会 

１４ 水 １０：００ ありんこ教室 《他２８（水）》 

１４ 水 ２０：００ 自治協議会 理事会 

１７ 土 １３：００ フレンズタイム

１９ 月 １０：００ たぐまウォーキングクラブ 

２０ 火 １９：３０ 男女共同参画協議会 定例会 

２１ 水 １０：００ マイナンバーカード申請出張サポート

２１ 水 １９：３０ 学校施設開放連絡会 

２１ 水 19：30 校区運動会実行委員会② 

２１ 水 ２０：００ 体育振興会 定例会 

２４ 土 １３：３０ ボランティア講座 

２５ 日 ― 地域一斉清掃 

２９ 木 ― 公民館臨時休館日 

※状況により、中止・延期・時間変更になる場合もあります。

開催の確認は各団体、または公民館まで。

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２１日（水）１０:００～１２:３０ 

【会 場】田隈公民館 講堂 

【対象者】早良区に住民票のある方 

【事前予約期間】９月１日～９月１５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。） 

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

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

※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・

◆たぐまウォーキングクラブ◆
毎月第３月曜日開催（雨天中止） 

【と き】９月１９日（月・祝） 

【集 合】田隈公民館 ９:５０ １０時出発 

【行き先】西南杜の河畔コース 

【持ち物】お茶・マスク・タオル・帽子 

主催：田隈校区衛生組合連合会
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