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◆日 時  ９月１５日(木)

1 班  午前 ９時３０分～ 

２班 午前１１時００分～ 

◆場 所 内野公民館 講堂

◆講 師 工房スマイル

樋口 経観 さん 

◆費 用 1,000 円／1 作品

◆対 象 高齢者ふれあい学級生

◆申 込 ９月８日(木)までに内野公民館へ

※マスク着用でお越し下さい。

※水分補給のお茶をご持参下さい。
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります。） 

◆日 時 ９月１２日(月) 午前１０時～１２時
◆場 所 内野公民館 講堂

◆講 師 アロマルーム ｓａｋｕｒａ

さくら さん 

◆費 用 ３００円／1 個

◆共 催 ウッチーランド

◆協 力 野ぎくの会

社会福祉協議会 

◆対 象 ０歳～就学前までのお子さんと保護者

◆定 員 １０組 ※事前申込が必要です

◆申 込 ９月５日(月)までに内野公民館へ

※マスク着用でお越しください。

※水分補給のお茶をご持参ください。
(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります。)

●月１回の臨時休館〖 ９月２５日（日）〗
利用申込がない場合には、臨時休館させていただきます。 

利用申込は９月１５日（木）午後５時までにお願いします。 

◆日 時 ９月１６日(金) 午前１０時～

◆場 所 内野公民館 講堂

◆対 象 地域住民（定員２０名、先着順）

◆申 込 ９月 9 日(金)までに内野公民館へ

◆持ってくる物 手拭きタオル

※マスク着用でお越しください。

※水分補給のお茶をご持参ください。
(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります) 

※検温・消毒にご協力ください。

人生 100 年時代、介護される人も 

する人も共に幸せに暮らせる介護とは？ 

穏やかで心地よい介護とは？ 

高齢者と暮らす家族の在り方とは？ 

支え、支えられながら 

共に生きることのいとおしさが 

じんわりと心にしみる驚きと感動のヒューマンドキュメンタリー 

校区がん検診
内野公民館で総合がん健診をおこないます。 

例年 2 月に行っていた健診が 9 月になっています。

◆日 時：令和 4年９月８日（木）

受付時間 午前９時～１０時３０分 

◆場 所：内野公民館

◆住 所：福岡市早良区内野 8丁目 1-5

胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、

結核・肺がん検診は、福岡市民の方で、職場等で受診機会の

ない方が対象で受診できます。

予約は、集団検診予約センター  

0120-985-902 

または「けんしんナビ」でお申し込みください。 

予約締切は令和 4年 8月 25日（木）です。  

金額や対象年齢等の問い合わせは、「けんしんナビ」を 

ご覧いただくか早良区健康課（092-851-6012）まで。 

９月４日(日)に予定しておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、中止とさせていただきます。 

◆主 催 環境推進委員会

１０月２日(日)に予定しておりましたが、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、中止とさせていただきます。 

◆主 催 内野校区自治協議会

◆後 援 内野校区体育振興会



◆場 所 内野公民館 講堂

◆対 象 ０歳～就学前までのお子さんと保護者

１２日は、乳幼児ふれあい学級と共催で「健康講座」です。 

詳しくは、公民館だより表面をご覧ください。 

３日(土)午後６時～ 

５日(月)正午～ 

１５日(木)午後３時～ 

１７日(土) 

２１日(水)午後７時３０分～ 

２１日(水)午後８時～ 

２９日(木)午前１０時～ 

自治連合会 定例会 

野ぎくの会 定例会 

男女共同参画協議会 役員会 

ひばり保育園 運動会 

体育館開放運営委員会 

体育振興会 定例会 

男女共同参画協議会 定例会 

 

体育振興会より 

９月 ボランティア団体「野ぎくの会」 

◆日 時 ９月 ５日(月)

９月１２日(月) 

９月２６日(月) 

午前１０時～１２時 

午前１０時～１２時 

午前１０時～１２時 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります） 

◆日 時 ９月  １日(木) 午前１０時～

９月１６日(金) 午前１０時～ 

◆場 所 旭ヶ丘県営住宅 ２棟の１階

◆対 象 概ね６０歳以上の方

１日は、西部ガスによる出前講座、１６日は、     

いきいきセンターによる夏バテ予防講座を行います。   

皆様のお越しをお待ちしています。 

※水分補給のお茶をご持参ださい。

※マスク着用にご協力ください。

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります。) 

健康づくり歩こう会 

※水分補給のお茶をご持参ださい。

※マスク着用にご協力ください。

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります。) 

◆日 時 ９月２２日(木) 午前１０時～１２時

◆集 合 内野公民館

◆コース 脇山中央公園

◆主 催 健康衛生委員会

※マスク着用にご協力ください。

※タオル、飲み物をご持参の上、ご自由にご参加ください。 

◆日 時 ９月１日(木) 午前１０時～

◆場 所 内野公民館 講堂

※館内サークルから、必ず１名のご出席

をお願いいたします。

早良区壮年ソフトボール大会 
◆日 時 ９月４日(日)午前８時３０分～開会式

予備日９月１１日(日) 

◆場 所 今津運動公園

校区優勝した旭ヶ丘が出場します。

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 

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。 

●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

※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。

✿✿脇山公民館で総合がん健診をおこないます✿✿

◆令和 4年 9月 20日（火）受付時間：午前９時～１０時３０分

◆場所：脇山公民館

胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、結核・肺

がん検診は、福岡市民の方で、職場等で受診機会のない方が対象で

受診できます。 

予約は、集団検診予約センター0120-985-902 

または「けんしんナビ」でお申し込みください。 

予約締切は令和 4年９月 5日（月）です。 

金額や対象年齢等の問い合わせは、「けんしんナビ」をご覧いただくか 

早良区健康課（092-851-6012）まで。 


