
お互いが尊重される地域づくり

臨時休館日のお知らせ

・9月25日(日)に臨時休館を実施します。

公民館の利用を希望される場合は、9月15日(木)17:00

までに「公民館利用許可申請書」を提出してください。

お知らせ、イベント案内、公民館だよりを
ブログでご覧いただけます。
愛宕公民館
〒819-0015 西区愛宕４丁目11-11
TEL891-7962/FAX891-4677
E-mail:atago112@jcom.home.ne.jp

自宅で検温をして、マスク着用でご来館ください
★発熱や体調に心配のある場合は外出をご遠慮ください。
★お知らせしている事業や講座は、状況により変更になる場合があります。
★お知らせしている講座は事前申込制です。
氏名と連絡先をお伺いしています。
講座の申込先は愛宕公民館です。(申込先特記がない場合に限る)

★平日･土曜日の9:00～17:00にお申込みください。

公民館だよりあたご 第463号 (令和4年)

愛宕公民館LINE公式アカウントを開設しました。
主催事業などの公民館情報をお届けします。
ぜひ友だち登録お願いします。

LINE登録

右記二次元コードをスマホの
カメラ機能で読み取り友だち
追加できます。

介護をしている家族と介護を体験した家族との交流の場です

福祉ビデオシリーズ「優しい認知症ケア ユマニチュード」
（NHK厚生文化事業団制作）を参考に学んでいます

日時： 9月17日（土）10:00～12:00

場所： 愛宕公民館 地域団体室

対象： 介護をしている家族

地域の方で参加意欲のある方

参加費 ： 100円

地域ボランティア 下島 康則 氏

介護家族との交流会

☆概ね65歳以上の方が対象です

☆年間登録制ではありません

講師：陶工房ななかまど 尾﨑 瑠理 氏
日時：10月4日(火)10:00～12:00
場所：愛宕公民館講堂
定員：20名(事前申込制)
申込期間： 9月1日(木)～9月16日(金)
参加費：500円(材料費)
持ち物：水分補給用の飲み物

10月 陶芸教室

愛豊大学(高齢者大学)

陶芸は、土に触れることで心が穏やかになります。
土の質感を感じ、他に気を取られず一つのことに集
中する時間を作ってリラックスしましょう。
自由作品を作ります。

☆乳幼児とその保護者が対象です。
☆水分補給用の飲み物、外出に必要なもの(タオルやおむつなど)を
持参してください。
☆講座終了後は親子のフリースペースとして利用できます。

講師：しおかぜ文庫の皆さん
日時：10月6日(木)10:00～11:00
場所：愛宕公民館講堂
定員：5組(事前申込制)
申込期間：9月1日(木)～9月16日(金)

10月 秋の楽しいおはなし会

子育てミニ広場(乳幼児ふれあい事業)

お父さんも
ぜひ一緒に
参加して
ください♪

9月の行事 (★印は公民館事業です )
1日(木) 子育てミニ広場(★)
3日(土) 自治協議会運営委員会
6日(火) 愛豊大学(★)

16日(金) 学校施設開放連絡会議
17日(土) 介護家族との交流会(★)
20日(火) 健康づくり講座(★)
25日(日) 臨時休館日
27日(火) 愛豊大学(★)

30日(金) 折り紙教室(★)

日時：9月30日(金)10:00～12:00
場 所：愛宕公民館 講堂
定員：8名（事前申込制）
申込期間：9月1日(木)～9月16日(金)
持ち物：のり、はさみ
参加費：200円

「十五夜飾り」を作ります♪
折り紙教室

9月 紫外線対策講座

7月に台風接近のため延期になった講座です。

紫外線の影響は一年中です。紫外線情報の見方や、

日焼け止めの効果的なつけ方をお伝えします

講師：花王グループカスタマーマーケティング株式会社

日時：9月27日(火)10:00～11:30
場所：愛宕公民館講堂
定員：20名(事前申込制)
申込期間： 9月1日(木)～9月16日(金)
持ち物：普段使っている日焼け止め(からだ用)、

スマートフォン(紫外線情報の見方をお伝え
します。お持ちの方は是非ご持参ください)

講師：健康運動指導士松原建史氏
日時：9月20日(火)10:00～11:30
場所：愛宕公民館講堂
定員：12名(事前申込制)
申込期間：9月1日(木)～9月16日(金)
対象：どなたでも(無料)
持ち物：水分補給用の飲み物、タオル、

運動ができる服装と内履き
【共催】愛宕校区健康・環境推進委員会

西区保健福祉センター地域保健福祉課

コグニサイズ
(笑顔で健康づくり講座)

誰でもどこでも手軽にできます♪頭の体操と運動を一緒に
行うことで認知機能の維持や改善を目指す運動です。
年齢に関係なく皆さまご参加ください。

絵本の読み聞かせは子どもの心を育てます。
お母さん･お父さんも絵本の世界を一緒に楽しみ
ましょう！

（愛宕子ども会プロジェクト）

ハロウィンのイベントのお手伝い募集
日時：10月1日(土)10:00～11:30
場所：愛宕公民館児童等集会室
定員：10名(事前申込制)
申込期間：9月1日(木)～9月16日(金)
対象：どなたでも(無料)
持ち物：水分補給用の飲み物

10月に、ハロウィンのイベントを企画しています。
宝さがしのための「謎」を一緒に考えましょう。
全部で50個の謎が必要です！



※当日自宅で検温し、発熱や体調に心配のある場合は参加をご遠慮ください。

※マスクの着用をお願いします。

※水分補給用の飲み物は各自持参してください。

※感染状況により変更になる場合があります。

※受講の申込みは、愛宕公民館へ直接またはお電話でお申込みください。

愛 宕 校 区 社 会 福 祉 協 議 会 よ り

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13日(火)9:30～16:30
【 会 場 】 愛宕公民館 講堂
【 対象者 】 西区に住民票のある方
【事前予約期間】 8月25日(木)～9月8日(木) 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。）

しおかぜ文庫
～本の貸し出し日～

9月14日（水）、28日（水）
14:30～16:30

9月24日（土）10:00～12:00
愛宕公民館 児童等集会室

※第４土曜日の午前中も貸出します

📚

紙リサイクルステーションからのおしらせ

■毎週土曜日・日曜日 9:00～17:00
■回収するもの・・・新聞 段ボール 雑誌など
※必ず十字にしばってお出しください

主催：愛宕校区自治協議会

(※8月号からの再掲です。)

すこやか教室
転倒予防のススメ

～転倒予防は寝たきり予防～
日時：9月21日(水)13:30~15:00
講師：福岡和仁会病院

リハビリテーション科
科長塘地一夫氏
メディカルフィットネスセンター
主任末永幸洋氏

場所：愛宕公民館 講堂
定員：12名（事前申込制）
申込締切：9月20日(火)
持ち物：水分補給用の飲み物、タオル、

運動しやすい服装と上履き

子育て交流サロン

ぽんぽこ
ためになる歯のはなし
～お口の元気～ 学校施設開放連絡会議

日時：9月16日（金）19:00～20:00
場所：愛宕公民館 地域団体室
※愛宕小学校体育館・校庭を利用
している団体の代表者は必ず出席
してください。

※筆記用具をご持参ください。

日時：9月26日(月)
10:00~12:00

講師：歯科衛生士 黒田直美氏
場所：愛宕公民館 講堂
定員：5組（事前申込制）
申込締切：9月20日(火)
持ち物：水筒、タオル、

外出時に必要なもの
（おむつ、着替えなど）

母子巡回健康相談

日時：9月7日(水) 13:30～14:00(受付時間)
場所：愛宕公民館講堂
☆身体計測や妊娠･出産･育児の相談ができます。
☆新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、内容を変更･中止する

場合があります。

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。

●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。 【担当】市民局地域防災課連携推進係
TEL：092-711-4156

西区保健福祉センター地域保健福祉課
電話：092-895-7080


