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裏面も
ご覧下さい

【臨時休館日のお知らせ】
９月の臨時休館日は、 ２５日（日）です。

利用申請がない場合、休館します。ご利用の方は１０日前迄に申請く
ださい。１０月の臨時休館日は、３０日（日）です。

その他の ９月の予定 ※予定が変更になる場合があります。

１ 木 体育祭実行委員会 体育委員会

３ 土 男女共同参画役員会

５ 月 社協事務局会 文振役員会

６ 火 人尊協役員会 人尊協運営委員会

７ 水 橋本NTサロン 生活環境委員会定例会

９ 金 母子巡回 青少年育成会（子）

１１ 日 子どもリーダー会議

１２ 月 文化振興会定例会

１４ 水 壱岐・野方商店連合会理事会 体振役員会

１５ 木 のるーと連絡会議

１６ 金 自治協定例連絡会 交通安全推進委員会

１７ 土 校区人権のつどい

２４ 土 男女共同参画定例会 橋本NT定例会

３０ 金 スマスマさろん会議 青少年育成会役員会

【LINE】

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

にぎにぎ体操 （簡単でゆるやかな体操）
毎週月曜日 １４：００～(1９日はお休み）
持ってくる物：上靴・タオル・飲み物
どなたでも参加できます。お気軽にどうぞ！

☆ハッピーランド 乳幼児ふれあい学級

みんなでこんにちは
日時：９月１６日 （金） １０：３０～１２：００
講師：野中 かおり 先生 柴田 道子 先生

定員： ８組（先着順）
持ってくる物：飲み物・タオル
申し込み： ９月1日より電話にて受け付けます。
※保護者の方はマスク着用お願いいたします。アルコール消毒 を
行いますが、小さなお子様や、アレルギーのある方は、 石鹸での
手洗いを行って入室していただきます。

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

①暮らしの中の血流改善講座
日時：９月 ９日 （金） １０：３０～１１：３０
内容：健康の要である、血流をよくするための生活習慣につ

いて学びます。

講師：花王グループカスタマーマーケティング（株）
定員：１５名（先着順）

会場記載のないものは、いずれも
公民館で行います。

公民館では新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行ってい
きます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
感染予防対策として、マスク着用・消毒・換気をお願いし、 ３密
を避けてご利用下さい。記載してます事業につきましては、中止ま
たは延期になる場合がありますので公民館へお問い合わせ下さ
い。(変更の場合は公式LINEでお知らせします）

「関東大震災と人権」
１９２３（昭和１２）年９月１日に起きた関東大震災で
１０万５千人の死者・行方不明者が出ました。
震災の大混乱のなかで「共産主義者や朝鮮人が井戸に毒
を投げ込んでいる」というデマに踊らされた人々や警察が、
朝鮮人や中国人、聴覚障がい者、地方出身者、労働組合の
活動家の人々を殺害したという事実があります。無政府主
義者の大杉栄とその妻伊藤野枝も憲兵隊によって虐殺され
ました。１９９５（平成７）年の阪神大震災でも「外国人
窃盗団が横行している」といううわさが飛び交いました。
外国人に対する潜在的な蔑視感情が不安によってあぶり
出され、このような結果を招いたのです。

（いきみなみ人権尊重推進協議会）

☆おとな会 公民館主催事業

体力測定とエクササイズ
日時：１０月 １日 （土） １４：００～１６：３０
内容：スポーツの日を前にインボディ測定・握力・血圧測定
など行い、グループに分かれてエクササイズを行います。

場所：壱岐南小学校 体育館
講師：長谷部 千恵 さん 体育振興会のみなさん 他

定員：４０名（先着順）
持ってくる物：上履き・飲み物・タオル

ヨガマットまたはバスタオル

☆InBody（インボディ）とは、体重やBMI(体重と身長の数値を使って
肥満や瘦せを知る値）だけではなく体重を構成している成分（水分・
タンパク質・ミネラル・体脂肪）の量や、部位別筋肉量・体脂肪量など
を計測してくれる器械です。タカラ薬局さんのご協力で無料です。

申し込み：９月１日より電話にて受け付けます。準備の都合上、
事前申し込みになりますので、公民館に連絡下さい。

②チョコレートの世界へようこそ
日時：９月２９日 （木） １０：００～１１：３０
内容：原料となる「カカオ」の生産や歴史について学びます。

知られざるチョコレートの世界を見てみませんか？
講師（株）明治
定員：２５名（先着順）

申し込み：①・②ともに電話にて受け付けます。
公民館に連絡下さい。

「校区人権のつどい」のご案内
日 時:９月１７日（土） 13：30受付 14：00開会
場 所:壱岐南公民館 講堂・学習室
内 容：琵琶で奏でる“元気で長生き”
講 師：普光寺 池田 智鏡 さん
定 員：６０名（先着順）
申 込み：電話にて受け付けます。公民館まで連絡下さい。

いきみなみ人尊協では、人権啓発活動の一環として３年
ぶりに「人権のつどい」を開催致します。ひとりひとり
が様々な人権問題を理解して、住みよいまちにしていき
ましょう。 （いきみなみ人権尊重推進協議会）

人 尊 協 コ ラ ム
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スマスマさろん
９月より再開致します。事前予約制になりますので、電話で
申込みをお願いします。
日 時： ９月2日(金)・３０日(金)

10月7日(金)・１４日(金)
10：30～12：30

対 象：０歳～就学前の子供と保護者・妊娠されている方
定 員：５組（先着順・事前予約制）
持ってくる物：水筒(大人の方も）・タオル・スリッパ

※飲食はできません。
※大人の方はマスク着用お願い致します。
※アルコール消毒を行いますが、小さなお子様やアレルギー
のある方は、石鹸での手洗いを行って入室していただきます。
※新型コロナウイルス感染状況により、中止または延期とな
る場合があります。

健 康 運 動 教 室
日 時： ９月１日(木）、1５日（木）

１０月６日（木）、２０日（木）
１５：００～１６：００

内 容：体力測定を行い、簡単なストレッチや音楽に
合わせてエクササイズをおこないます。

講 師：村上華林堂病院 定員：１５名（先着順）
持ってくる物：タオル・上靴・飲み物

運動ができる服装でお越しください。
申込み：電話で受け付けます。公民館に連絡下さい。

公民館で
行います！

【資源物の回収】 毎週 土・日曜日 ９：００～１７：００
回収場所

・壱岐団地南集会所内 紙リサイクルステーション
回収物

・新聞紙 ・チラシ広告 ・アルミ缶
・一升瓶 ・ビール瓶 ・段ボール ・雑紙
・その他紙類 （雑誌 空き箱 紙袋 など）
☆壱岐南校区リサイクルステーション運営委員会☆

「コロナ君、さよなら！
～WAになってうたおう～」

日 時： ９月２４日（土） 1６：００～1６：３０ （少雨決行）

場 所： 戸切公園

申込み： ２３日（金）までに公民館へ（先着２０名）

持ってくるもの：傘・飲み物

詳細は、文化振興会・公民館までお問い合わせください。

壱岐南文化振興会主催

壱岐南に元気を！プロジェクト

母子巡回 日 時：９月９日（金） １３：３０～ 受付

内 容：身体測定・育児相談など

持ってくるもの：母子手帳

人権ひろば「ともしび」に来てみませんか？

いろいろな出来事について、気軽にお話してみません
か？相談もお受けします。都合のいい時間お越し下さい。

日 時： ９月２０日（火） １４：００～１６：００
会 場： 壱岐南公民館 講堂

西区役所で人権啓発担当するスタッフが皆様の話し相手
になります。担当は西区生涯学習推進課の石橋主査です。

※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。

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

「植物観察入門in生の松原海岸」
「自然観察ウォーキングinかなたけの里」

参加者募集！
市民ボランティア団体「西区まるごと博物館推進会」
は、自然についてより一層関心を持ってもらうために
、海岸特有の植物や里山の草花などの自然や身近な野
鳥などの生き物を観察しながらウォーキングを楽しむ
イベントを開催します。

① 植物観察入門 in 生の松原海岸
【 日 時 】9月17日(土) 8：40～12：00頃（予定）

小雨決行
【集合／解散】JR下山門駅

【募集期間】9月５日(月)必着

② 自然観察ウォーキング in かなたけの里
【 日 時 】10月9日(日) 10：00～15：30頃（予定）

小雨決行

【集合／解散】かなたけの里公園管理事務所前
（西区大字金武1367）

【募集期間】９月20日(火)必着

≪①②共通≫
【対 象】市内に住む人（小学3年生以下は保護者同伴）
【定 員】抽選で20人

【料 金】300円
（保険代等 ※現地までの交通費は別途自己負担）

【申込方法】ハガキ、FAX、メールいずれかにイベン
ト名、住所、参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を書いて、西区まるごと博物館推進会事務局
（〒819－8501住所不要、西区企画振興課内
T E L：895-7032、FAX：885-0467、
メール：shinko.event24@city.fukuoka.lg.jp）へ。
応募者多数の場合は抽選し、結果は①9月9日(金)まで
に、②9月28日(水)までに発送します。

※区ホームページ（「西区植物観察入門申込」「西区
自然観察申込」で検索）の申込フォームからも申込で
きます。

スマホは
こちらから

スマホは
こちらから

『献血のお知らせ』
日時：９月２８日（水）

10：00～12：00、13：00～16：00

場所：木の葉モール（１階インフォメーション）
皆さんの善意の献血が尊い命を救います。ご協力いただけ
る方は、よろしくお願いします。 （衛生連合会）

【金曜ウォーク】 ９月 ２・９・１６・３０日
１０時～１時間程度

飲み物をご持参のうえ、動きやすい服装でお越し下さい。
校区周辺を熱中症対策を行いながら歩きます。 (衛生連合会)


