
                                                                           

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                              

 

                                                                                                                                                                                            

今宿いにしえのあかりは、紙パックで作った灯籠 

で絵模様を楽しむイベントで、今宿校区自治協議会 

との共催です。10 月 15 日（土）に開催予定 

のこの事業を一緒に盛り上げ、運営に参加してくだ 

さる方を募集しています。 

第２回 今宿いにしえのあかり実行委員会 

日時 ９月 17 日（土）10:00～12:00 

 場所 今宿公民館講堂 

 募集 15 名程度（申込は公民館へ）  

※ボランティアで参加いただける方 

 

らく楽スマホ教室 （対象：一般） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「インターネットを使おう！」 

日時 9 月 5 日（月）13:30～15:00 

場所 今宿公民館講堂 

講師 Docomoショップ 今宿店 

定員 先着 10 名 （申込は公民館へ） 

 

 「カメラを使おう！」 

日時 9 月 26 日（月）13:30～15:00 

場所 今宿公民館講堂 

講師 Docomoショップ 今宿店 

定員 先着 10 名 （申込は公民館へ） 

 ※スマホをお持ちでない方も、 
ドコモのスマホをお持ちでない方も、参加できます。 

 

作品展示（会場：今宿公民館） 

 11月 5日（土）13:00～16:30 

6日（日） 9:30～12:00 

芸能発表（会場：今宿小学校体育館） 

        11月 6日（日）10:00～12:30 

作品展示・芸能発表の部に出品、発表参加を希

望される個人、団体、サークルの方は、公民館窓

口の申込用紙に必要事項を記入の上、９月 29日

までにお申し込みください。 

※バザーは行いません。 

※詳しくは公民館へお問い合わせください。 

主催：今宿校区自治協議会 
                      今宿公民館 

  

9  月 
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＜9月の行事予定＞ 
毎週木曜日『よかトレ（ラジオ体操）』 9:30～9:45 

 

新型コロナウイルス感染対策 
ご協力のお願い 

 利用の際は、検温の上マスク着用、

手指消毒の感染対策にご協力をお願い

します。水分補給には各自飲物を持参

し、こまめな換気もお願いします。ま

た、発熱、風邪の症状のある方の利用

はご遠慮ください。 

なお、感染拡大防止のため校区およ

び公民館事業が一部中止・延期となる

場合があります。 

  

   

3 土 サークル代表者会Ⓐ 

4 日 日曜カフェいまじゅく 

5 月 らく楽スマホ教室（インターネット） 

8 木 今熟はつらつ大学 

10 土 サークル代表者会Ⓑ 

15 木 学校施設開放連絡会 

17 土 
今宿いにしえのあかり（準備） 

県警グラウンド利用者会 

21 水 
子育てサロンぴよぴよ& 

今宿いきいきキッズ（ちびっこフェスタ） 

22 木 はじめてのダーツ 

24 土 わくわく今塾 

26 月 らく楽スマホ教室（カメラ） 

28 水 
子育てサロンぴよぴよ& 

今宿いきいきキッズ（ちびっこフェスタ） 

29 木 地域コミュニティ（ウォーキング教室） 

 
9月臨時休館予定日 

9月 30日（金） 
9月 20 日正午までに利用申込が 

ない場合は臨時休館します。 

 

サークル代表者会 

日時 Ⓐ９月  ３日（土）10:00 
    Ⓑ９月 10日（土）10:00 
場所 今宿公民館講堂 
内容 〇救急救命講習  〇令和４年度文化祭について 

※代表者の方は必ずご出席ください。 

今熟はつらつ大学 （対象：今熟はつらつ大学会員） 

「コロナに負けない身体づくり」 

日時 9 月 8 日（木）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 西区地域保健福祉課 

  

はじめてのダーツ （対象：ダーツ会員） 

「ダーツに挑戦」 

日時 9 月 22 日（木）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

※室内シューズをお持ちの方はご持参ください。 

動きやすい服装で、飲物をご持参ください。 

わくわく今塾 （対象：わくわく今塾会員） 

楽しい科学実験や身の回りを観察して 

「なぜ？」を探して考えてみよう‼ 

日時 9 月２4 日・１０月１日（土） 

10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 福岡大学名誉教授 山口住夫 さん 

& 

「ミニミニちびっこフェスタ」 

玉入れ、輪投げなどのゲームをみんなで楽しみましょう！ 

日時 9 月 21 日・28 日（水） 

 10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

定員 各日先着 6 組 （申込は公民館へ） 

※どちらか１回の申込で、保護者の方は 

１家族２名まででお願いします。 

 

             

「むし歯予防のポイント」 

日時 10 月 5 日（水）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 西区地域保健福祉課 岐部美保保健師 

定員 先着 10 組 （申込は公民館へ） 

 

 
未就園の乳幼児 

と 
保護者対象 

日曜カフェいまじゅく （対象：どなたでも） 

…びっくり！カンゲキ★マジックショー… 

コインやトランプを使ったマジックが見られます♪ 

日時 9 月 4 日（日）13:30～ 

場所 今宿公民館講堂 

講師 脳トレ…介護ネットワーク西部 

マジック…九州大学マジックサークル 

定員 先着 20 名 （申込は公民館へ） 

 

地域コミュニティ （対象：一般） 

「今宿ウォーキング教室」 
田んぼアート（3 ㎞）まで一緒に歩いてみませんか？ 

日時 9 月 29 日（木）10:00～12:00（受付 9:30～） 

場所 今宿公民館講堂 

講師 健康運動指導士 安部志津代 さん 

定員 先着 20 名（今宿校区在住の方）申込は公民館へ 

※動きやすい服装、履きなれた靴でご参加ください。 
 マスク・タオル・帽子もお忘れなく！ 
※お茶とお帰りの際に軽食を準備しております。 

                                   共催: 
                    今宿校区自治協議会 
                     保健福祉部会 

                     交通安全推進部会   

今宿校区スポーツフェスタ２０２２ 

 日時 10月 2日（日）９：３０～ 

場所 三菱電機グラウンド 



 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

  

                                    

 

 

 

 

 

 

熱中症に気をつけよう‼ 

・暑さを避ける 

・こまめな水分補給 

公民館は災害時の一時避難場所 
避難所が開設されていない時には、 

西区災害対策本部に連絡を！（TEL895-7037） 

自主避難の方はできるだけ各自食糧・毛布等は 

ご持参ください。 

駐車場は台数に限りがあります。   

 

和気あいあいと楽しいサークルです。 
一緒に水彩画を楽しみましょう！ 

活動日  毎月第２・４土曜日 

時  間  10:00～12:00 

場  所  今宿公民館地域団体室 

◆下記日程で展示会を開催予定です。 

ご見学をお待ちしています。 

日時 10月 4日（火）12:00から 

     10月 10日（月）16:30 まで 

場所 糸島市伊都郷土美術館 

      （伊都文化センター内） 

 


