
ビタミンスペース（運動の場）   
✾日 時 ９月８日（木）１０:００～１２:００、１５日（木）、

２２日（木）、３０日（金）１０:００～１４:００ 
３０日(金)は運動指導があります。(1０:３０～1１:３０) 

場所は姪北公民館 講堂です。 
時間内は出入り自由。タオルや運動靴はご持参ください。 

なんかからん ne（相談の場）  

✾日 時 ９月２７日（火）１０：３０～１１：３０ 
✾場 所 姪北公民館 老人いこいの家 

❐日 時 ９月６日（火）１０：３０～１１：３０ 
❐場 所 姪北公民館 講堂 
❐対 象 乳幼児と保護者 
❐内 容 「親子で遊ぼう」 
❐講 師 福岡市立中央児童会館 あいくる 
❐持ってくるもの 水分補給のための飲み物  
定員１８組。９/３（土）までに，姪北公民館にお申込
みください。 

 
 
※お子さんの飲み物やタオル等必要なものはお持ちくだ
さい 
 

❐日 時 ９月２０日（火）１０：３０～１１：３０ 
❐場 所 姪北公民館 講堂 
❐対 象 乳幼児と保護者 
❐内 容 「絵本の世界へようこそ・・２０２２」 
❐講 師 プーさん文庫のみなさん 
❐持ってくるもの 水分補給のための飲み物 
定員１８組。９/１３（火）までに姪北公民館にお申込
みください。 

 
 
 

おつきみコンサート～音楽と語りの夕べ～ 
♪日 時 ９月１０日（土）１８：００～１９：００ 
♪場 所 姪北公民館 講堂 

♪内 容 ①コントラバス・篠笛の演奏 ②おはなし 
♪参加費 無料 

✱夜の時間帯の開催ですので、お子さんだけの参加は
ご遠慮ください。 

✱定員３６人。９/７（水）までに、姪北公民館にお申
込みください 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権に関する標語  
 
その一言 相手の気持ち  考えて 

   （姪北小学校６年生の作品） 

全てに共通しています。 
検温とマスク着用をお願いします。 
発熱，風邪の症状がある方，ご家族に具合が悪い
方がいらっしゃる場合は，ご遠慮ください 

 

 

めいほくっ子広場 

高齢者教室 
  

みんなの公民館 

  

乳幼児ふれあい学級 
  

  

公民館だより Ｎｏ.150 2022 年(令和 4 年) 9 月１日 
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北 
館 長 コ ラ ム  

 まだまだ暑い日が続きますが、お彼岸の頃には田んぼの稲
もこうべを垂れ、あぜ道には彼岸花が咲き、秋の訪れを感じ
させます。朝晩少しずつ涼しくなり、夜が長くなるとテレビ
より読書をしたくなります。私が好きな作家は、瀬戸内寂聴
と、福岡で作家活動をされた時代小説の白石一郎です。好き
な作品は、帚木蓬生の朝倉市を流れる筑後川の堰を題材にし
た「水神」です。アフガニスタンで田畑の灌漑に尽力された、
ペシャワール会の中村哲医師も大石の堰を参考にされたそ
うです。最近読み返しているのが、三浦綾子の「銃口」とい
う本で、北海道の旭川を舞台に戦時中の学校教育や旧満州か
ら引き揚げる主人公の数奇な運命を描いた小説です。好きな
小説は、数年後に読み返しても新たな感動をします。珈琲店
で文庫本を読みながらコーヒーを飲んで過ごすのがささや
かな幸せの時です。公民館に「水神」があります。他にも本
があり貸し出しをしていますので、ご利用ください。 
 ８月の主催事業「めいほくっ子広場」では、中村三陽中高
の先生にプログラミングを教えてもらいました。子どもたち
はプログラムを組み、小学校の体育館でタブレットを使って
ドローンを飛ばしました。時間が過ぎるのを忘れて楽しんで
いました。 
 また、「ライフプランセミナー」では防災講座を３回シリ
ーズで行いました。地震、台風、大雨など災害はいつどこで
起こるかわかりません。参加者は「防災講座は繰り返し受け
ないと身につかない」と言われていました。日頃から災害に
備え、自分の命を守る行動をとることを学んだ講座でした。 
 ９月も多様な事業を行います。参加、お待ちしています。 

                     館長 眞鍋 

❖日 時 ９月８日（木）１３：３０～１５：３０ 
❖場 所 姪北公民館 地域団体室 
❖対 象 どなたでも 
❖内 容 「手話教室」 
❖持ってくるもの 飲み物 
 
❖持ってくるもの 筆記用具・飲み物   
 

 

 

裏面もごらんください。 

 

ライフプランセミナー 

おとな塾～子どもだけじゃ、
もったいない！～ 

✱日 時 ９月１７日（土）１０：００～１２：００ 
✱場 所 姪北小学校 体育館 
✱対 象 小学生  ※動きやすい服装で 
✱内 容 「いろいろな遊びを体験しよう」 
✱講 師 福岡市立中央児童会館 あいくる 
✱持ってくるもの 運動靴・タオル・飲み物 
定員２４人。９/１０（土）までに，姪北公民館にお申込
みください。 

 

✲日 時 ９月１３日（火）１０：0０～１１：３０ 
✲場 所 姪北公民館 講堂 
✲対 象 どなたでも ※動ける服装でお越しください。 
✲内 容 「はじめてのヨガ」 
✲講 師 久保 澄恵 さん（健康運動指導士） 
✲持ってくるもの 飲み物・タオル 
定員１８人。９/６(火)までに，姪北公民館にお申込み
ください。 

 

 
 

✰日 時 ９月２９日（木）１０：００～１１：３０ 
✰場 所 姪北公民館 講堂と周辺 
✰対 象 おおむね６０歳以上 
✰内 容 「ウオーキング教室①」 
✰講 師 柴田 伊津子 さん（健康運動指導士） 
✰持ってくるもの 飲み物・タオル 
ウオーキングの話の後、外を歩きます。動きやすい服装で
お越しください。定員２４人。９/２２（木）までに姪北公民
館にお申込みください。 

 
 

 

今回は手話教室の前に、一般社団法人言葉のかけはし 
岩尾 至和さんから難聴のことを学びます。 
９/５（月）までに姪北公民館にお申込みください。 
 ❖日 時 ９月２１日（水）１０：００～１１：３０ 
❖場 所 姪北公民館 講堂 
❖対 象 どなたでも 
❖内 容 「うつ病について学ぼう」 
❖講 師 福岡ハートネット病院 
❖持ってくるもの 飲み物 
 定員１８人。９/６(火)までに，姪北公民館にお申込みく
ださい。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



♥時間および対象年齢  
９月１３日（火）♡対象年齢・・０～４歳 

 定員８組。８組を超えたら２部制になります。 
 ２部制の時は、おはなし会①11:00～11:20、 
 ②11:30～11:50 です。本の貸出･返却のみの 
方は、11:00～11:50 までに来てください。 

９月２７日（火）♡対象年齢・・３歳以上  
  定員５組。15:45～16:05 です。  

本の貸出･返却のみの方は 16:05～16:30
に来てください  

場所はいずれも姪北公民館です。姪北公民館へお申し
込みください。                      プーさん文庫 

 

 
 

   

✾日にち ９月２７日（火） 
✾場 所 姪北公民館 地域団体室 
今回も感染症対策を徹底したうえで、定員を設け、
２回に分けて開催します。時間内は出入り自由です。 
①１０：３０～１１：４５ ②１２：００～１２：４５  
どちらも定員１２人。ご都合の良い時間帯にお申し
込みください。お申し込みは、姪北公民館へお願い
します。皆様のお越しをお待ちしています。  

地域カフェ委員会 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

公民館の休館について 

９月１９日（月）に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９日（金）

１７時までにご連絡をお願いいたします。 

      

 

おはなし会 
  

子育てサロン「もぐもぐ」 

⁂ 日 時 ９月１６日 (金 )１０：００～１２：００ 
⁂ 場 所 姪北公民館 講堂 
⁂ 対 象 ０歳～未就園児とその家族 

 妊娠中の方もどうぞ 
交流・遊び・情報交換・くつろぎの場として自由にご
利用ください。時間内は出入り自由です。 
地域のボランティアさんがサポーターとして見守り
ます（託児スタッフではありません）。サロンやサポ
ーターに関心がある方は、事前にご連絡ください。 
※おやつやおもちゃの持ち込みは，ご遠慮ください（水分
補給のみ）。定員５組。９/１４(水)までに，姪北公民館に
お申込みください。 
 
 
定員５組。水分補給用の飲み物以外のおやつやおもちゃの
持ち込みは、ご遠慮ください。 
１２/１５(水)までに、姪北公民館へお申込みください。 

  

地域カフェに寄ってみませんか 

 
 

地域カフェで「人権ひろば」を行っています。 
人権に関わらず、気軽に話ができる場として、みな
さんに利用していただければと思っています。また、
個別のご相談もできますので、お声かけください。  

池野人権教育推進員 

ここに記載している事業は開催を予定しています 

が，新型コロナウイルス感染症の状況によって， 
中止・延期・時間変更になることがあります。 

ご了承ください。 
 

 

公民館補助要員(有償ボランティア)を募集 

【公募要件】 
 職務の遂行に意欲的で、土日祝日・夜間、勤務できる人。 
 公民館活動を特定の政党や宗教または営利に利用しな 
い人。 
校区自治協議会等の主要な役職にない人。 
パソコン（Excel・Word）基本操作ができる人。 

【募集人数】 １名 
【謝礼等】 

時間数に応じた時給のほか、傷害保険に加入します。 
詳細はお尋ねください。 

【業務内容】 
 電話等の応対・受付、清掃作業ほか。 
 詳細はお尋ねください。 
【応募方法】 

履歴書（略歴１通）を公民館までご持参ください。 
 ※個人情報の取り扱いについては十分に留意します。 
【応募締切】９月１５日（木）   

 

 

            

 

 

 

 

 

姪北公民館は 

こちらです 

 

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。 

「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（小雨決行） 

▶集合/解散 JR 下山門駅ロータリー  
▶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（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
TEL: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 

 
 


