
主催事業のお知らせ ～すべての事業は事前の申し込みをお願いいたします。～ 
【今後の状況により，変更・中止の場合があります。ご了承ください。】 

『この世の中ジョークなしでは生きられない』 
～妻はエステでおれゴミ捨て～政治，経済，社会を笑いで読む～ 

１３：３０ ～ １５：３０ 

【講 師】元西日本新聞記者 鹿毛 隆郎（かげ たかお）氏 

【場 所】賀茂公民館 講堂・学習室 

【運営協力費】100円     【定 員】20名 

親子ふれあい教室 

  おひるねアートを楽しもう！
   10：30～11：30 

 【講 師】お昼寝アート協会講師 小川 富美子さん 

 【定 員】１0組  【参加費】 無料 

【持ってくるもの】 お子さんが好きなグッズ等 

 数種類の背景があります。音の出る物やキラキラ光るも

のがあるとお子さんの注意をひきつけられるかも☆ 

この機会にぜひ参加・体験されませんか。 

学び舎かも塾 

初心者向け お金の投資の勉強会  
10：00～11：30 

  【講 師】株式会社 S.T.Lab  Free Piece 

 尾野 真也 さん 

  【場 所】賀茂公民館 講堂  

  【定 員】 ３０名 【参加費】 無料 

 金融庁発行の資料を元に，長期・積立・分散投資の特徴

や，つみたてNISAについて説明していただきます。  

※どなたでもご参加できます！お待ちしております。

＜賀茂公民館空調設備更新その他工事について＞ 

賀茂公民館の空調設備の更新工事が10月から始まります。  

（ガス式から電気へ） 

工事の詳細が分かり次第館内に掲示・ご連絡いたします。  

工事期間中は，ご不便をおかけいたします。 

ご了承ください。 

賀茂 第４４７号 令和４年10月１日

福岡市賀茂公民館 福岡市早良区賀茂1丁目３３-7   電話 863-7741 Fax 863-7952 

子育て交流サロン『こがもひろば』 

 【利用時間】 10：30～13：00 

【対 象】 0歳～4歳までの乳幼児とその保護者 

子ども体験学習    寄せ植え体験 
   第1部  9：45～10：45 （15人） 

   第2部  11：00～12：00 （15人） 

 【対 象】小学生 【定 員】 30人 
【講 師】フラワーボランティア遊花 前田 郁子さん，

中山くに江さん，アドバイザー；坂本憲治さん 
【参加費】無 料   

【持ってくるもの】軍手，水筒，タオルor ハンカチ 
汚れてもいい服装で来てください。 

～以前参加された方へ～ 
寄せ植え体験でお渡しした植木鉢。使用していないものがありま
したら，お持ちください。サクラソウの苗をプレゼントします。 

要申込 

  かも文庫 

高齢者健康体操教室 
第１部  9：30～10：30 

第２部 11：00～12：00 

  【場 所】賀茂公民館 講堂 

ご都合の良い時間帯をご連絡の上，お申し込みください。 

動きやすい服装で，飲み物とタオルをお持ちください。 

要申込 

要申込 

（※10月22日（土）は空調設備工事のため，お休みいたします。） 

毎週土曜日1 0 ： 0 0 ～ 1 4 ： 0 0に本の貸出しをしています。 

お一人様３冊まで貸し出しいたします。（貸出期間；2週間） 

「Wellかも」

令和４年度 第3回 早良区人権講座 

テーマ  「ハープ・ギター癒しの演奏会」 

     ～幸せに生きるために，大切なものは～ 

演奏者  ミュージックあとりえtemitelu “てみてる”

日 時  10月２7日（木）１３時３０分～１５時0０分

（開場１３時） 

会 場  早良市民センター ４階ホール 

受 付  10月5日（水）から 

令和４年度 第4回 早良区人権講座 

テーマ  「障がいをもつ方々の声は社会を明るく強くする 

講 師  NPO法人生活介護事業所 福祉作業所 「そら」 

ヘルパーステーション「こころ」

統括管理者 土師 愼午 さん

日 時  1１月１５日（火）１３時３０分～１５時３０分 

（開場１３時） 

会 場  早良市民センター ４階ホール 

受 付  10月24日（月）から 

第3回，4回いずれも会場のみ手話通訳，要約筆記あり。 

事前申し込み必要。先着２００名。希望により後日録画配信有。 

電話（８３３－４４０１）かファックス（８５１－２６８０）か 

メール（gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp）で申し込を。

電話とFAXの場合は①氏名（ふりがな）と②電話番号を，メー

ルの場合は上記①と②にあわせて，③会場で参加希望の有無，

④後日録画配信希望の有無を記載し，件名を『第３回人権講座

申し込み』又は『第４回人権講座申し込み』としてお申し込み

ください。

主 催：早良区人権啓発連絡会議・早良区役所 

利用申し込みが無い場合には 

休館とさせていただきます。利用申込の際は， 

申込期限がありますのでご注意ください。 

利用申込期限：１０月１3日（木）17：00まで 

要申込 

要申込 

臨時休館のお知らせ 

mailto:gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp


マイナンバーカード(4桁の暗証番号)があれば，お近くのコンビニ

のマルチコピー機で，住民票，印鑑証明書，本籍が市内分の

戸籍全部(個人)事項証明書，戸籍の附票を取ることができます。

来年３月31日（金）まで，期間限定で手数料が 

すべて「100円」！ ぜひご利用ください。 
詳しくは，市ホームページ「福岡市 コンビニ交付」 

で確認するか，区市民課へお問い合わせください。 

早良区市民課 833-4311 

令和４年１０月３０日（日）賀茂小学校 体育館・中庭にて

☆【開会式】   10：００  より  ☆【芸能・展示発表】 １０：１０ より 

☆【ゲームコーナー】 10：30 より ☆【バザー】 １１：４５より  ☆【閉会式】１４：００ (予定）

 ＜※状況により，中止・変更になる場合があります。ご了承ください。お尋ねは，賀茂公民館（863-7741）まで…。＞

☆かきかたサークル  （硬筆作品）

☆習字サークル   （毛筆作品）

☆パソコン教室   （ポスター，写真）

☆賀茂フォトサークル （写真）

あゆとも福祉会 

焼き菓子（120円～220円） 
物品販売（50円～1,500円） 

ビーズブレスレット，アクリルたわし，イヤリング， 
ボ－ルペン，ピアス，フォトフレーム，プリンセスミラー 

出演サークル・団体名 
出演時間 
（予定） 

1 新体操フォーエバーフレンズ 10:10～10:25 

2 貴峰会 10:25～10:40 

３ ギター同好会 10:40～10:55 

4 太極拳飛天 10:55～11:10 

5 賀茂コーラス 11:10～11:25 

6 健康体操 賀茂倶楽部 11:25～11:40 

お昼休憩 11:45～12:30 

7 サークル紹介 12:30～12:40 

8 木曜ダンスサークル 12:40～12:55 

9 空手道サークル 12:55～13:10 

10 自彊術 13:10～13:25 

11 手話サークル 13:25～13:40 

12 
日向ひょっとこ踊り 

賀茂愛好会  
13:40～13:55 

少年ソフトボール賀茂クラブ くじ引き（1回200円） 

NPO法人 Well（ウェル） 魚釣りゲーム（100円） 

【 「繋ぐ」 ～平和の未来へ～  】

コンビニ交付サービスの手数料が

今なら 全て

少年ソフトボール賀茂クラブ フリーマーケット

NPO法人 Well（ウェル） 
ちまき，授産品（150～500円） 

ハンカチ，ふきん等布製品等

賀茂クラブ（バレーボール） ゆでたまご（50円），ぜんざい（200円） 

ホークス

＆

フロンティアスポーツ

ジュース・お茶（100円）， 

黒糖わらび餅（150円）， 

タピオカドリンク（250～300円），

カレーライス（300円），フリーマーケット

ファミリーバドミントン賀茂 おでん各種（各50円） 

少年ソフトボール賀茂クラブ くじ引き（1回200円），フリーマーケット 

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11月1日（火）  9：30～16：30 

【 会   場 】  賀茂公民館 講堂 

【 対象者 】  早良区に住民票のある方 

【事前予約期間】 10月13日（木）～10月27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。） 

期間限定 （10/1～来年3/31）

10月2日 日 9:00～ ・ファミリースポーツフェア

3日 月 10:00～ ・老人クラブ連合会 役員会

4日  火 19:00～  ・第5回文化祭実行委員会

5日 水 10:30～ ・子育て交流サロン こがもひろば

7日 金 ・賀茂小学校 前期終業式

11日 火 ・賀茂小学校 後期始業式

15日 土 
9:00～ 

18:30～ 

・高齢者グランドゴルフ大会

・自治協議会 運営委員会

16日 日 ・ファミリーバドミントン大会

17日 月 18:30～ ・人尊協 事務局会

18日 火 10:00～ ・社会福祉協議会 定例会

19日 水 10:30～ ・子育て交流サロン こがもひろば

20日 木 10:00～ ・食生活改善推進員協議会 定例会

27日 木 13:30～ ・ふれあいサロンなまず

29日  土 14:00～ ・文化祭前日準備（予定）

30日 日 10:00～ ・第38回賀茂公民館サークル文化祭（予定）


