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子どもラージボール卓球教室 
・日時：10 月 8 日（土）10 時～12 時
・場所 : 小田部公民館 講堂
・持って来るもの : 上履き・お茶・タオル
申し込みはいりません。

令和 3 年度 人権標語 優秀作品 
・ありがとう 笑顔が増える 合言葉（小田部小）

・「分からない？」 心の SIGN 分かち合い（原北中 1 年 6 組） 

・愛は家族を友だちを地域を救う（一般）

小田部校区人権尊重推進協議会 

 

～健康で心豊かな生きがいづくりの場～ 

高齢者ふれあい教室（会員制） 
【第 1～3 火曜日 10 時～12 時】 

✿4 日 「日中国交正常化 50 年」
元西日本新聞記者 石﨑 憲司さん 

✿11 日 暮らしに役立つ「睡眠と健康の知恵袋」

明治安田生命みんなの健活プロジェクト 

チーフ・コンシェルジュ 園木 直美さん

✿18 日 文化祭ウィークのためお休み

対象：０歳からの未就園児と保護者 

日時：第 1・3 木曜日 10 時 30 分～11 時 30 分 
場所：小田部公民館講堂 
☺ 6 日…「絵本の部屋」わらべ歌や本の貸し出し
☺ 20 日…南庄保育所の先生方と遊ぼう！
申し込みはいりません。 

＜休館日のお知らせ＞ 
10 月 31 日（月）は、利用申し込みがない場合は 
臨時休館いたします。利用を希望される場合は、 
10 月 21 日（金）午後５時までに利用申し込みを 
お願いします。 

初めて出会う絵本 

絵本のおうち にぎにぎ 
10 月 13 日（木曜日） 

・対象：0 歳児の赤ちゃんと保護者
・日時：毎月第 2 木曜日・10 時 30 分～12 時
・場所：小田部公民館 ２階和室

（毎月第 1・3 土曜日 14 時～15 時 30 分） 
小田部公民館 2 階 児童等集会室 

10月は 1日 と 15日 

文庫3きょうだい 

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時から） 

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（８５１－２６８
０）かメール（gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp）で申
し込みを。
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 

第２７回 

文化祭ウィーク 
「高めよう 楽しもう 

そして広めようサークルの輪」 

10月 17日（月）～ 23日（日） 

「コロナ禍でも安心して楽しめる文化祭を！」 

という思いから、初めてのスタイルに挑戦します。 

１週間をかけて、ゆっくりと各サークルの練習や発表

を楽しんでいただけたらと思います。 

★ミニ発表会

★展示

いこいの家で素晴らしい作品を多数展示します。

ご来場をお待ちしています。

※展示は 22 日（土）に終了します。

裏面に１週間のスケジュールを載せています。

時間や場所を確認の上、ぜひお越し下さい。

mailto:kotabe134@jcom.home.ne.jp
mailto:gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp


 

⚫ 水彩画パステル

⚫ パソコンサークル

⚫ こども習字

⚫ 実用書道・はがき絵

上記 4サークルは 

17日～22日 15時まで 

いこいの家で作品展示しています。 

※時間は見学可能時間になります。お越しの際はマスク着用し、スリッパ・靴袋はご持参下さい。

文化祭ウィーク サークルミニ発表会
館内サークル

10月 17日(月) 19日(水） 20日(木) 22日（土）

場所 講堂・学習室 講堂・学習室 児童等集会室 地域団体室 講堂・学習室 講堂・学習室 講堂・学習室 地域団体室 講堂・学習室

体験可

体験可

体験可 体験可

体験可

体験可

ピラティス②

13:40～14:30

ラージボール

倶楽部

13:30～15:30
コーラス・

カトレア

15:30～16:30

18日(火) 21日（金）

遊・太極拳

11:00～11:15
ピラティス①

10:30～11:30

実用書道・

はがき絵

10:00～11:30

午

前

すこやか

手話ダンス

14:30～15:30
新舞踊

コスモス会

16:00～16:15
キシェル

ダンス

17:30～18:00

プティ・

バレリーナ

18:00～18:30無門塾

空手教室

18:00～19:30

囲碁クラブ

13:00～16:00

小田部カラオケ

教室

13:00～15:00

みんなでヨーガ

13:30～14:45
囲碁クラブ

13:00～16:00

午

後

小田部そば教室

10:00～11:00

ムツミアロハ

フラ教室

11:00～11:30

こども習字

17:30～18:30

10月 17日(月) 18日(火) 21日(金)

場所 小田部小体育館 小田部小体育館 小田部小体育館 小田部小校庭 小田部中央公園 小田部小体育館 小田部小体育館 小田部小体育館 小田部小体育館 小田部中央公園 小田部小校庭 小田部小体育館 小田部小体育館

体験会 体験会 体験会

体験会

館外サークル　

小田部リトルケイ

ジャーズ男子・女子

(小学生バスケ)

17:00～19:00

22日(土)

小田部グラウンド

ゴルフさわやか会

10:00～12:00

午

前

午

後

S4

（4人制ソフトバレー）

19:30～21:30

小田部空手道

17:00～19:00

R.S小田部

(バトミントン)

19:30～21:30

19日(水）

小田部リトルケイ

ジャーズ男子・女子

(小学生バスケ)

17:00～19:00

小田部南FC

(小学生サッカー)

17:00～19:00

小田部SMB

(ソフトバレーボール)

19:30～21:30

小田部南FC

(小学生サッカー)

10:00～12:00

早良テコンドークラブ

18:00～20:00

小田部ビーチ

ボールバレー

19:30～21:30

ＫＧクラブ

(ソフトバレーボール)

19:30～21:30

20日(木)

小田部リトルケイ

ジャーズ男子・女子

(小学生バスケ)

10:00～12:00

小田部グラウンド

ゴルフさわやか会

9:00～11:00

小田部リトルケイ

ジャーズ男子・女子

(小学生バスケ)

17:00～19:00

ＦＢジュニアバトン

17:00～19:00

SJC

(ソフトバレーボール)

19:30～21:30

小田部婦人バレー

19:30～21:30

23日（日）

PTAバトミントン

14:00～18:00

PTAバトミントン

13:00～15:00

小田部太鼓

18:00～19:30
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