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公民館休館日のお知らせ

校区在住の小学生・中学生対象

※兄弟児で未就学のお子さまには必ず保護者の付き
添いをお願いします。未就学児のみの参加はできま
せん。ご了承ください。

子どもの笑顔が輝く公民館に‼

【お問い合わせ・申込み：公⺠館】

10月30日(日)は休館日とさせていただきます。

講 師：博多豊一 中川昌一氏
遊食酒場ひびき 星野晋太郎氏

10:00〜13:0010/29（土）

はまっ子くらぶ
今月は10月8日(土)のみ

13:00～15:00

申 込：10月1日（土）～受付開始
定 員：先着順25名
会 費：一人500円
対 象：成人一般

小学校５年生以上（保護者同伴）参加可
持ち物：エプロン、三角巾、ハンドタオル

公民館SDGsカフェ
10月8日、22日(土)

12:00～16:00

＠公民館テラス
サークル代表者・講師会議の

ご案内
10月8日(土）10：00～11：00

文化祭（11月5日土曜日準備、6日日曜日開催予
定）についての内容となります。各サークルより
講師の方と代表者１名の方に出席いただきますよ
うお願いいたします。

主催：校区男女共同参画推進協議会・公民館

お魚のさばき方
プロから教わる

お問い合わせ・申込み：公⺠館

第４回乳幼児ふれあい教室

公民館周辺を仮装しておさんぽ。途中にポイントを設置。
スタンプ押したり、飾りカボチャにシールをぺったん！
ゲームもあるよ。雨天の場合は公民館内で行います。

主催：百道浜公⺠館、⺠⽣・児童委員
共催：にこもちキッズ

参加費無料
集合場所：百道浜公民館
定 員：乳幼児と保護者10組程度

【先着順・要申込み】
申込み：10月1日（土）～受付開始

ご来館の際には、マスク着用・
マイスリッパ持参をお願いします。

福岡市中央区長浜３丁目１１−３
（長浜２丁目バス停より徒歩２分）

場 所：福岡市鮮魚市場（現地集合・解散）

華麗な手さばきでお魚料理ができ
るようになりたいあなたへ

ハロウィンクラフト
かご作りをするよ！
作りたい方は洗濯ばさみを

５個持ってきてください。

地域包括ケア

定員：２０名程度
参加費：渡船料金往復２２００円
（衛生連から入園料の補助があります！）

持ち物：飲み物、昼食、敷物

10月28日(金)
8:45マリゾン集合
ポール貸出無料
（要申込み）
１３時現地解散予定

主催：校区衛生連合・公民館【お問い合わせ・申込み：公⺠館】

第14回百道浜校区人権標語
寄り集う友ときずなの百道浜の会

「助け合い 思いやる街 ももち浜」 深瀬 直治
「正解は 人の数だけ あるんだよ」 國井 亜希
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★子育てサロン
日 時：１０月 ５日（水）・19日（水）10:30～12:00

自由に遊べます。お友達を作りに来られませんか？
両日とも、予約で先着親子8組です。（空きがあれば当日の
参加も可。）かもめ文庫の読み聞かせ＆手遊びもあります♪

1日 土
防災定例会10:00～ 防犯定例会11:00～
自治協定例総会19:00～

5日 水 子育てサロン10:30～

7日 金 いきいきカフェ13:30～

8日 土
サークル代表者講師会議10:00～
はまっ子くらぶ13:00～
SDG‘ｓカフェ12:00～

11日 火
ふれあいサロン13:30～
人尊協定例会13:00～ 社協定例会14:00～

12日 水 にこもちキッズ15:30～

15日 土 ごみ減定例会10:00～

19日 水 子育てサロン10:30～

21日 金
いきいきカフェ13:30～ 三者会議20:15～
防犯パトロール21:00～

22日 土 SDG‘ｓカフェ12:00～

23日 日 ファミリーバドミントン大会10:00～

24日 月 ふれあいサロン10:30～

26日 水
乳幼児ふれあい教室（おさんぽハロウィン）
にこもちキッズ共催15:30～

28日 金 ノルディックウォーキング8：45～

29日 土
第3回ジェロントロジー講座「お魚のさばき方」
10:00～

30日 日 休館日

百道浜校区の主な⾏事
地域活動日程の変更・中止など、百道浜自治協議会
ホームページをご確認ください。QRコードはこちら⇒
https://www.momochi‐hama.jp

★ふれあいサロン
校区の65歳以上の方はどなたでも参加できます。

10月11日（火）『健康体操』増田順子さん

いこいの家 13：30～

※ズボン着用でフェイスタオルをお持ちください。

10月24日（月）『保健所 バランスのとれた食事』

公民館講堂 13：30～

お問合わせ：公⺠館または⺠⽣委員

防犯パトロール
⽇時：10⽉28⽇（⾦）21:00〜公⺠館前集合
「私たちの百道浜は、私たち自身で守る」を合言葉に
実施しています。

★百道浜老人クラブ
校区の60歳以上の⽅はどなたでも参加できます。

⼊会希望・お問い合わせ：公⺠館

★にこもちキッズ（未就園・未就学児と保護者 兄弟児可）

『公民館でみんなで遊ぼう』
日 時：10月12日（水）15:30～16:45 講堂
持ってくるものは水筒・タオルです。先着親子8組。参加者
大募集中です。初めての方は公民館にお電話をお願いします。

『おさんぽハロウィン』乳幼児ふれあい教室と共催 ※詳細は表面
日 時：10月26日（水）15:30～16:45 講堂

３日（月）定例会１０:００～
４日（火）公園清掃活動９:００～

１７日（月）定例会１０:００～
１８日（火）かたらん会１３:００～
２５日（火）かたらん会１３:００～
２７日（木）区労連ウォーキング９:３０～
３１日（月）いこいの家周辺草取り１０:００～

防犯推進協議会

連絡先：⽼⼈クラブ 会⻑ 村⼭090-3412-4560

地域包括ケア

主催：社会福祉協議会、⺠⽣・児童委員、公⺠館
【お問い合わせ：公⺠館】

百道浜地域情報

〈10月の予定〉

ﾀﾞｰﾂ 第1・３水曜13:30～ いこいの家
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 木曜9:00～ 百道浜東公園

日 時：10月１日（土） 19:00～ 講堂

自治協定例総会

令和４年度 第3回早良区⼈権講座

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）13:30 ～15:00（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

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）13：30～15：30（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

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）で申し込みを。
氏名（ふりがな）・電話番号・会場で参加希望の有無・後日録画
配信希望の有無・件名『第３回人権講座申し込み』又は『第４回
人権講座申し込み』を記入の上、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

体育振興会より

日 時：１０月２３日（日）10:00～12:00（9:45集合）
場 所：百道浜小学校 体育館
対 象：小学生以上
持ち物：上靴、タオル、お茶

子どもから大人までご家族で楽しめます。
1人での参加も大丈夫です。一緒にさわやかな汗を
流しましょう。毎週土曜日19：30～21：30小学校
体育館で早良区大会目指して練習しています。どうぞ
ご参加ください。 お問い合わせ・申し込み : 公民館

⽇ 時：10⽉7､21⽇㈮13:30〜16:00
場 所：公⺠館 児童等集会室 ロビー
両日とも、15:00～介護福祉士倉科先生による脳ト

レ ＆健康体操があります。

10月




