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10月の臨時休館のお知らせ

10月29日（土）、利用申し込み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、10月19日(水）17時までに
ご連絡をお願いします。

高齢者教室
★10月20日（木）

乳幼児ふれあい学級（0～3歳児親子対象）
★10 月11日 （火）10:00～12:00

中村シキミ先生の「楽しい食育」

★10 月18日 （火）10:00～12:00
あいくる「出前児童館」

甘くてホクホクのさつまいもを自分の手で掘って
みませんか？ 親子での参加もできます。

 と き 10月30日（日）9時 30分 大原公民館集合

 ところ

有田小学校南側の畑まで歩いていきます。

 参加費 520円(芋代として)

 持ってくるもの スコップ、軍手、水筒

 定員 先着35名

※申し込み：小学校で配られる申込書に

参加費520円を添えて公民館に提出ください。

※申し込み締め切り：10月16日（日）

芋ほりに行こう！

母子巡回健康相談
10月27日（木）

受付時間 13：30～14：00
場所 公民館 講堂

電話での事前予約制になります。
参加希望は10/13のAM9：00より受付開始です。
早良区保健福祉センター 地域保健福祉課
電話：833‐4363 FAX：833‐4349

公民館文化祭
「ふれあいまつり」のご案内

11月26日（土）
バザー販売（持ち帰りのみ）

11月27日（日）
ステージ発表

作品展示・・・11/1～11/27 （館内）
詳しくは11月号でお知らせします。

バザー出店しませんか?
フリーマーケットや食バザー（持ち帰り
のみ）など、お申し込み・お問い合わせ
は公民館まで。

日本最大級の石造りアーチ水路橋見学
（バス研修）熊本県上益城郡山都町「通潤橋」

集 合 8:30 天国社駐車場

参加費 （会員）2,700円
（会員以外）3，000円
【食事代、バス代の一部として】

※参加を希望される方はお金持参で、

公民館事務所に10/12までに
お申し込みください。

一人一花運動関連講座
「秋の寄せ植え」

日 時 10月16日（日）10:00～12:00
場 所 大原公民館 講堂
講 師 中村シキミさん
材料費 500円
申し込み締め切り 10月9日（日）
※材料の手配のため事前にお申し込みください。

定員 25名
先着順とさせていただきます。

パワーアップ事業
「1から学ぶZOOM講座」
日 時 10月15日（土）13:30～15:30
場 所 大原公民館 講堂
講 師 パソコンサークル講師

青木 岳さん
参加費 無料

事前にお申し込みください。
定員 25名
先着順とさせていただきます。

親と子の料理教室
日 時 10月30日（日）10:00～12:00
場 所 大原公民館 講堂
対象 小学3年生まで 先着10組
参加費 大人200円 子ども100円
持ってくるもの エプロン・三角巾

ハンカチ・水筒
〆切 10月15日（土）材料の手配のため

公民館に事前にお申し込みください。
主催 福岡市早良区食生活改善推進委員会



サロン

校区リサイクルステーション
利用上の注意

【利用時間 9:00～17:00】
回収品は紙のみです。それ以外は出さないでください。

段ボール類は箱のまま出さないでください。

回収品はひもで十字に縛ってください。

老人クラブ

10月の行事予定
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1日(土) 9：00～ フラワータウン（大原小西門）
12：30～ 青パト委員会
14：00～ おおはら元気かい
18：00～ 自治協議会（役）
19：30～ 自治協議会運営委員会

2日(日) 校区運動会
5日(水) 16：30～ すまいるキッチン
7日(金) 19：00～ 交通安全推進員会
11日(火) 19：00～ 男女共同参画協議会
14日(金) 19：30～ 子ども会育成連合会
15日(土) 10：00～ 人尊協研修啓発部会

19：00～ 校庭・体育館開放（運）
19：30～ 体育振興会

19日(水) 16：30～ すまいるキッチン
21日(金) 19：30～ 青少年育成連合会
24日(月) 10：00～ 老人クラブ連合会
27日(木) 19：00～ 無灯火0運動
28日(金) 19：00～ 環境美化部会

3日(月) 10：00～ 花みずき会（原団地集会所）

8日(土) 10：00～ ひまわり会
20日(木) 10：00～ 芙蓉会

3日(月) 10：00～ サロン瞳会（買い物ツアー）
6日(木) 10：00～ サロンつくしの会（原団地集会所）

12日(水) 10：00～ サロン瞳会
13日(木) 13：00～ サロン3丁目
20日(木) 10：00～ サロンつくしの会（原団地集会所）

13：00～ サロン3丁目
22日(土) 13：00～ サロン3丁目
26日(水) 10：00～ サロン瞳会

区役所に行かずに手続き
公民館でマイナンバーカードの申請をすると郵送で受け取れて大変便利です
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10月27日（木）9：30～12：30
【 会 場 】 大原公民館 講堂
【 対象者 】 早良区に住民票のある方
【事前予約期間】 10月10日～10月24日 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】福岡市ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ出張ｻﾎﾟｰﾄ受付ｾﾝﾀｰ

TEL 092-260-3590
FAX 092-272-2312

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。
早良区生涯学習推進課へ電話（Tel 833-4401）
で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

老人ホームなどの
入居権を譲ってという

電話は詐欺です

●実在する企業名などを名乗り「高齢者施設の入居権を
譲ってあげてほしい」などと持ち掛ける不審な電話がかかってきた
という相談が、寄せられています。このような電話は詐欺です。
相手にせずすぐに電話を切ってください。
●話を聞いてしまうと、さまざまな口実で金銭を要求されます。
一度支払ってしまうと取り戻すことは困難です。不安に感じても
話をうのみにせず、絶対にお金を払わないでください。
●少しでも疑問や不安を感じた場合には
お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
（消費者ホットライン 188）。


