
１０月３０日（日）に 
利用がない場合には､臨時休館します。 
ご利用希望者は､１０月２０日(木)１７時
迄に早良公民館に申込をお願いします。 

公民館だより・地域情報などいち早くお
届けします。QRコードを使ってお友達に
なりませんか？ 
※QRコードは館内に掲示しています。 

    

 

 

 

 

 

   

    

 

       

     

  

  

  

 

 

 

 

公民館だより 
福岡市早良公民館 

 福岡市早良区早良２－９－３３ 

℡：804-2420 FAX：804-2448 

１日(土) 10:30 子育てひろば 

５日(水) 10:00 ふれあいサロン（西町集会所） 

７日(金）10:00 スマホ講座

８日(土）13:30 サークル文化祭実行委員会

９日(日）10:00 体力測定 

１１日(火) 10:00 シルバー教室

１３日(木) 10:30 すみれ茶話会（陽光館） 

  〃 19:30 自治協議会常任委員会 

１５日(土) 13:30 新生クラブダーツ大会 

２３日(日) 10:00 サークル文化祭〈受付 9:30～〉 

２５日(火) 13:30 腸活の話 

２６日(水) 10:00 ふれあいサロン（西町集会所） 

  〃 13:00 民生児童委員会 

２８日(金) 11:00 ロビー喫茶

３０日(日) 休館予定 

３１日(月) 10:00 簡単クッキング 

公民館ブログもご覧下さい。→ 

介護保険の活用

１０月１１日（火）10：00～ 

ところ：講堂 

講 師：さわら南よかとこネット 
ケアマネジャー 林隆一さん他

内 容：在宅介護や介護用具を学ぼう 

対 象：シルバー教室生 

子育てひろば 

ミニミニ運動会

１０月１日（土）10：30～ 

ところ：講堂 

対象者：乳幼児の親子 

講 師：サークル講師 大隣チヅ子さん 

 対 象：乳幼児親子 

申込締切：９月３０日（金）まで 

シルバ ー教室

 

※新型コロナウィルス感染拡大防止の為、主催事業が中止や延期になる場合があります。

※来館される時は、手指の消毒・検温・マスク着用などのご協力をお願いいたします。

臨時休館のお知らせ

スマホ講座

簡単クッキング 

10 月 31 日(月)10：00～ 

場所：調理室 

内容：・里芋と豚肉のゴマみそ煮 

・米粉と山芋のお好み焼き

定員：12 名 

※定員になり次第、締め切ります

参加費：４００円 

持ってくる物：エプロン・三角巾・飲み物 

・12 時にラジオ体操をしま

す。

ロビー喫茶

１０月２８日（金） 

時間：11：00～15：00 
内容：ラジオ体操 12:00～ 

体力測定 

10 月９日（日） 

今の自分の体力を知りましょう 

時間：【1 回目】10:00～11:00 

【２回目】11:00～12:00 

場所：早良小学校体育館 

内容：①握力 ②上体起こし 
③長座体前屈 ④開眼片足立ち
⑤10M 障害物歩行⑥6 分間歩行

対象：65 歳以上の方 

定員：各 20 人 

※定員になり次第、締め切ります

共催：早良公民館・健康づくり実行委員会・ 
校区体育振興会 

10 月７日(金)10：00～ 

場所：学習室 

講師：スマホ講師 田島智美さん 

内容：スマホを使った支払いの種類と方法 

 分からない事を聞く質問タイム 

対象：スマホを持っている人 

定員：1０名 

※定員になり次第、締め切ります。

サークル文化祭

10 月23 日(日)10:00～１２:00 

4 年ぶりの文化祭です。今年度はコロ
ナウィルスの影響も考え、会場は人数制
限を行いますので、ご理解をお願いいた
します。

・場所：講堂

・参加サークル
①日舞(髙岩会)②語りの会(すずの音)

③ひまわり歌謡教室④太鼓連～円～

⑤リフレッシュ体操⑥コーラスさわら

⑦チャンバラ(斗志組)⑧フォークダンス

公式LINE
ら い ん

ができました

腸活の話 

10 月2５日(火)13:30～１5:00 

～生活習慣病予防と免疫力アップ～ 

場所：早良公民館 学習室 
講師：中村学園大学栄養科学部 

准教授 田辺賢一さん 

内容：腸内環境と健康 

※区の主催講座を公民館で

オンラインにて参加できます。

定員：2０名（定員になり次第締め切ります） 



 

                                             

                                                          

「よかドック」（特定健診）を受けましょう！！ 

 市国民健康保険に加入している 40歳～74歳の方は、500円で 1万円相当の健

康診断を受けることができます。持病があり、治療中の方も受診できます。 

１．医療機関で受診希望の場合は、よかドックご案内センター（☎711-4826）

または「けんしんナビ」から実施医療機関を確認の上、直接医療機関へ予

約してください。 

２．保健所で受診希望の方は  0120-985-902で電話予約または 

WEB予約を。「けんしんナビ」でも簡単に予約できます！！ 

（予約は土日祝日を除く１０日前まで） 

ごみに関するクイズ 

①ビール

②インスタントコーヒー

③焼き肉のたれ

 環境について 
考えてみよう 

「けんしんナビ」 

マイナンバーカード申請

「体力測定」参加者募集！！

令和 4年１０月９日（日）早良小学校体育館において

「体力測定」を行います。

①握力 ②上体起こし ③長座体前屈

④ 開眼片足立ち ⑤１０M障害物歩行 ⑥６分間歩行

今のご自分の体力や筋力、改善点など数字で確認できるいい 

機会です。ぜひ お誘いあわせの上ご参加ください。 

申し込み・お問い合わせ：早良公民館 ℡804-2420 

「福岡市防災フェア開催のお知らせ」 

防災関係機関による啓発ブース展示やステージイベント 

消防車の展示などを実施します。 

【日時】令和４年 11月５日（土）10時～16時 

【場所】マリノアシティ福岡（福岡市西区小戸 2-12-30） 

【問い合わせ先】 

市民局地域防災課 092-711-4156/FAX092-733-5861 

【料金】無料 【申し込み】不要 

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 18日（火）13：30～16：30 

【 会 場 】 早良公民館 学習室 

【 対象者 】 早良区に住民票のある方 

【事前予約期間】 9月 29日（木）～10月 13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。） 

次の内、回収して洗って 

何回も使われるのは どのビンでしょう 

答えは上部中央に 

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 

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。10月5日（水）

から受付。 

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 

答え ① 

ビールやお酒などの一升びんは、リターナブルびんと呼ばれ
て、販売店が有価で引き取り、メーカーで再度びん詰めされ
て使っています。 

コンビニ交付サービスの手数料が

今なら 全て

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 

期間限定 
（10/1～来年3/31） 


