
 

  

歩こう会 
10 月 15 日（土）7：00 

公民館エントランス集合 
心地よい朝の時間。1 時間ほど歩きましょう！ 
はじめての方、大歓迎です。 

共催：校区健康づくり実行委員会、福岡市スポーツ推進委員 

No. 467 号  
令和 4 年 10 月 1 日 

みてみぬふり そんなあなたも いじめと一緒 
(令和 3 年度人権標語入選作品) 

(乳幼児ふれあい学級) 

スマイル広場＆しかたっこランド

『ちびっこ運動会

』 

10 月 17 日 (月) 10：00 ～12：00 
しかた保育園の保育士さんといっしょに、おもいっきり 
からだを動かしましょう！ 
保護者といっしょのプログラムも予定しています。 

場所：四箇田公民館 講堂 
対象：就学前の乳幼児と保護者 
定員：10 組 

※お申し込みをお願い致します。
お電話または右 QR コードよりお申し込みください。
応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
申込み〆切：10 月 10 日(月)

新型コロナウィルスの感染状況により事業内容の変更・
中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

(地域包括ケアシステム関連講座) 

カフェしかた

『なくそう偏見 コロナ差別について考える』 
10 月 11 日 (火) 13：30～15：00 

みんなが不安になっている今こそ偏見をなくしましょう。 
長引いているコロナ禍を人権問題から学習します 

場所：四箇田公民館 講堂 
講師：早良区生涯学習推進課 伊藤 圭子さん 

共催：四箇田公民館、校区自治協議会、校区民生児童委員、 
早良第 6 いきいきセンター、さわら南よかとこネット、 
早良区保健福祉センター、早良区社会福祉協議会 

(高齢者地域参画支援講座) 

しかたカレッジ 

『秋の歴史探訪 福岡城址・鴻臚館跡コース』 
10 月 13 日 (木) 9：30 ～11：30 (予定) 

「福岡市観光ボランティア」さんの案内で、福岡の歴史を
“深”発見！1 時間程度歩きますので動きやすい服装、 
履きなれた靴でお越しください。 

定員：20 名  ※お申し込みをお願いします。 
申込み〆切：10 月 8 日(土) 

応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 
参加費：500 円 当日ご準備ください。 

※現地までの交通費は各自ご負担となります。
※詳細はお申し込み時にお伝えします。

のびのび体験クラブ 

『 』 

11 月 3 日(水・祝)  9：00 
対象：四箇田校区在住の小学生 

集合場所：四箇田公民館  
詳しくは四箇田小学校配布のプリントをご覧ください。 
「かなたけの里公園」まで歩いていきます。 
コロナウィルス感染防止の観点から、今年度も

小学生対象とさせていただきます。ご了承ください。 

共催：四箇田アンビシャス広場委員会、四箇田小学校 PTA 
 校区健康づくり実行委員会、校区青少年育成委員会 
 校区体育振興委員会  

(地域の担い手パワーアップ講座) 

ともてらす早良 collaboration 

『ナマステさわら in四箇田公民館』 
11 月 5 日(土)  10：00～12：00 

チャイを飲みながら小さな国際交流！インドヨガの

体験会も予定しています。福岡で学んだ元留学生が大

活躍！インドのことならなんでもお答えします。

場所：四箇田公民館 講堂 

講師：クマル・ダルメンドラさん ほか 
定員：20 名 ※お申し込みをお願いします。 
申込み〆切：10 月 22 日(土) 
応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 

共催：ともてらす早良

共催：ともてらす早良

田んぼの畦道や川土手に群生している彼岸花。

長い茎の先端に極楽をイメージさせる真っ赤な花

に目を引かれますが・・・あれ？ 葉っぱが見当た

りません。不思議に思って調べてみると・・・ 

彼岸花は花が咲き終わると球根から細長い葉が

出てきます。でも春になると葉は枯れてしまうの

で「ハミズハナミズ（葉見ず花見ず）」とも呼ばれ

るんですって。暑い夏の間は土の中で花を咲かせ

る準備をしていたのですね。 

世の中は知らないことだらけ。 

見たり👀 聞いたり👂 体験したり✋ 

公民館事業が皆様の生涯学習の 

お手伝いになれば嬉しいです。 

嬉しいです。

🌷 しかたチューリップガーデン 🌷 
好評につき今年もオーナーさんを募集します。 

お家にある植木鉢を持って来ていただければ OK！ 

準備ができしだいご案内いたします。 



  

 

10 月 20 日(木)17：00 までに会議等で 
ご利用の申請がない場合は臨時休館とさせて
いただきます。

【10 月臨時休館日】 
10月 30日 (日) 

四箇田公民館文化祭 2022 
１１月２３日（水・祝）～２７日（日） 

8 月 20 日のびのび体験クラブは「キラキラ夏の天体観測」。 

あいにくの悪天候で、みんなが楽しみにしていた望遠鏡での観測はできませんでしたが、

渡邊、上原両講師よる講話で「星座と神話の話」、「身近な星である太陽や月、火星」につ 

夏の終わりはキラキラ… 

母子巡回相談 
11月 7日（月）13:30～ 
四箇田公民館講堂 

事前予約制となります。 
10月 24日(月)より受付を行います。 

★ご予約・お問合せ先

早良区保健福祉センター 

TEL：092-833-4363 
FAX：092-833-4349 
保健師さんなどへの相談もできます。 

お気軽にお申し込みください。 

いてまなびました。太陽と地球との比較で

はビーチボールなどを使って説明いただ

きました。距離と大きさがあまりに違いす

ぎるのにびっくり！地球からかなり離れ

ているにもかかわらず、この夏の暑さとい

ったら…太陽のパワー恐るべし。 

後半はクイズ大会で大盛り上がり。講話 

をしっかりと聞いていないと分からない

問題でしたが、みんな優秀な成績でした。 

夜間の講座にもかかわらず、フォローいた

だいた四箇田小学校ＰＴＡの方々、ありが

とうございました。 

作品展示        
三校区（金武・入部・四箇田）合同発表                 
四箇田公民館サークルステージ発表                
スポーツ体験＆実演会               

※詳細は来月号に掲載します。 たくさんの方のご来場をお待ちしています！

★展示作品を募集します★

【対象】 どなたでも参加できます。

【内容】 書道、絵画、写真、手芸、工作など お一人様 ２点まで

※準備の都合上 １１月１日～１４日の間に出展をお申込みください。

お申し込み先 四箇田公民館 ８1１－２１８０（９：００～１７：００） 

※作品は２０日(日)午後～２２日（火）までに ご持参ください。

【共催】 四箇田校区自治協議会 

四箇田公民館 （２３日～２７日） 
ともてらす早良 （２３日） 
四箇田公民館 （２6日） 
四箇田小学校体育館 （２７日） 
日

テーマ 「ハープ・ギター癒しの演奏会」

～幸せにいきるために、大切なものは～ 

演者 ミュージックあとりえ 

temitelu“てみてる”さん   

日時 10月 27日(木)13：30 ～15：00 

会場 早良市民センター ４階ホール 

受付 10月 5日(水)より 

令和４年度 早良区人権講座のごあんない 

テーマ 「障害をもつ方々の声は

社会を明るく強くする」 

講師 NPO法人社会生活介護事業所 

福祉作業所「そら」 

統括管理者 土師 愼午さん   

日時 11月15日(火)13：30 ～15：00 

会場 早良市民センター ４階ホール 

受付 10月 24日(月)より 

上記、2講座とも手話通訳、要約筆記あり。事前申込みが必要です。 先着各 200名 

★お申し込み・お問合せ先 早良区生涯学習推進課TEL：092-833-4401

主催：早良区人権啓発連絡会議・早良区役所 

校区リサイクルステーションより 

厳しい暑さも去り、衣替えのシーズンに
なりました。タンスや押し入れの整理・片

付けの際、リサイクルできるものがござ
いましたらぜひステーションへお持ちく
ださい。再生可能資源を大切に。。みなさ
まのご協力をよろしくお願い致します。 

※綿入りのものは不可です。

再生可能資源を大切に。。みなさまのご協
力をよろしくお願い致します。

四箇田公園前 (ともてらす早良東側) 

【開所時間】 
水・土・日曜日 9：00～17：00 

！ ！ 

※衣類はビニール袋に入れ、ボタン・ファ
スナーは外さないでください。
※綿入りのものは不可です。


