
毎年、応募多数の「森であそぼう」 今年も開催いたします！ 

対象は小学生のみ。 子どもを優先しますので、保護者は参加できません。 

詳しくは後日、田隈小に配布するチラシをご覧いただき、お申込み下さい。 

先着順ではありません。 締切日までに必ずお申込み下さい。 

たぐまカレッジ -田隈公民館 講堂-

◆ 貯 筋 体 操 ②

【日 時】１０月７日（金）１０:００～ 

【定 員】先着３０名（要予約） 

【講 師】国平 知允さん（ももち体育館 スポーツ指導員） 

【持ち物】お茶・マスク 

◆ スマホ教室（初心者向け）

【日 時】１０月２１日（金）１０:００～ 

【定 員】２０名（要予約） 

①先着１２名→スマホを使いこなせていない方（スマホ持参）

②先着 ８名→いつかスマホにしたいと思っている方

（スマホの貸出しあり）

【講 師】ドコモショップ野芥店店長 田中さん 

【持ち物】お茶・マスク・スマホ（ある方） 

◆ 吉野ヶ里歴史学習＆勾玉
まがたま

作り（バスハイク） 
※今年度のカレッジに参加している方が優先です

【日 時】１１月４日（金） ※雨天決行 

【時 間】公民館に 集合→８:４５（時間厳守） 

 出発→９:００ 帰宅予定→１６:００ 

【内 容】吉野ヶ里遺跡公園（現地ガイドによる学習） 

→昼食→勾玉作り体験→公民館

【参加費】２,０００円（入場料＋昼食代込） 

【定 員】３５名（応募多数の時は抽選） 

【持ち物】お茶（お茶の配布はありません） 

エプロン（勾玉作りで使用）・マスク・雨具

【締切日】１０/２０(木) 

各講座申込先：田隈公民館 

プラバンでキーホルダーを作ろう！
【日 時】５月２８日（土）１０:００～１２:００

【場 所】田隈公民館 講堂

【定 員】先着３０名（定員になり次第受付終了）

【参加費】１００円

【持ち物】すいとう・マスク

下絵又は書きたい絵の見本になる物

１０センチ×１５センチ程度

【締切日】５月２０日（金）【問合先】田隈公民館

たぐまミニ図書館 －田隈公民館 児童等集会室－ 

📖気楽に気ままに読書タイム📖 
（土曜日の１３時～１６時は児童室を開放しています） 

さわやかな秋晴れの日が続く１０月。 

スポーツ、食欲、読書の秋となりました。何をするに

も絶好の季節ですね。

今月は、辻村深月さんの『噓つきジェンガ』。詐欺をめ

ぐる３つの物語。騙す側、騙される側、それぞれの心理を

巧みに描く小説集です。 

報道カメラマン 宮嶋茂樹さんの『ウクライナ戦記 不

肖・宮嶋最後の戦場』では、テレビでは伝えられないウク

ライナの現状を、写真と文章で私たちに教えてくれます。

また、寄贈本がありました。今映画上映されている川村

元気さんの『百花』。認知症を患った母親と、その息子との

物語は優しくて切なくて壮絶な話です。感謝。 

＊子ども料理教室＊ 対象：小学３年生以上

今月の料理は…『ｍｙ 弁当作り』 

日 時：１０月８日（土）１０:００～ 

場 所：田隈公民館 講堂 

定 員：先着２０名（定員になり次第受付終了） 

参加費：２００円 

持ち物：お弁当箱（いつも使っているもの）・持ち帰り用袋 

すいとう・エプロン・三角巾・マスク・タオル 

申込先：田隈公民館のみ（月曜～土曜の９時～１７時）

１０月５日（土）開催 「秋の天体観察会」の 

当選者には、ハガキを郵送しています。 

当日は、そのハガキを持参して下さい。 

主催：田隈公民館 

共催：ジュニア・ユース育成会 

令和４年（２０２２年） １０月１日  №７ 

★主事のひとりごと★ 公民館よいとこ 一度はおいで

◎３年ぶりに ◎３年連続

バスハイク 文化祭

復活！ 中止！ 
田隈カレッジでの  １１月６日日曜日 

バスハイクが  例年小学校での 

１１月４日金曜日に！ 文化祭も 

カレッジ生３5名   替りに計画された 

多数の時抽選にて。 公民館でのミニ文化祭 

※詳細は左コーナー も中止になりました 

★乳幼児教室★ -田隈公民館 講堂-

あ り ん こ 教 室 
● 手形足型でトートバック作り＆音楽演奏♪

【日時】１０月１２日（水）１０:００～ 

【定員】親子１５組程度（要予約） 

【演奏】永井 尚子さん 

● 楽しい親子あそび＆離乳食のお話

【日時】１０月２６日（水）１０:００～ 

【定員】親子１０組程度（要予約） 

【講師】田隈保育所 

公民館臨時休館のお知らせ 

１０月２９日（土）は、利用申込がない

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。 

【申込先】 

田隈公民館 



母子巡回健康相談

【日 程】 １０月２５日（火） 

【受 付】 １３：３０～１４：００ 

【場 所】 田隈公民館 講堂 

【内 容】 身体測定・育児相談等 

【持ち物】 母子健康手帳・マスク 

★先着１２組（事前予約制）

★予約開始日→１０月１１日（火）９:００～

予約・問い合わせ 早良区保健福祉センター 

地域保健福祉課  （電話）８３３－４３６３ 

田隈公民館だより  令和４年（２０２２年） １０月 1日 №７ 裏面 

ハロウィンのかわいらしい飾りつけを、あちらこちらで見か

ける頃となりました。 今年は子ども達のかわいらしい仮装が

見られる機会がふえるといいですね。 “Trick or Treat” 

＊ １０ 月 の お す す め 絵 本 ＊ 

★ず―っと ずっと だいすきだよ  ★どうぞのいす

★そしたら そしたら ★やさいのおなか

★くんちゃんはおおいそがし ★くまくん くまくん

★ルラルさんのにわ ★おいもほり ★山のいのち

＊先月選んだ図書が、１０月５日（水）に総合図書館から届きます。 

絵本、児童書から小説、趣味の本などあります。 

気になる図書があるかなぁ？ 

１０月の公民館・校区行事予定表 
日 曜 時間 内    容 

５ 水 １９：００ 秋の天体観察会 （当選者のみ） 

５ 水 １９：３０ 自治協議会 役員会 

６ 木 １９：３０ 社会福祉協議会 役員理事会 

７ 金 １０：００ たぐまカレッジ 《他２１（金）》 

７ 金 ― 小学校前期終業式  《１１（火）後期始業式》 

８ 土 １０：００ 子ども料理教室 

１１ 火 １３：３０ 衛生組合連合会 定例会 《他１７（月）》 

11 火 １９：３０ 環境活動連絡会 定例会 

１２ 水 １０：００ ありんこ教室 《他２６（水）》 

12 水 ２０：００ 自治協議会 理事会 

１３ 木 ２０：００ ジュニア・ユース育成会 定例会 

１４ 金 ２１：００ 夜間パトロール 《他２８（金）》 

１５ 土 １３：００ 青少年のひろば フレンズタイム 

１７ 月 １０：００ たぐまウォーキングクラブ 

１８ 火 １９：３０ 男女共同参画協議会 定例会 

１９ 水 １９：３０ 学校施設開放連絡会 

１９ 水 ２０：００ 体育振興会 定例会 

２１ 金 １３：３０ 老人クラブ連合会 役員会 

２２ 土 ９：００ あそぼうクラブ（森であそぼう） 

２２ 土 １０：００ 老人クラブ連合会 定例会 

２３ 日 １０：００ 第１０回 たぐま健康フェスタ 

２５ 火 １３：３０ 母子巡回健康相談 

２９ 土 ― 公民館臨時休館日 

２９ 土 １０：００ 男性のための料理教室 

３０ 日 午前中 田隈ウォーキング＆チャレンジフェスタ２０２２ 

３１ 月 ８：２０ 社協・人尊協 視察研修会 

※状況により、中止・延期・時間変更になる場合もあります。

開催の確認は各団体、または公民館まで。

たぐま 

ウォーキングクラブ
【と き】 １０月１７日（月） 

※雨天中止

【集 合】 田隈公民館 ９:５０ 

１０時出発 

【行き先】 西南杜の河畔コース 

【持ち物】 お茶・マスク・タオル 

主催：田隈校区衛生組合連合会 

男性のための料理教室 参加者募集！ 

日頃、料理をされる機会の少ない男性の方々、実際自分で作っ

てみると、塩分や糖分をどれくらいとっているのか知るきっかけ

にもなると思います。今回は、フライパン一つで出来る献立を考

えました。どうぞ、ご参加ください。 

【日 時】１０月２９日（土） １０:００～ 

【場 所】田隈公民館 講堂 

【対 象】成人男性（高齢者、単身者、大歓迎） 

【定 員】１５名程度（要予約） 

【参加費】５００円 

【内 容】豚肉のしょうが焼き・スパニッシュオムレツ 

大根サラダ・きのこのスープ・デザート 

【持ち物】エプロン・マスク・手拭きタオル 

三角巾（大きめのハンカチで可） 

【申込先】田隈公民館 【締切日】１０月２０日（木） 

主催：福岡市早良区食生活改善推進員協議会 

高齢者お楽しみ会 

開催のご案内 

１１月５日 （土） 

１０:００～１２:００予定

田隈小学校体育館 

参加希望の方は、各町内

の回覧板もしくは、町内の

サロンにお申込み下さい。

※要予約

主催：田隈校区社会福祉協議会 

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 

《第１０回 たぐま健康フェスタ》 

体力測定＆アドバイス 
筋力・バランスが衰えていませんか？ 

簡単な測定でチェックします。運動アドバイザー

が、あなたにあった運動をアドバイス！ 

ゲームや脳トレコーナーもあるよ♪ 

【日 程】１０月２３日（日） 

【受 付】１０:００～１２:００の間 
（この時間帯で分散してお越し下さい） 

【場 所】田隈公民館 講堂 
【対 象】小学生以上どなたでも 

【持ち物】タオル・マスク着用 

【問合先】田隈公民館 

主催：田隈校区衛生組合連合会 共催：老人クラブ連合会 

田隈校区自治協議会より

今年も『田隈校区運動会』は中

止となりましたが、１０月３０日

（日）に 『田隈ウォーキング＆チ

ャレンジフェスタ２０２２』を開催

いたします！ 

詳細に関しては、各町内の回

覧板・掲示板をご覧下さい。 

田隈小学校の児童にも配布しま

すので、ぜひご参加下さい。 

お楽しみに！ 

申込不要 

参加無料 

田隈公民館の 

ブログもみてね 
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