
【場  所】 若宮公民館 講堂 
【講  師】 九州産業大学地域共創学部地域づくり学科   

教授 山下 永子 氏 
【対象・定員】 校区の SDGSに関心のある方 30人 

（申込多数の場合は抽選） 
【申込み】 10月１４日(金)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

 

                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 4年 10月 1日 

乳 幼 児 対 象 

※掲載の事業等は新型コロナウイルス感染症対策のため、中止になる場合があります。 

   行 事 予 定 

主催：社会福祉協議会 

 

【日 時】 10月 20日(木) 10:00～12:00 
小さなお子さんと保護者の方がほっと出来る場所です。 

子育てサロンしゃぼん玉 
申込 

不要 

本の貸出し 

小・中学生対象  

主催：わかみやアンビシャス広場委員会 

 

公民館の臨時休館日 
 10月 9日(日)臨時休館します。 

※11月の臨時休館は、27日(日)の予定です。 

【場  所】 若宮公民館 学習室 
【講  師】 整理収納アドバイザー 山田 玲子 氏 
【対象・定員】 校区の方 1０人程度（申込多数の場合は抽選） 
【申込み】 11月１０日(木)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

 

 

【場  所】 若宮公民館 学習室 
【講  師】 佐藤 玉照 氏 
【対象・定員】 校区の方 10人程度 （中学生以上） 

（申込多数の場合は抽選） 
【参加費】 500円（当日集金します）  
【申込み】 10月２５日(火)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

 

 

【日 時】 10月 1日(土)・１５日(土) 13:30～16:00 
公民館の本を貸出しています。 

 

わかみや文庫 いーよーの会 

主催：わかみやアンビシャス広場委員会 

 

★表千家茶道教室  

【日 時】 10月 8日(土) 13:00～15:00 

お茶の作法を丁寧に教えています。 

※参加費の記載のない事業は無料です。 

申込 

不要 

11/26(土） 

13：30～15：30 

11/13(日) 

10/21(金) 

1３：30～1５：０0 

10：00～12：00 

★卓 球はお休みです。 

 

学校施設利用調整会を開催します 

【日 時】 10月 17日(月) １９：３０～ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【対 象】 学校施設を利用している各サークルの代表者 

 令和４年度の文化祭は、新型コロナウィルス感染

拡大防止のため中止します。 

申込 

不要 

献血のお知らせ 

【献 血 日】 10月 17日(月) 

【受付時間】14:00～16:00 

【献血場所】 エフコープ舞松原店（駐車場） 

【主 催】 健康づくり推進会(献血推進) 

福岡県赤十字献血センター 

（新型コロナウィルス感染予防を実施しています） 

※献血カードまたは身分証明書をご持参ください 

★みなさまのご協力をお願いします 
 

低栄養予防対策講座のお知らせ 

【日 時】 10月 24日(月) 10:00～11:00 

【場 所】 若宮公民館 学習室 

【講 師】 雪印ビーンスターク㈱九州支店 

九州販売企画 伊藤 氏 

【対象・定員】 校区の方 1５人（申込多数の場合は抽選） 

【申込み】 10月１５日(土)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

【主 催】 食生活改善推進員協議会 
 

5 日(水) 高齢者サロン夢つむぎ  いこいの家 
22 日(土) 2022 秋まつり IN 若宮 若宮小学校 

 (若宮校区自治協議会・秋まつり実行委員会主催) 

 裏面もあります 

来年の干支文字(毛筆)と、色紙やひも、シールやラメ
などを使って素敵なオリジナル壁掛けカレンダーを作っ

てみませんか。 

 

 

終活に役立つお片づけ術や、日常生活に役立つ片付けの
コツなどを学びましょう。 

 

 

九州産業大学とのコラボ第２弾を開催します。いつまで
も住み続けたい、住み続けられる若宮とは…みなさんで考
えてみませんか。 

 

 

 

らくらくウォーキングのお知らせ 
【日 時】 11月 12日(土) 受付 9：30～  

※10:00公民館出発 

【コース】 公民館⇔遊歩道（多々良大橋→名島→松崎→公民館） 

  ※軽食と飲物を用意します。 

※雨天の場合は講堂での活動になります。 

【対象・定員】 校区の方 30人（申込多数の場合は抽選） 

【申込み】 11月 8日(火)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

【主 催】 健康づくり推進会 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館で申請すると、区役所に行かずに無料で手続きがで

き、カードは後日郵送で自宅に届くので大変便利です。 

予約期間に下記の受付センターへお申し込みください。 

【内 容】 

マイナンバーカードの申請受付や申請用写真撮影、マイナポ

イントの申込み、健康保険証利用申込、公金受取口座登録の

サポートなど（マイナンバーカードを既に持っている人） 

【日 時】  

① 令和４年 10月 6日(木) 9:30～16:30 

② 令和４年 11月 6日（日） 13:30～16:30 

【会 場】 若宮公民館 講堂・学習室 

【対象者】 東区に住民票のある方 

【事前予約期間】 

① 9月 19日(月)～10月３日(月) 9:00～18:00 

② 10月 19日(水)～11月 2日(水)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】 

・通知カードまたは個人番号通知書 

・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

・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。） 

 

公民館でマイナンバーカード申請受付 

 

 

 

 

【講 師】 福岡県立大学人間社会学部社会福祉学科  

准教授 奥村 賢一 氏 

【日 時】１０月２８日（金） 14:00～15:30（13:30開場） 

【会 場】 東市民センター なみきホール 

   入場無料・事前申込要（先着２００名） 

【申 込】 「東区人権セミナー参加希望」と明記し、 

申込内容（氏名（ふりがな）・電話番号・住所・メールア

ドレス・所属（一般、人尊協、自治協、公民館、PTA等）

を記入し下記いずれかの方法でお申込みください。 

・メール ： h-gakushu@city.fukuoka.lg.jp   

※件名「東区人権セミナー」 

・FAX ： 651-5097 

・はがき ： 東区生涯学習推進課 

〒812-8653東区箱崎 2丁目 54番１号  

【問い合わせ先】 TEL：645-1144 

【 行政からのお知らせ 】 

ＪＲ・西鉄千早駅前のなみきスクエア内『千早証明サービス

コーナー』では、土日祝日（12/31～1/3 と臨時休館日を除

く）も午前９時から午後８時まで住民票の写しや印鑑登録証

明書の発行をします。また、区役所開庁日（平日）の午前９時

から午後５時１５分までは、戸籍・税証明も発行します。 

来所される方の本人確認書類（運転免許証など）をご持参

ください。代理人による証明取得の場合など、詳しくは、下記

までお問い合わせください。 

・千早証明サービスコーナー 

東区千早四丁目 21-45 

TEL：674-3983／FAX：674-3974 

 

 

１１月１８日（金）から同月２４日（木）までの７日間「女性の人

権ホットライン」強化週間として、夫・パートナーからの暴力、

職場でのセクハラ、ストーカーなど、女性に関する人権問題の

ご相談を受け付けます。 

 時間は、１１月１８日（金）、同月２１日（月）、同月２２日（火） 

及び同月２４日（木）は、午前８時３０分から午後７時まで、 

１１月１９日（土）、同月２０日（日）及び同月２３日（祝）は、午前

１０時から午後５時までです。 

  電話番号は０５７０－０７０－８１０（全国共通） 

法務局職員と人権擁護委員が相談に応じます。秘密は厳守さ

れますのでどんな些細なことでも、ひとりで悩まずご相談く

ださい。 

【問い合わせ先】 福岡法務局人権擁護部 TEL：739-4151 

 

千早証明サービスコーナーのご案内 

民館でマイナンバーカード申請受付 

 

 

 

 

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間 

早証明サービスコーナーのご案内 

民館でマイナンバーカード申請受付 

 

 

 

 

令和 4年度 東区人権セミナー 第 1回人権講演会 

子どもの人権尊重と地域の役割 

～虐待防止に向けて今、私たちにできること～ 

 

住民票等の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。 

東区市民課 645-1016 

 

期間限定 
（10/1～来年3/31） 

区役所に行かずに手続き 

 

 

 

 

mailto:h-gakushu@city.fukuoka.lg.jp

