
 

 

令和４年 １０月号 た し ま 公民館だより 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
裏面もご覧ください 

 

◇公民館利用の際は、マスクの着用をお願いします。  

◇新型コロナウイルス感染拡大防止の為、事業等が中止となる場合がございます。 

  

カフェたしま        （九電出前講座） 

  IH体験教室：どら焼きをつくろう！ 
日時／１０月１８日(火) 1３時 30分～1５時 
定員／１５名(先着順) 

持参／エプロン・三角巾 

 

ほっと・タイム・たしま    （花王出前講座） 

くらしキレイ 洗たく講座 
絵表示の見方や洗剤の効果的な使い方など、 

知って役立つ衣類のお手入れ方法をご紹介。 

日時／１０月２８日(金) １０時～１１時 30分 
講師／奥村 千春さん    定員／２０名(先着順) 

 

親子Deチャレンジ 

子どもの心・大人の心 
～コロナ禍で見えてきたものって？～ 

日時／１０月２９日(土) １０時～１２時 
講師／吉村 伊織さん 

定員／２０名(先着順) 

 

 

田島セミナー  （城南市民カレッジ歴史講座） 

中国史研究者の 

現地調査から見る現代中国 
日時／１０月３１日(月) １０時３０分～１２時  
講師／山根 直生さん（福岡大学人文学部歴史学科教授） 

定員／ ２５名（先着順） 

 

たしまっ子集まれ！    （共催：子ども育成部） 

おもしろ理科教室 
日時／１０月２３日(日) １０時～１２時  
講師／荒瀬 尚三さん 

対象・定員／小学生  １５名（先着順） 

材料費／ １００円  持ってくる物／水筒・タオル 

 

 

  

○B  

○C  

○D  

○F  

○G    

○H    

○I    

ふれあい学級【会員制】     バスハイク 

世界遺産の天草・崎津集落の散策 

開催日／１１月１８日(金) 集合時間／8時２0分 

集合場所／筑肥新道（とうじょうクリニック付近） 

参加費／4,700円 
定員／２５名（先着順）  

申込締切／10月 31日(月) 

※必ず申し込みが必要です。 

 

○K    

カフェたしま 

   作ってみよう！季節の折り紙 
お茶を飲みながら、『秋の折り紙』を楽しく折ります。 

日時／１０月１１日(火) 1３時～1５時 
定員／２０名(先着順) 

 

地域を支える人材発掘事業 

公民館ハジメノイッポ 
◎日曜日 10時～12時   4回シリーズの講座を開催します。 

地域で学びたいことや何かやってみたいこと 

仲間を見つけ公民館を活用した企画を考えてみませんか？ 

定員／10名(先着順) 

日 程 内 容 

1０／３０(日) オリエンテーション 

11／6(日) 田島校区にあったらいいなを考えよう 

1１／13(日) 田島公民館でやってみたい！の企画づくり 

1１／２７(日) 発表会 

 

○A  

ふれあい学級 

干支の置物陶芸〔卯〕 
日時／１０月２１日(金) １０時～１２時 
講師／尾﨑 瑠理さん（陶工房ななかまど） 

定員／30名（先着順） 材料費 1,000円 

◎会員の方も申込みが必要です。 

 

カフェたしま 

劇場から見る 

福岡の演劇の歴史(戦後) 

日時／１０月２５日(火)13時30分～15時30分 

講師／柴山 麻妃さん（演劇評論家） 

定員／２０名(先着順) 

 

ICT活用講座   （ドコモ出張スマホ教室） 

スマホ教室 基本編 
 

日時／１０月３１日(月)１３時３０分～１５時３０分 

定員／１５名（先着順） 

 

○E  

・カメラの撮り方・QR コードの使い方・アルバムの見方 

・インターネット検索・ホームページ閲覧・ブックマークの登録 

○J    

○A ～○K 申込み受付は１０月 1日(土)からです。 

申込みは電話か窓口で  TEL：８２２－０３０７ 

受付時間：9時 30分～１６時３０分  締切：定員になり次第（先着順） 

 

１０月 8 日(土) 
作品展示会 １０時～１６時 

参加体験イベント １０時～１５時 30分 
参加体験イベント 

時 間 内 容 場 所 定 員 
(先着順） 

①10時～12 時 
ダーツで遊びましょう！        
 ダーツゲームを楽しもう 

ホール 
小学生～大人

20 名 

②13時～14 時 

③14時 30 分～15時 30分 

フラダンス体験教室 

子どもも大人も let’s ダンス 
ホール 

小学生～大人

各 10 名 

④10時～11 時 

⑤11時～12 時 
書道体験：月光 

美しい線を学び輝く月を書こう 
学習室 

幼児～大人 

各 10 名 

⑥10時～11 時 

⑦11時～12 時 

よみきかせ 

エプロンシアター・わらべ歌・ 

ペープサート・素話 

児童等集会室 
幼児～小学生

各 15 名 

⑧13時～14 時 

⑨14時 30 分～15時 30分 
eスポーツを体験しよう！ 

ビデオ・モバイルゲームにトライ 
児童等集会室 

小学生～大人

各 10 名 

 
★①～⑨申込み受付は９月２６日(月)からです。 

申込みは電話か窓口で  TEL：８２２－０３０７ 

受付時間：9時 30分～１６時３０分  締切：定員になり次第（先着順） 

 

１０月９日(日) 
作品展示会 １０時～１６時 

みんなのステージ １０時～１５時 

みんなのステージ 

 
 時 間 出 演 

１ 10時～10時 10分 人権標語・イラスト表彰式 

２ 10時 10分～10時 30分 カントリーダンス 

３ 10時 40分～11時 フォークダンス 

４ 11時 10分～11時 30分 フラダンス ローズマロウ 

５ 11時 40分～12時 コーラス クワイア 

６ 13時～13時 30分 カラオケ 美空会 

７ 13時 40分～14時 いこいの家 舞踊教室 

８ 14時 10分～14時 30分 真美ジュニアダンス 

９ 14時 40分～15時 フラダンス パウハナ 

 

作品展示会 

公民館サークルや 

校区のみなさん、 

田島小児童や 

友泉中美術部の 

すばらしい作品を 

ご覧ください‼ 

 

 

★
み
ん
な
の
ス
テ
ー
ジ
は
整
理
券
が
必
要
で
す
。
観
覧
を 

希
望
さ
れ
る
方
は
、
公
民
館
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 

書道・絵画 

タペストリー 

キルト 

編み物 

小物…etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

お 知 ら せ ！ ！        

 

       

 

TEL：８２２－０３０７ 

FAX：８２２－６９０７ 
福岡市田島公民館 城南区田島３丁目７番２９号   

 
広げよう 人にやさしい 町づくり 

１０月 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈社会福祉部のお知らせ〉 

子育て交流サロン さくらんぼ 
１０月開催日／５日・1２日・１９日・2６日 

第 1～４水曜日 １０時～１２時  ホール、学習室 

就園前のお子さんとパパ・ママ・祖父母・妊婦さん！ 

自由遊びなどお気軽に！ 

子どもが大好きなボランティアさんが待っていますよ～

☆ 

 

〈郷土史研究会のお知らせ〉 

 樋井川河口と田島の話 
（先史～近世） 

語りべ：紫垣 義憲さん 

開催日／１０月１４日（金）10時～12時 

場 所／田島公民館 ホール 

定 員／27名(先着順) 

◎申込みは、１０月 1日(土)から 

受付を開始します。  

受付時間／9時 30分～1６時３０分 

申込方法／窓口か電話（８２２－０３０７）     

締め切り／定員になり次第（先着順） 

 
１0月のたしま歩こう会 

弥生の遺跡と赤いソバの花 

     吉野ヶ里歴史公園 
開催日／１０月 30日（日） 

集  合／9時 40分 博多駅みどりの窓口前 

雨 天 中 止 

   たしま校区献血 ２０２２ 
開催日／11月 7日（月） 

場  所／田島公民館 ホール 

受  付／10時～12時  

13時～15時 30分 

ご協力よろしくお願いいたします。 

 

〈健康づくり推進部のお知らせ〉 

たしま健康講座 ２０２２ 
認知症予防体操と家でも出来る 

スロージョギング 

開催日／1０月１7日（月）10時～12時 

講  師／福岡大学助教授 古瀬 裕次郎 先生 

場  所／田島公民館 ホール 

定  員／ 35名（先着順） 

◎申込みは、１０月１日(土)から 

受付を開始します。  

受付時間／9時 30分～1６時３０分 

申込方法／窓口か電話（８２２－０３０７）     

締め切り／定員になり次第（先着順） 

 

１２日は、よみきかせの日です。 

読み聞かせ／うさぎのしっぽ 

時 間／1１時～11時 30分 

場 所／児童等集会室    

定 員／5組(先着順) 

 
コスモスカフェへのおさそい  
スポーツの秋・食欲の秋 

からだを動かしましょう！ 

お  話／大畠啓史さん（理学療法士・整体師） 

開催日／１０月２９日（土） 

１３時 30分～１５時 30分 

場所／田島公民館ホール  定員／３０名 (先着順)  

 

ふれあい城南フェスティバル 
「ここからつながる まちの絆 ～城南区誕生 40周年～」を  

テーマに、校区団体による食バザーや、大学・高校 

などによる遊びやものづくりの体験コーナー、福岡県 

警察音楽隊の演奏、福岡市科学館のサイエンスショー 

など子どもから大人まで楽しめるイベントを開催します。 

みなさまのご来場をお待ちしています。 

■日時 １０月３０日（日）  

午前１０時３０分～午後４時 

■会場 城南市民センター（城南区片江五丁目３番２５号） 

      九州電力社員研修所（城南区松山一丁目３番１号） 

■主催 ふれあい城南運営委員会、城南区役所 

企画共創課  電話８３３－４０５３ ＦＡＸ８４４－１２０４ 

 

◇田島公民館ブログ◇ 
 公民館や地域の情報満載です！ 

◇開催した講座の様子 

◇公民館を彩る花々 

◇本のへやからこんにちは 

◇地域からのお知らせ 

ときどき覗いてみてください★ 

 

 
↑こちらから 

ご覧いただけます。 

 

□A□B 申込みは、１０月 1日(土)から 

受付を開始します。               

受付時間／9時 30分～1６時３０分 

申込方法／窓口か電話（８２２－０３０７） 

締め切り／定員になり次第（先着順） 

 

 

 

児童等集会室で、静かに 

本を読みませんか。 

1日(土)・１２日(水) 

１５日(土)・１９日(水) 

14時～16時 （10名まで） 

 

１０月の本のへや 

 

おりがみのへや 

 2２日（土）14時～16時 

小学生～大人 10名（先着順） 

「秋のおりがみ 」を折ります。 

 

◇１０月の臨時休館日◇ 
１０月３０日（日）は利用申込みがない時は 

臨時休館します。この日に利用を希望される場合は 

１０月２０日(木)17時までに申込みをお願いします。 

 

 

□A  

□B   

 

 

田島セミナー   地域みんなで認知症予防！ 

運動から始める認知症予防教室 
目的／日常生活の中で行える認知症予防のための食事、 

お口のケア、運動など健康習慣の習得を目指します。 

場所／田島公民館 ホール 

対象／田島校区の方優先・近隣の方 

※介護保険サービスを利用していない 65歳以上の方 

※全 4回参加できる方、申込み多数の場合、田島校区の方優先 

定員／20名（先着順） 時間／10時～11時30分 

日 程 内 容 

11／21(月) 認知症予防の話 

運動(ストレッチ・筋トレ) 

11／29(火) 認知症予防の話(口腔編) 

運動(ストレッチ・筋トレ) 

12／5(月) 認知症予防の話(栄養編) 

運動(ストレッチ・筋トレ) 

12／19(月) 頭と体を使った運動 

感染対策／・体調不良の方は参加をお控えください。 

          ・マスク着用でご参加ください。 

申込／城南区役所 地域保健福祉課（担当:川畑・戸澤・堀）

TEL：833－4113  FAX：822－2133 

１０／３（月）9時～受付開始 

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１１月４日（金） 

９時 30分～１２時 30分 

【会場】 田島公民館 ホール 

【対象者】 城南区に住民票のある方 

【事前予約期間】 １０月１７日～１０月３１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。） 

 

◎１０／１(土)から申込受付を開始します。 

〈スポーツレクレーション部のお知らせ〉 

スポーツ交流会 2022 

グラウンド・ゴルフ 
日時：2022年 11月 6日(日) 13:30受付 

会場：田島小学校グラウンド 

募集人数：小学生以上 60名 

お申し込み、お問い合わせはこちら → 

 
 

 


