
                                                                           

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                              

 

                                                                                                                                                                                            

秋のサークル一斉清掃 

日～水曜日の活動サークル（各２名） 

日時 10月 29日（土） 9:00～ 
※集合後、各部屋へ移動していただきます。 

10  月 

令和 4 年 10月１日発行 №365  

〒819-0162 福岡市西区今宿青木１３８－１ 
TEL：806-0242 FAX：806-0271  

相手がいやなら それはいじめ  （玄洋中学校人権標語）                 －裏面につづく- 

                           

＜10月の行事予定＞ 
毎週木曜日『よかトレ（ラジオ体操）』 9:30～ 

 

新型コロナウイルス感染対策ご協力のお願い 
 利用の際は、検温の上マスク着用、手指消毒の感染対策にご協力をお願いします。水分補給には各
自飲物を持参し、こまめな換気もお願いします。また、発熱、風邪の症状のある方の利用はご遠慮く
ださい。なお、感染拡大防止のため校区および公民館事業が一部中止・延期となる場合があります。 

  

   

1 土 わくわく今塾 

5 水 今宿いきいきキッズ 

13 木 今熟はつらつ大学 

15 土 
わくわく今塾、 

今宿いにしえのあかり 

17 月 地域コミュニティ（ACP） 

19 水 子育てサロンぴよぴよ 

20 木 学校施設開放連絡会 

26 水 子育てサロンぴよぴよ 

27 木 はじめてのダーツ 

29 土 秋のサークル一斉清掃 

 
10月臨時休館予定日 

10月 31日（月） 
10月 21日正午までに利用申込が 

ない場合は臨時休館します。 

 

今熟はつらつ大学 （対象：今熟はつらつ大学会員） 

「環境と SDGs～未来のために今できる事～」 

日時 10 月 13 日（木）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 福岡市環境局環境政策課 

 

「健康講座～低栄養予防とお薬のはなし～」 

講座の間に脳トレもして心も身体も健康に… 

日時 11 月 10 日（木）10:00～11:45 

場所 今宿公民館講堂 

講師 低栄養…雪印ビーンスターク株式会社 

    脳トレ…介護ネットワーク西部 

    薬の話…調剤薬局の薬剤師 

 

はじめてのダーツ （対象：ダーツ会員） 

「ダーツに挑戦」 

日時 10 月 27 日（木）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

※室内シューズをお持ちの方はご持参ください。 

動きやすい服装で、飲物をご持参ください。 

わくわく今塾 （対象：わくわく今塾会員） 

楽しい科学実験や身の回りを観察して 

「なぜ？」を探して考えてみよう‼ 

日時 10 月 1 日・１０月 15 日（土） 

10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 福岡大学名誉教授 山口住夫 さん  

今宿校区スポーツフェスタ２０２２ 

日時 10月 2日（日） ９：３０～ 

場所 三菱電機グラウンド 

-未就園の乳幼児と保護者のフリースペース- 

日時 10 月 19 日・26 日（水） 

 10:00～11:30（入退室自由） 

場所 今宿公民館講堂 

定員 各日先着７組 （申込は公民館へ） 

※どちらか１回の申込でお願いします。 

当日空きがあれば２回目でも大丈夫です。 

ご確認ください。 

 

             

「むし歯予防のポイント」 

日時 10 月 5 日（水）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 西区地域保健福祉課 岐部保健師 

定員 先着 10 組 （申込は公民館へ） 

「あいくるさんがやってくる！」 

日時 11 月 9 日（水）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 福岡市立中央児童会館あいくる 

定員 先着 10 組 （申込は公民館へ） 

 

未就園の乳幼児と保護者対象 

～野菜を食べて元気に長生き‼～ 

日 時 10月 16日（日） 
10:00～13:00 

場 所 今宿公民館講堂 
講 師 食生活改善推進員 
定 員 先着 12名（無料） 
申込先 今宿公民館 
主 催 今宿校区食生活改善推進員協議会 

 今宿校区自治協議会 
保健福祉部会からのお知らせ 

 

今年もウォーキング&特定検診手帳を作成しました。 

公民館までウォーキングしたり、特定検診を受診して 

20 ポイント達成された方には景品をプレゼントします。 

楽しく歩いて、景品ゲット！ご参加お待ちしています。 

手帳は、公民館で配布します。 

【対象の方】 今宿校区在住の方 

【ポイントの集め方】 

〇公民館までウォーキング→１ポイント（１日１回のみ） 

〇健康診断を受診→10 ポイント 

※今年度健診（各種がん検診除く）を受けたことがわかる 

書類を公民館へ提示してください。 

【ポイント付与期間】…月末・年末年始休館日を除く 

令和 4年 10月 1日（土）～令和 5年 2月 28日（火） 

【景品交換期間】 

令和 5年 3月 1日（水）～3月 17日（金） 

※どちらも 9:00～17:00 にて対応          共催：今宿公民館 

 

【お知らせ】 

  今宿公民館長の任期(2 年)が令和 5 年 3 月 31 日で満了することに伴い、次

期公民館長候補者を選定、推薦するための会議が下記のとおり開催されますの

でお知らせします。 

なお、この会議は非公開です。 

・日時：令和 4 年 10 月 13 日（木）19 時 00 分～ 

・場所：今宿公民館 

・議題：今宿公民館特別職館長候補者の推薦について 

・非公開の理由：公民館特別職館長候補者の選定、推薦に係る会議のため 

（公民館特別職館長候補者推薦委員会設置要綱第７条の規定による） 

・推薦委員会委員（敬称略） 

氏 名 推薦団体 氏 名 推薦団体 

吉村  悟 自治協議会 隈本 芳晴 自治協議会防犯部会 

渡辺 清嗣 自治協議会 瀧井 洋輔 自治協議会環境衛生部会 

坂本 宣由 自治協議会 渡辺 勝利 社会福祉協議会 

金ヶ江 ヤエ子 民生児童委員第五民協 松本 真理子 自治協議会男女共同参画部会  

稲月 晶子 民生児童委員第五民協 栗原 絹代 公民館サークル 

・事務局：西区役所地域支援課（電話 895-7036） 

 

日時 10 月 17 日（月）10:00～12:00 

場所 今宿公民館講堂 

講師 介護ネットワーク西部・西区地域保健福祉課 

定員 先着 20 名（今宿校区在住の方）申込は公民館へ                                   

共催：今宿校区自治協議会保健福祉部会 
                    西区社会福祉協議会、第５包括支援センター 

      

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プ

ランニング）とは…ご自分の人生

において「もしも」のときのため

に、自ら望む生活について前もっ

て考える取り組みです。 

 

地域コミュニティ （対象：一般） 

 
公民館に 

新しい本が 

入りました！ 



 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

  

                                    

 

 

 

 

 

 

期日：令和４年 10 月 15 日(土) 
17:30～19:30 ※雨天の場合は 16 日(日) 

会場：大塚古墳公園 
■協賛出品：青木竹灯籠の会 
■協力：今宿校区人権尊重推進協議会・今宿校区社会福祉協議会・今宿小学校・民生児童委員・ 

更生保護女性会・保護司会・スポーツ推進委員・少年補導委員・今宿消防分団・介護ネットワーク西部・

子育てサロンぴよぴよ・食生活改善推進員協議会・今宿プロジェクト・松寿苑 

西区今宿西１丁目 26 
今宿バイパス沿い北側 

～秋の夜のひと時を みんなで楽しみましょう～ 

今宿いにしえのあかりは、古墳公園を会場に地域の交流イベント
として計画されました。校区の皆さんのご協力により出来た紙パック
灯籠で浮かび上がる絵模様と協賛出品の青木竹灯籠のコラボによ
る幻想的なキャンドルナイトです。一緒に盛り上げてくれる玄洋中学
校吹奏楽部アンサンブルの演奏もあります。 

★点灯作業（17:30～）にもご参加ください。 

  その際、長い着火ライターをお持ちください。 

 

 

◆◆◆ 芸能発表 ◆◆◆ 

11月 6日（日）10:00～12:30 

場所：今宿小学校体育館 

【出演】玄洋中学校吹奏楽部、 

ダンス、日舞、カラオケ etc. 

※体育館内での飲食はできません。 

※運動場に駐車場を設けております。 

運動場の南側の門より 

お入りください。 

 

◆◆◆ 作品展示 ◆◆◆ 

11月 5日（土）13:00～16:30 

11月 6日（日） 9:30～12:00 

場所：今宿公民館 

【展示】洋画、水墨画、写真、工芸 etc. 

※駐車場に限りがあります。 

できるだけ、徒歩・自転車での 

来場をお願いします。 

今宿校区自治協議会・今宿公民館 主催事業 

お 願 い  

〇スリッパ、下足袋は各自 

ご準備ください。 

〇マスク着用、検温、手指消毒等 

感染対策にご協力ください。 

〇来場状況により入場制限を 

行う場合があります。 

  


