
 
 

 

 
 

 

 

 

 
  

令和４年 １０月予定 

1 土 自治協議会 運営委員会（19 時～） 

6 木 
おひさまサロン 

校庭開放調整会議 

7 金 文化祭実行委員会（19 時 30 分～） 

12 水 読み聞かせ「絵本の会」 

14 金 ぷらっとカフェいしまる 

17 月 ひまわり会 

19 水 にこにこ広場 

25 火 
公民館スマホ塾 

絵本の読み聞かせ おとな版 

26 水 
シルバー石丸大学（１回目） 

行政相談（14 時～16 時） 

27 木 
シルバー石丸大学（２回目） 

公民館運営懇話会 

28 金 マイナンバーカード申請出張サポート 

29 土 子ども講座 

30 日 臨時休館日 
 
※今月の月１回の臨時休館日は１０月３０日（日）の予
定です。１０月２０日（木）１７時までに利用申込みが
ない場合は臨時休館致します。 

おひさまサロン 
１０月６日（木）  

時 間：１０時３０分～１１時４５分 
場 所：公民館 講堂 
対 象：未就園児と保護者  
※フリースペースとなっておりますので、 
時間内であれば自由に出入りできます。 

 
主催：おひさまサロン  次回は 11 月 10(木)  

第２回 公民館運営懇話会 
１０月２７日（木）  

時 間：１９時３０分～ 

場 所：公民館 講堂  
※傍聴できます。 
希望される方は開始１５分前 
までに申し込みください。 

にこにこ広場「小児救急」 
１０月１９日（水）  

時 間：１０時３０分～１２時 
場 所：公民館 講堂 
対 象：未就園児と保護者  
※福岡市防災センターの指導で、いざとい
う時の乳幼児の救急救命法を学びます。 

 この機会にいろいろ聞いてみましょう。 
 

 次回は１１月１６日（水） 
 

石丸子ども講座「グラウンドゴルフ」 
１０月２９日（土）  

時 間：１０時～１２時 

場 所：石丸中公園（石丸２丁目） 

※雨天時は石丸公民館 

講 師：スポーツ推進委員 

内 容：グラウンドゴルフ 

対 象：校区内の小中学生 

定 員：２０名程度 

参加費：無料 

持ち物：飲み物・タオル  
※グラウンドゴルフをみんなで楽しく体験 
しよう！ 

※雨天時は公民館で遊びます！ 
 

 次回は１１月２６日（土）ラダーゲッター  

読み聞かせ「絵本の会」 
１０月１２日（水）  

時 間：１１時～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：和才 尚美 さん（地域指導者） 
対 象：未就園児と保護者  
※絵本の貸し出しもしています。お気軽に
どうぞ！ 

 

１０月の「おとな講座」はお休みです。 
１１月は、 
◎１１月２５日（金）クラフトかご作り 
◎１１月３０日（水）エコキャンドル作り 
を予定しています。お楽しみに！！ 

絵本の読み聞かせ おとな版 
１０月２５日（火）  

時 間：１０時３０分～１１時３０分 
場 所：公民館 講堂 
講 師：篠原 富美子 さん（ぶぅぶぅ文庫） 
内 容：「わたしと小鳥とすずと」 
   「つぶつぶうた」 他 
対 象：どなたでも  
※秋になりました。「金子みすゞ」や「まど・
みちお」などの詩を一緒に楽しみましょう。  

 次回は１１月２２日（火） 

公民館スマホ塾 
１０月２５日（火）  

時 間：１０時～１２時 
場 所：公民館 地域団体室 
講 師：NTT ドコモ さん 
定 員：１５名 
参加費：無料 
持ち物：お持ちのスマートフォン  
※スマホの実機を数台用意していますので、
スマホをお持ちでない方や購入を検討され
ている方も参加できます。 

シルバー石丸大学 ＜今月は２回開催＞ 
 
◎１回目 １０月２６日（水） 

「健康づくり教室 ①」  
時 間：１０時３０分～１２時 

場 所：公民館 講堂 

講 師：柴田 伊津子先生(健康運動指導士) 

内 容：「家でも運動 フレイル予防！」 

対 象：シルバー大学生  
※「フレイル」って何だろう？お話と運動
でフレイルを学び、予防しましょう！ 

※動きやすい服装でお越しください。 
※お茶は用意しております。 

 
共催：石丸校区健康づくり委員会 

 
◎２回目 １０月２７日（木） 

「交通安全教室」  
時 間：１４時～１５時３０分 

場 所：公民館 講堂 

講 師：西警察署防犯係・交通課 

内 容：詐欺被害防止講話・DVD 

    交通安全講話・DVD 

対 象：シルバー大学生  
※詐欺被害や交通事故に合わないように気
を付けるための講習です。 

※お茶は準備しています。 
 

 次回は１１月２８日（月） 

【お知らせ】  
石丸公民館長の任期（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：1０月１３日（木）１９時～ 
・場 所：石丸公民館 地域団体室 
・議 題：石丸公民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７条の規定
による） 

・推薦委員会委員（敬省略）  

氏 名 推 薦 団 体 

岡   弘 自治協議会 

河崎  進 社会福祉協議会 

小松 チカ子 

 

 

民生委員・児童委員 

寺山  一徳 まちづくり委員会 

田中  衛 人権尊重推進協議会 

吉村  浩次 体育振興会 

門司  慶子 

 

男女共同参画を進める会 

井上  正孝 青少年育成連合会 

土井  早苗 子ども会育成連合会 

光安  功 防犯委員会 

・事務局：西区役所地域支援課(電話 895-7036) 

 

 次回は１１月９日（水） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～石丸公民館～ 
 
〒819-0025 福岡市西区石丸 2-5-10 
電話：881-4983 Fax：881-4986 
✉ ishimaru108@jcom.home.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

石丸公民館 LINE 公式アカウント  
公民館だよりなど公民館の 
情報を配信しています。 
右記二次元コードより 
ご登録ください。 

今年度は校区文化祭を開催します！ 
 
公民館サークルや校区のみなさんによる、作品展示やス

テージ演芸、模擬店などがあります。 

詳しくは、後日全戸に配布しますプログラムをご覧くだ

さい。 

皆さまのお越しをお待ちしております！ 
 

期 日：11 月５日（土)・６日（日） 

展示     11 月５日・６日 

演芸・模擬店 11 月６日 のみ 

  場 所：未定  
主催：石丸校区自治協議会  共催：石丸公民館 

能古とのグラウンドゴルフ交流会 
 
毎年、春と秋に行っておりました能古公民館との 

グラウンドゴルフ交流会は、コロナウイルス 

感染拡大防止のため、今年度も中止します。 

 来年度は行けるといいですね。 

 

         
       1５．陸の豊かさも守ろう 
         

陸上生態系の保護、回復および持続可能な

利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠

化への対処、土地劣化の阻止および逆転、

ならびに生物多様性損失の阻止を図る 
 
・森林は地球上の陸地面積のほぼ３１％を占めており、私
達の生命を維持する役割を果たしています 
・目標１５には【2020 年までに、あらゆる種類の森林
の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣
化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大
幅に増加させる。】や【2030 年までに、砂漠化に対処し
砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化し
た土地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成
に尽力する。】など、１２のターゲットがあります。 

ノルディックウォーキング同好会  
・日  時：１０月１２日（水）１０時～１１時 
      ※雨天の場合は中止です。 
・集合場所：公民館 玄関前  
  ※ノルディックポールがない方でも参加できます。  
【問い合わせ先】ノルディックウォーキング同好会 

代表 吉野 澄子（070-1505-7038） 

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。 

予約期間に下記予約センターへお申し込みください。  
【 日 時 】令和４年 １０月 ２８日（金） 

９時３０分～１２時３０分 

【 会 場 】石丸公民館 講堂 

【 対象者 】西区に住民票のある方 

【事前予約期間】１０月１１日（火）～ １０月２５日（火） 

９時００分～１８時００分 

※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。） 

～しいたけ収穫祭～  
昨年２月にコマ打ちしたしいたけの収穫祭を、 
１１月に開催する予定です。 
詳しくは、オーナー様にハガキにて直接お知らせします。 
生育状態は良好のようです。楽しみですね。  

主催：石丸校区自治協議会 

主催：石丸校区自治協議会 

 

・日  時：１０月１４日（金） 

      １４時３０分～１５時３０分 

・場  所：公民館 講堂とロビー 

・定  員：１５名程度 

・茶菓子代：１００円（持ち帰り用） 
 
☆今月のテーマ「コグニサイズでエイジングケア」  

※身体を動かしながら脳トレを行う「コグニサイズ」を 
体験し、認知症予防や身体を動かす機会を普段の生活 
にも取り入れてみませんか？ 

 
～ぷらっとマルシェ～ 
・時 間：１３時３０分～１４時３０分 

・場 所：公民館 学習室  
※障がい者福祉サービス事業所「みどりのその」さんの、 
手作り菓子・野菜・雑貨などを販売します。 

「ぷらっと カフェ いしまる」 

～石丸校区体育祭～ 
 
１０月に予定しておりました「石丸校区体育祭」ですが、

コロナウイルス感染拡大防止のため、中止することとなり

ました。来年度は開催されることを期待しています！  
主催：石丸校区自治協議会 

公民館に植えて 

いる「ひまわり」 

は珍しい色の花を

咲かせました。 

今は種を取るため

に枯らして乾燥さ

せています。 

上手く種が取れた

ら来年も植えたい

と思っています。 

お楽しみに♪ 


