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今月の人権ひろば「ともしび」案内 
人権ひろば「ともしび」は、生活に身近な人権のこと

を自由に考えたり話したりする時間です。 

◆日時：１０月１２日（水）15：00～17：00 

◆会場：元岡公民館 研修室 

◆担当：西区生涯学習推進課職員 
 

ちっちゃキッズ(子育てサロン） 
１０月３日（月）１０：００～１２：００ 

元岡公民館 講堂 

「おはなしの部屋」（１１：３０～１２：００） 

＊子育てサポーターの見守りもあります！ 

 時間内は出入り自由です。遊びに来てね！ 

乳幼児ふれあい学級 
１０月２４日（月）１０：００～１２：００ 

元岡公民館 講堂 

「ハロウィン☆つくってあそぼう」 

講師：太郎保育園  藤田 理恵先生 

＊お友達をつくりに来てください＼(^o^)／ 

みんなで楽しく遊びましょう！！ 

 
 

高齢者教室  
１０月２５日（火）１３：３０～ 

元岡公民館 講堂 

「認知症予防・転倒予防の運動」 

講師：健康運動指導士  斎藤 郁磨さん 

＊動きやすい服装でご参加ください。 

お申し込みは前日までに公民館へ！！ 

 

   

 

【元岡校区社会福祉協議会よりお礼】 
次の方から、香典返しとして多額のご寄
付をいただきました。厚く御礼申し上げ
ます。校区社会福祉事業に有意義に活用
させていただきます。 

♦♢♦ 初盆ご芳志 ♦♢♦ 

中村 良二様  （亡二男 健太郎様） 

德安 美津子様 （亡夫 利昭様） 

徳安 佳則様  （亡母 コノヱ様） 

大賀 秀行様  （亡母 キクエ様） 

藤野 節子様  （亡夫 冨彦様） 

野間 裕美様  （亡母 ウメ様） 

三苫 アヤ子様 （亡夫 祥一様） 

井上 土德様  （亡母 キヌコ様） 

小川 ユキ子様 （亡夫 勇様） 

♦♢♦ 葬儀ご芳志 ♦♢♦ 

中村 美佐子様 （亡夫 冨士夫様） 

小林 克代様  （亡母 喜美子様） 

中村 良二様  （亡父 良人様） 

 

 

 

★１０月臨時休館予定日★ 
１０月３０日（日） 

この日に利用希望の方は、１０月２０日（木）
正午までにご連絡をお願いします。 
 
 

母子巡回健康相談 
◆日 時：１０月１３日（木） 

＊受付１３：３０～１４：００ 
◆場 所：元岡公民館 講堂   

◆内 容：身体計測、育児相談 

妊産婦の健康相談 
＊母子健康手帳をご持参ください！ 

 

母子巡回健康相談 
◆日 時：１１月２５日（木） 

＊受付１３：３０～１４：００ 

◆場 所：元岡公民館 講堂   

◆内 容：身体計測、育児相談 

妊産婦の健康相談 

＊母子健康手帳をご持参ください！！ 

 

 

 

 元岡豊年まつりのご案内（雨天決行） 
コロナ対策で規模縮小し、元小体育館でステージ・

子ども店長による野菜等の販売と、元小北側で花火

打ち上げを行います。皆様ぜひお越しください！！ 

❖日時：１０月２２日（土）１４時～１７時予定 

❖場所：元岡小学校 体育館 

❖ステージ出演予定＜司会：元岡中放送部＞ 

 元岡中吹奏楽部、玄洋高書道部、玄洋高ダンス部、 

元岡公民館子どもサークル（ダンス・空手・剣道）、 

舞鶴高吹奏楽部   ･･･ほか 

❖子ども店長：元岡で採れた野菜・米の販売予定 

※花火打ち上げ １９時～（元岡小学校北側） 

 打ち上げ場所周辺の農道は通行止めとなります。 

皆様のご協力をお願いいたします。 

【福岡市からのお知らせ】 
令和５年度採用 福岡市元岡公民館主事の募集について 
地方公務員法等の改正を踏まえ、公民館主事の採用にあたって

は、原則公募を行うこととしています。 
ついては、生涯学習や地域コミュニティ活動に関する深い理解と

関心を持ち、公民館事業を積極的に推進していく上で必要な能力

と熱意を有する人で、居住または職業等の関係で館区内の実情に

明るい人を募集します。（詳細は募集案内をご確認下さい） 

◆任用期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

◆募集期間 令和４年１０月１４日（金）～ 

令和４年１１月１１日（金） 

◆募集案内 募集期間内に西区地域支援課及び元岡公民館で配布

（市ホームページにも掲載） 

◆問い合わせ先・申し込み先 

      西区地域支援課  TEL 895-7035 FAX 882-2137 

 



 

 

令和４年度元岡校区文化祭のご案内（予定） 

主 催 開 催 場 所 開   催   日   時 

校区老人クラブ 

連合会 
福岡市元岡公民館 

１１月２日（水） ９：００～１７：００ 

１１月３日（木） ９：００～１５：００ 

元岡町内会 八坂の杜集会所 
１１月２日（水）１２：００～１９：００ 

１１月３日（木） ９：００～１５：００ 

桑原町内会 桑原公民館 
１１月２日（水） ９：００～１９：００ 

１１月３日（木） ９：００～１５：００ 

泉東町内会 

泉東集会所 
１１月２日（水）１０：００～１６：００ 

１１月３日（木）１０：００～１４：００ 

11 月 3 日（木）9：00～12：00 ＊雨天順延 11/5（土） 

ひょうたん池で『ひょうたん池まつり』も開催します！ 

泉西町内会 泉西集会所 
１１月２日（水）１０：００～１７：００ 

１１月３日（木）１０：００～１５：００ 

主催者ごとに、新型コロナ対策をした上で 

特色のある文化祭を開催されています。 

時間内は自由に見学できますので、皆様のお越しを 

お待ちしております。マスク着用でご来場ください。 

◆新型コロナ感染症の状況により、開催時間の変更や中止になる 

場合があります。詳しいことは元岡公民館へお尋ねください。 

校区紙リサイクルステーション案内 
◆場所：工芸会ワークセンター駐車場

◆日時：毎週土曜日・日曜日 ９：００～１７：００ 

◆回収品目：牛乳パック・アルミ缶・古紙（新聞・段ボール・雑紙） 

＊皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 ＜ 福岡市元岡公民館案内 ＞ 

❖住所：福岡市西区太郎丸１丁目３-４１ 

❖電話：092-806-5132  ❖FAX：092-806-5130 

※本の貸し出しもしています。どうぞ気軽にお立寄りください！！ 

＜新刊本紹介＞「噓つきジェンガ」  辻村 深月 

＊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。 

校区体育振興会より「第１回モルック教室」のご案内 
◆日    時：１０月３０日（日）１３時～（受付１２時～） 

※雨天順延 １１月６日（日）１３時～ 

◆会    場：元岡小学校 運動場  

◆参加方法：当日１２時より会場にて受付を開始 

◆対 象 者：校区内にお住まいの方（小学生は保護者同伴） 

＊詳しいことは回覧板をご覧ください。皆様のご参加お待ちしています。 

＊事前申込み・お問い合わせ先  元岡公民館（☎092-806-5132） 

元岡空手道サークル 大会結果報告 
■全日本空手道連盟剛柔会 福岡県大会（４月２９日） 

組手 中学２年男子 優勝  田中 陽大さん（元岡中） 

組手 中学３年男子 ６位  吉本 浬琉さん（元岡中） 

組手 小学６年女子 ３位  宗 ことみさん（元岡小） 

形  中学２年男子 ４位  田中 陽大さん（元岡中） 

■全日本空手道連盟剛柔会 九州大会（６月１９日） 

組手 中学２年男子 優勝  田中 陽大さん（元岡中） 

■福岡県中学校総合体育大会（６月１８日） 団体組手 ５位  

（元岡中）吉本 浬琉さん・宗 俊一郎さん・田中 陽大さん 

■全日本空手道連盟剛柔会 全国大会 

（7 月 16 日・17 日 神奈川県横浜武道館） 

組手 小学６年女子 ５位    宗 ことみさん（元岡小） 

※サークル会員募集中！！ 
毎週火曜日の１７時より元岡小学校体育館で練習しています。 

礼儀作法を身につけ、心身共に強くなる空手を始めてみませんか。 

小・中学生で興味のある方は、見学・体験にお越しください。 

 


