
月 日 曜日 時 間

10 13 木 10時30分～11時30分

月 日 曜日 時 間

10 26 水 13時30分～15時

西都公民館だより 西都校区は、徳永・女原・西都の３つの
町内でできています。まん中の３つの丸
はその町内を表しています。

＜10月の主な行事予定＞

西都校区の人口 11117人 世帯数 4978世帯

※場所の記入がない場合は公民館です

西都校区のスローガン

みんなで創ろう西都の絆
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令和4年8月現在 住民基本台帳より

日
曜
日

行 事 名 時 間 場 所

2 日 きらきら学級 10時～12時

13 木 にこにこ学級
10時30分～
11時30分

15 土 西都小学校運動会 西都小学校

18 火 マイナンバーサポート申請 9時～13時

22 土 校区スポーツフェスタ 9時～13時 西都小学校

26 水 ほがらかシニア広場 13時30分～15時

裏面もご覧ください福岡市西都公民館 〒819-0377 福岡市西区女原北１２番１１号
TEL 834-2352 FAX 834-2353

当公民館は駐車場が狭いため、ご来館の際はなるべく徒歩や
自転車、公共の交通手段等をご利用いただきますようご協力
をお願いいたします。

＜新型コロナウイルスに関する公民館の対応について＞

令和3年度西都校区人権標語 西都小学校 江頭 ひなのさん

やめようと 思うだけだと 変わらない 必ず変える ぼくの手で

新型コロナウイルス感染症対策のため、公民館ご利用の際は、マス
ク着用の上、入館時には検温、手指の消毒にご協力をお願いします。
なお、事業等が中止・延期となる場合があります。詳細につきまし

ては、公民館(834-2352)までお問合わせください。
★掲載している情報は9月20日時点のものです。

公民館講座のお知らせ

ほがらかシニア広場（高齢者地域参画支援講座）

「音 楽 療 法」
講師 音楽療法士

野口 美穂さん
定員 15名(先着順)

※参加ご希望の方は公民館までご連絡ください

さいとぴあ

福大大濠高校・
福大野球場

ミニ
ストップ

至 女原

西都
小学校

西都公民館

国道202号バイパス

九大学研都市駅

＜月1回の臨時休館日10月30日(日)のお知らせ＞
利用を希望される場合は、10月20日(木）までにご連絡をお願いいたします。 ※にこにこ学級の受付は終了しています。

にこにこ学級(乳幼児ふれあい学級)
0歳児を対象とした親子で参加する事業です。

講師 歯科衛生士
丸山 典子さん
地域保健福祉課（出前講座）

※今月は合同開催です

「歯 の お 話」

健康衛生部会共催

月 日 曜日 時 間

10 2 日 10時～12時

「体 操 教 室」
講師 保育士・幼児インストラクター

肥後橋 誠さん
対象 3歳～5歳児とその保護者
定員 親子8組(先着順)

★持ってくるもの 飲み物 汗拭きタオル

きらきら学級(乳幼児ふれあい学級)

※きらきら学級の受付は終了しています。

校区社会福祉協議会からのお礼

ご逝去にあたり、香典返しとして多額のご寄付をい
ただきました。厚くお礼申し上げ、心からご冥福を
お祈り申し上げます。
社会福祉のため有意義に活用させていただきます。

清水 俊晴様 亡母 清水 ヤエノ様 （北原2丁目）

日頃の疲れを音楽の力
で癒やされませんか？

お知らせ
西都公民館長の任期(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、この会議は非公開となっております。
・日 時：10月８日（土）15時～
・場 所：西都公民館
・議 題：西都公民館特別職館長候補者の推薦

について
・非公開の：公民館特別職館長候補者の選定、

理 由 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・順不同）

氏 名 推薦団体 氏 名 推薦団体

赤池成昭 自治協議会 古賀重登 シニアクラブ連合会

江田俊弘 西都自治会 池 勝 環境活動部会

森友義隆 女原自治会 荒木恵子 健康衛生部会

徳永 強 徳永町内会 榮 尚子 保護司

西田けい子
民生委員
児童委員 進藤伊都子

男女共同参画
部会

・事務局：西区役所地域支援課（電話 895-7036）



令和4年度高齢者乗車券の申請について
交付を受けるには、毎年申請が必要です。
申請がお済みでない方は、郵送かオンラインで申請してください。
※申請書がお手元にない場合は、下記にご連絡ください。
＜問い合わせ先＞ 高齢者乗車券郵送受付センター 0120-502-633 （通話無料）

（午前９時～午後５時） FAX 0120-880-219

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。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。
※事前予約制です。
【日 時】 10月１8日（火）９時～１３時
【会 場】 西都公民館 講堂 【対象者】 西都校区に住民票のある方
【事前予約期間】9月２9日～10月１3日 ９時～１８時

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）

令和５年度の（仮称）西都北公民館開館に向けて、敷地の造成工事を下記のと
おり行います。
安全には十分配慮し工事を行いますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
・工 期：令和４年１０月上旬から令和５年２月下旬まで（予定）
・受注者：令和４年１０月上旬に決定（予定）

敷地造成工事の後、建設工事を下記のとおり行う予定です。
・工 期：令和５年２月から令和６年１２月下旬まで（予定）
・受注者：令和５年２月に決定（予定）
建設工事の受注者決定後、工事説明会を行う予定です。

【主催 西都校区自治協議会】
【主管 西都校区スポーツ振興部会
（スポーツフェスタ実行委員会）】

皆さん、ふるって
ご参加ください！

第3回西都校区スポーツフェスタ
「集まる」「楽しい」「続ける」

日 時 10月22日（土）
9時～13時

場 所 西都小学校 運動場
♦抽選会について
豪華景品が当たる大抽選会を行います。抽選
券付プログラムは10月中旬頃に配布いたしま
すので、当日お持ちください。

（仮称）西都北公民館 造成工事のお知らせ

●問い合わせ先
福岡市市民局コミュニティ施設整備課
℡092-711-4652

老人ホームなどの
入居権を譲ってという

電話は詐欺です

●実在する企業名などを名乗り「高齢者施設の入居権を譲ってあげてほしい」
などと持ち掛ける不審な電話がかかってきたという相談が、寄せられています。
このような電話は詐欺です。相手にせずすぐに電話を切ってください。
●話を聞いてしまうと、さまざまな口実で金銭を要求されます。一度支払ってしまうと取り戻すこ
とは困難です。不安に感じても、話をうのみにせず、絶対にお金を払わないでください。
●少しでも疑問や不安を感じた場合には、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談
ください（消費者ホットライン 188）。

福岡市消費生活センター相談コーナー ℡：０９２－７８１－０９９９

月曜日～金曜日（祝休日を除く) ９時～１７時 ※来所による相談は予約制です

第２・４土曜日（祝日を除く) １０時～１６時 (電話相談のみ)


