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《わいわい子育て》 対象：乳幼児と保護者 

～お父さん、お母さんのための救命救急講座～ 
 もしもの時の小児救急 

〔日 時〕 10月11日（火） １０：００～ 
〔講 師〕福岡市市民防災センター・西区地域保健福祉課 
※お子さん1人につき保護者１人でご参加ください。 
         【共催：さんさんサロン】 
 
～保育園の先生と遊ぼう♪～ 
 からだいっぱい使って遊びましょう。 
〔日 時〕 10月1７日（月） １０：００～ 
〔講 師〕しもやまと保育園 保育士 
※事前申し込み不要です。お気軽にお越しください。 
 

《健康づくり》 対象：どなたでも 

～地域探検ウオーキング・斜ヶ浦池～ 

校区周辺を探検ウォーキングします。どなたでもお気軽にご参加く

ださい。雨天の場合は館内で健康体操を行います。 

〔日 時〕 １０月１２日（水） １０：００～（１時間程度） 

〔持ってくる物〕 水筒・タオル 

※前日までに公民館へお申込下さい。 

 

～スポレク do it！～ 
体育館のインストラクターとオンラインで 

エクササイズを行います。 

〔日 時〕 １０月２１日（金） １４:００～１４:３０ 

〔定 員〕 先着１０名  

※特に記載のない場合、会場・申込先は下山門公民館です 

 

 

 

《下山門大学》 対象：高齢者 

～グラウンドゴルフ大会～ 

外で体を動かし、少しだけ運動不足を解消しましょう♪ 

〔日 時〕 １０月２２日（土） １０：００～ 
〔場 所〕 下山門小学校 校庭 
〔参加費〕 下大会員無料。会員外 1人 １００円 
※１０月１５日（土）までに公民館へお申込みください。 
 
《おとなの広場》 対象：一般(どなたでも) 

～秋の寄せ植え講座～(受付は終了しています) 

〔日 時〕 10月1日（土） １０：３０～ 
【共催：男女共同参画部会】 

 
～ＩＨ体験クッキング・簡単なお菓子作り～ 

〔日 時〕 10月27日（木） １０：００～ 
〔講 師〕九電ネクスト 〔材料費〕無料 
〔定 員〕先着１０名(申込締切10月17日(月)) 
〔持ってくるもの〕エプロン・三角巾 
 
《子どもの広場》 対象：小中学生 

～天体観測～ 

〔日 時〕 10月26日（水） １８：３０～ 
〔講 師〕福岡市科学館 
〔場 所〕下山門小学校 校庭 
〔対 象〕小学3年以上（保護者同伴で）  

〔定 員〕先着３０名（保護者含む） 
※雨天・曇天の場合、体育館で星の話をします。 

 

 
 
 

 

日 曜 今月の行事 

１ 土 
老人クラブ連合会定例会 

おとなの広場 秋の寄せ植え講座 

2 日 老ク連グラウンドゴルフ大会 

3 月 下小施設開放連絡会 

4 火 
火曜学び舎 

社会福祉協議会理事会 

８ 土 ふり～すぺ～すえん 

９ 日 子育連リーダー会議 

１０ 月・祝 環境衛生部会定例会 

11 火 
わいわい子育て(さんさんサロン共催) 

マイナンバーカード申請出張サポート 

１２ 水 
地域探検ウォーキング 

母子巡回健康相談 

13 木 下山門小学校稲刈り 

14 金 子ども会育成連合会定例会 

16 日 下山門フェスティバル２０２２ 

17 月 
わいわい子育て 

防災防犯部会定例会 

18 火 

全館清掃 

火曜学び舎 

自治協議会役員会 

21 金 

ソフトダーツを楽しむ会 

スポレクdo it！ 

交通安全推進部会定例会 

２２ 土 
下山門大学グラウンドゴルフ大会 

体育部会定例会 

25 火 
さんさんサロン 

ヨガ体験教室(福祉保健部会主催) 

２６ 水 子どもの広場 天体観測 

27 木 おとなの広場 ＩＨ体験クッキング 

２９ 土 校区文化祭(作品展示) 

３０ 日 校区文化祭(作品展示) 

10月の休館について 

10月31日(月)利用の申し込みがないときは臨時休館いたします。 

利用を希望される場合、10月21日(金)までにお申込みください。 

公民館全館清掃のお知らせ（ご協力お願いします） 

〔日 時〕10月18日（火） 10:00～ 

〔対 象〕月・水・金 公民館サークル 

公民館を利用する地域団体・館外サークル 

mailto:shimoyamato77@jcom.home.ne.jp


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下山門子育て支援 

小さなお子さんと保護者の方が楽しく遊

ぶ場所です。 

今月のサロン  

時間：１０時～１２時 

１０月１１日（火）救命救急講座 

（公民館共催） 

１０月２５日（火）ハロウィン 

◆母子巡回健康相談のお知らせ◆ 

とき：１０月１２日（水） 

受付：１３時３０分～１４時１５分 

持ってくるもの：母子健康手帳 

※３密を避けるため入場制限をする場合

があります。 

問合せ：西区地域保健福祉センター 

地域保健福祉係 TEL895-7080 

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，マイナポイント申込みのサポート（マイナンバ

ーカードを持っている人のみ）を行います。既にマイナンバーカードを持っている人には、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。

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１１日（火）１３：30～16：30 

【会 場】 下山門公民館 講堂   【対象者】 西区に住民票のある方 

【事前予約期間】 ９月２１日～１０月５日 9：00～18：00  

定員に達した時点で予約受付を終了します。 

【予約先】福岡市マイナンバーカード申請予約センター 

     TEL 092-260-3590 FAX 092-272-2312 

【主 催】 福岡市総務企画局システム刷新課（事業者委託） 

 

【お知らせ】 

下山門公民館長の任期(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30 分～   ・場所：下山門公民館 

・議題：下山門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 

中村 義則 自治協議会 中村 正幸 自治協議会 

森田 政子 下山門2 丁目自治会 杉枝 祥代 下山門団地９区自治会 

香田 章 体育部会 川﨑 順子 男女共同参画部会 

陶山 潔 下山門4 丁目町内会 井邊 智子 子ども会育成連合会 

坂井 信二 下山門団地１０区自治会 池田 洋子 老人クラブ連合会 

  ・事務局：西区役所地域支援課(電話895-7036) 

 

 

 

 

 

・事務局：西区役所地域支援課（電話 895-7036） 

 

♦ふり～すぺ～すえん♦  

〔青少年の居場所づくりの会〕 

毎月第２土曜 １３：００～１７：００ 

10月８日(土)は 

『ハロウィンのカード作り』も出来るよ！ 

３年ぶりに開催決定！！ 

校区の皆様のつながりや絆を取り戻す 

下山門校区フェスティバル２０２２（体育祭） 

【日 時】 令和４年１０月１６日(日) 

【会 場】 下山門小学校 校庭 

※参加は自由参加です。賞品をたくさん用意して 

 皆様の参加をお待ちしております！ 

 (小学生の皆さんは学校に申し込みしてください) 

★詳しくは別紙プログラムをご覧ください 

※来春新１年生の皆様へ 

 5年生のみんなと楽しく玉入れを行います 

 最後にプレゼントをお渡しいたします 

 午前１１時までに本部にて受付をおねがいします 

※下山門中学校吹奏楽部の演奏もあります！お楽しみに！ 

◇◆ヨガ健康講座◆◇ 
日時 １0月２5日(火) 

１4：００～１5：３０ 

講師 福岡和仁会病院 ヨーガ療法士  

秋月 朋子 先生 

定員 先着１５名程度 事前予約制 

(申込み締め切り１0/１8(火)) 

持ってくるもの タオル 動きやすい服装 

毎年人気です。申し込みはお早めに！ 

【主催：福祉保健部会】  第１０回 下山門校区文化祭のお知らせ 
 

■ 日時： 10月２9日（土）13：00～16：00 作品展示 

10月30日（日）10：00～15：30 作品展示 

11月 5日（土）10：00～1２：00 ステージ発表 

11月 5日（土）12：00～15：00 休眠品バザー  

■ 場所：下山門公民館 
 

■ 主催：下山門校区自治協議会、下山門小学校 

下山門小学校ＰＴＡ、下山門公民館  

～休眠品バザーの善意の出品を求めています。～ 

※ご家庭に眠っている余剰品はありませんか？ 

    （日用品・衣類・タオル・食器・電化製品等） 

10/1（土）～10/28（金）まで公民館で受付けています。 

●子供服・制服以外の衣料品は美品・未使用品に限ります。 

※ステージ発表や作品展示の地域の方の参加も受け付けます。 

（申込は10/15まで） 


