
お互いが尊重される地域づくり

臨時休館日のお知らせ

・11月27日(日)に臨時休館を実施します。

公民館の利用を希望される場合は、11月17日(木)17:00

までに「公民館利用許可申請書」を提出してください。

お知らせ、イベント案内、公民館だよりを
ブログでご覧いただけます。
愛宕公民館
〒819-0015 西区愛宕４丁目11-11
TEL891-7962/FAX891-4677
E-mail:atago112@jcom.home.ne.jp

自宅で検温をして、マスク着用でご来館ください
★発熱や体調に心配のある場合は外出をご遠慮ください。
★お知らせしている事業や講座は、状況により変更になる場合があります。
★お知らせしている講座は事前申込制です。
氏名と連絡先をお伺いしています。
講座の申込先は愛宕公民館です。(申込先特記がない場合に限る)

★平日･土曜日の9:00～17:00にお申込みください。

公民館だより

第465号 (令和4年)

愛宕公民館LINE公式アカウントを開設しました。
主催事業などの公民館情報をお届けします。
ぜひ友だち登録お願いします。

LINE登録

右記二次元コードをスマホの
カメラ機能で読み取り友だち
追加できます。

11月はお休みします。介護家族との交流会

☆概ね65歳以上の方が対象です

☆年間登録制ではありません

愛豊大学(高齢者大学)

1 1月の行事 (★印は公民館事業です )
1日(火) 愛豊大学(★)
5日(土) 自治協議会運営委員会

10日(木) 子育てミニ広場(★)
25日(金) 折り紙教室(★)
26日(土) あたごチャレンジ教室(★)
29日(火) 愛豊大学(★)

あたごチャレンジ教室（小･中学生対象）

クリスマスリース作り

講師：畑中みゆき氏、山下明美氏
日時：11月26日(土) 10:00～12:00
場所：愛宕公民館 講堂
定員：15名(子どものみ･事前申込制)
参加費(材料代)：200円(おつりのないようにご準備ください)

申込期間： 11月1日(火)～11月18日(金)
持ち物：はさみ、水分補給用の飲み物、持ち帰り用袋

毛糸玉でふわふわリースを作ってお家に飾りましょう！

津軽三味線と我が人生

講師：津軽三味線奏者 虎高氏
日時：12月6日(火)10:00～11:30
場所：愛宕公民館 講堂
定員：20名(事前申込制)
申込期間： 11月1日(火)～11月18日(金)
参加費：無料
持ち物：水分補給用の飲み物

大衆演劇の座長を父に持ち、劇団生活の中で子
ども時代を送り、様々な経験を経た虎高さんの
苦難の人生をお話いただきます。虎高氏による
津軽三味線の演奏もお楽しみください。

12/6

防災力ＵＰ講座

災害が起こった場合にどういった行動を取り
ますか？事前の備えと命を守る避難行動が大切
です。一人ひとりの防災行動計画「マイ・タイム
ライン」を作りましょう！

講師：西区防災･安全安心室
日時：11月29日(火)10:00～12:00
場所：愛宕公民館 講堂
定員：20名(事前申込制)
申込期限：11月18日(金)
参加費：無料
持ち物：筆記用具、水分補給用の飲み物
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あたご

日時：11月25日(金)10:00～12:00
場 所：愛宕公民館 講堂
定員：8名（事前申込制）
申込期間： 11月1日(火)～11月18日(金)
持ち物：のり、はさみ
参加費：無料

「クリスマス飾り」を作ります♪折り紙教室

(再掲)

しおかぜ文庫
～本の貸出日～

11月9日（水）、23日（水） 14:30～16:30
11月26日（土） 10:00～12:00

※第４土曜日の午前中も貸し出します

愛宕公民館 児童等集会室

📚

日本語教室 生徒募集
にほんごきょうしつ せいとぼしゅう

楽しく日本語でお話しましょう！
たの にほんご はなし

日時：水曜日(第1･2･3)
Time:Wed.(1st. 2nd.3rd) 19:00～20:30

場所：愛宕公民館 2階
Place:Atago Pubilc Hall

会費：300円/月
Fee:¥300/Month

電話番号：愛宕公民館(092-891-7962)
Email:atago112@jcom.home.ne.jp

にちじ すいようび

ばしょ あたごこうみんかん

かいひ えん つき

でんわばんごう あたごこうみんかん

サークルからお知らせ

子育てミニ広場(乳幼児ふれあい事業)

☆乳幼児とその保護者が対象です。
☆水分補給用の飲み物、外出に必要なもの(タオルやおむつなど)を
持参してください。

講師：九電ネクスト株式会社福岡西営業所
日時：12月1日(木) 10:00～12:00
場所：愛宕公民館 講堂
定員：6組(乳幼児1人に保護者1人･事前申込制)
参加費：無料
申込期間： 11月1日(火)～11月18日(金)
持ち物：エプロン、三角巾
※感染症対策を徹底しての実施です。
試食の際は黙食です。(持ち帰りはできません）
アレルギー対応はしていません。

クレープを作ります♪

IH体験クッキング！簡単♪お菓子づくり



※当日自宅で検温し、発熱や体調に心配のある場合は参加をご遠慮ください。

※マスクの着用をお願いします。

※水分補給用の飲み物は各自持参してください。

※感染状況により変更になる場合があります。

※受講の申込みは、愛宕公民館へ直接またはお電話でお申込みください。

愛 宕 校 区 社 会 福 祉 協 議 会 よ り

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。
予約期間に下記の受付センターへお申し込みください。

【 日 時 】 令和4年11月15日(火)13:30～16:30
【 会 場 】 愛宕公民館 講堂
【 対象者 】 西区に住民票のある方
【事前予約期間】 10月27日(木)～11月10日(木) 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。）

すこやか教室

生活を助ける便利な用具
介護はある日突然に

～見てさわって知っておこう～

日時：11月16日(水)13:30~15:30
講師：福岡市介護実習普及センター相談員

羽田野恵美氏
場所：愛宕公民館 講堂
定員：20名（事前申込制）
申込締切：11月14日(月)
持ち物：水分補給用の飲み物
＊後半は「らくらくオープナー」などに
色付けします。

子育て交流サロンぽんぽこ
育児相談会

日時：11月28日(月)10:00~12:00
講師：西区地域保健福祉課
場所：愛宕公民館 講堂
定員：5組（事前申込制）
申込締切：11月21日(月)
持ち物：水筒、タオル、

外出時に必要なもの
（おむつ、着替えなど）

おめでとうございます！

福岡県防犯協会連合会会長

福岡県警察本部長連名表彰

長年にわたる防犯活動功労により
井戸垣 敏 さん(西福岡)が表彰されま
した。

愛宕校区防犯組合

(※10月号からの再掲です。)

令和４年度高齢者乗車券の申請はお済みですか？

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。

※簡単便利なオンライン申請がご利用いただけます。下記の二次元コードを

スマートフォンのカメラで読み取ってご利用ください。

また、申請書は公民館や区役所でもお受け取りいただけます。

ご不明な点は下記にご連絡ください。

＜お問い合わせ先＞
高齢者乗車券郵送受付センター
0120-502-633 （通話無料） （９：００～１７：００）

FAX 0120-880-219

オンライン申請は

こちら

新型コロナウイルスワクチン接種のインターネット予約について、
スマートフォンの使い方や入力方法などを専門スタッフがサポートします。

※終了時間の15分前までにお越しください
【必要なもの】

接種券
【ワクチン接種に関するお問い合わせ】
●福岡市における新型コロナワクチン接種全般に関するお問い合わせは

福岡市新型コロナワクチン接種コールセンター

TEL：092-260-8405（8:30～17:30）

新型コロナワクチン接種
インターネット予約サポート

実施日 時間帯 実施場所

11月7日（月）、14日（月）、
21日（月）、28日（月）

9:00～12:00

愛宕公民館
11月3日（木）、10日（木）、
17日（木）、24日（木）

14:00～17:00

学校施設開放連絡会議

日時：11月18日（金）19:00～20:00
場所：愛宕公民館 地域団体室
※愛宕小学校体育館・校庭を利用している
団体の代表者は必ず出席してください。
※筆記用具をご持参ください。

育児で相談したいことはありませんか？
西区地域保健福祉課の保健師がお話を
伺います


