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第3回 生き活き講座

時間: 14:00～16:00
前半：撮り方教室
後半：質問コーナー

撮りたいものをきれいに撮れない方
お気軽にどうぞ。個別相談

講師: 元ソニーアルファアカデミー講師
平 泰典 先生

参加人数: 先着８名様
参加費用: 無料

こりす
時間: 10:30～12:00
対象年齢： ２か月～
参加人数: 先着10名様
参加費用: 無料
受付開始: 11/1（火）より

時間: 13:30～15:00
参加人数: 先着20名様
参加費用: 無料
協力：西区地域保健福祉課

フレイル予防・体力測定

にこにこ健康講座

時間: 10:00～12:00
対象年齢： 妊婦さん、０才～
参加人数: 先着10名様
参加費用: 無料
受付開始: 11/1（火）より

がん予防を学ぶ講座

男女共同参画講座

時間: 10:30～11：30
対象年齢： 乳幼児
参加人数: 先着10組様
参加費用: 無料
受付開始: 11/1（火）より
協力：福岡市立中央児童会館

あいくる

あっぷっぷ

■動きやすい服装でご参加ください

公民館サークル

時間: 19:30～21:30
参加費用: 無料
主催： 男女共同参画部

グループワークで実践
スキルを身につけよう

コミュニケーション力や協調性
について楽しく学びましょう

時間: 14:00～15:30
講師： 保健師 池田昌子さん
（公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構）

参加費用: 無料
参加人数: 先着20名様
内容： がんについての基礎知識

がん検診について

11/6 【日】

サークル作品展示期間：11/6(日)～11/13(日)

時間: 10:20～14：00
文化祭

①10:30～10:45 キッズジャズ
②10：50～11:10 シルバーカラオケ
③11:15～11:40 たんぽぽ
④11:45～12:10 キッズエアロ

休憩
⑤13:00～13:15 3B体操
⑥13:20～13:40 おいで舞踊会

コロナ禍の中、公民館館内で小規
模開催となります。昨年は展示物
だけでしたが、今年は、一部の
サークルさんが日ごろの成果をお
披露目していただけることとなり
ました。
飲食関係の販売は中止しておりま
す。会場スペースは狭いので人数
制限になる場合があります。

始めました

フォロー、チェック
よろしくお願いします。

実施日 行事（詳細は各主催団体にご確認ください）

11/6 日 福重公民館 文化祭（10:20～）

11/8 火 第3回 生き活き講座（13:30～）

11/9 水 ベビーサークル こりす(10:30～）

11/11 金 子育てサロン あっぷっぷ（10:00～）

11/12 土 デジタル一眼レフカメラ使い方教室（14:00～）

11/14 月 男女共同参画講座（19:30～）

11/16 水
出前児童館（10:30～）

がん予防を学ぶ講座（14:00～）

11/21 月 バスハイク（8:40～）

11/22 火 ベジートクッキング教室（10:00～）

11/23 水 公民館休館日

11/24 木 赤ちゃんヨガ（10:30～）

11/25 金 子育てサロン あっぷっぷ（10:00～）

11/29 火 サークル会議（10:00～）

11/30 水 マイナンバー申請サポート（13:30～）

コロナ等の状況により、
全ての公民館主催の事業は中止と
なる場合があります。
ご了承お願い申し上げます。
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新型コロナワクチン接種
インターネット予約サポート
午前の日(9:00～12:00)

11/7(月）・11/14(月)・11/21(月)・11/28(月)

■場所：福重公民館 ロビー

午後の日(14:00～17:00)

11/3(木）・11/10(木)・11/17(木)・11/24(木)

●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）

マイナンバー申請サポート

11/30【水】

時間: 13:30～16:30
参加対象： 西区に住民票がある方

事前予約必要

【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）

事前予約が必要です

予約期間：

11/11(金)～11/25(金)

9:00～18:00

福岡市マイナンバーカードカード
出張サポート受付センター

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

11/25【金】

あっぷっぷ
時間: 10:00～12:00
対象年齢： 妊婦さん、０才～
参加人数: 先着10名様
参加費用: 無料
受付開始: 11/1（火）より

11/24【木】

時間: 10:30～11：30
講師: ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

待鳥 美華 先生

対象年齢： 乳幼児
参加人数: 先着８組様
参加費用: 無料
受付開始: 11/1（火）より

お子様と
スキンシップを
取りながら、
新しいヨガ体験

100円!!
期間限定（10/1～来年3/31）

住民票、印鑑証明書、
本籍が市内分の戸籍全部
(個人)事項証明書、
戸籍の附票

西区市民課 895-7010

毎年 11/3～11/9

みんなで参画ウィーク
男女共同参画週間

今年も「みんなで参画ウィーク」を機会に、 

地域の男女共同参画推進の 

取組みの輪を広めましょう！ 

福岡市市民局男女共同参画課
TEL 406-7510

令和４年度
高齢者乗車券の申請は
お済みですか？

申請がお済みでない方は、
郵送かオンラインで。

高齢者乗車券郵送受付センター
TEL 0120-502-633 （通話無料）
FAX 0120-880-219

11/22【火】

野菜の栄養素をおいしく、
簡単に摂取しましょう。

時間: 10:00～12：00
参加費用: 無料
講師： 土方真弓 先生
主催：
西区食生活改善推進員協議会

11/21【月】

吉野ヶ里歴史探訪の旅
集合時間: 8:40
集合場所: 福重小学校南門前

申し込み締め切り：11/10（木） 参加費 2,500円

福重公民館

882-1839

マイナンバーカードお持ちの方


