
 
 

玄洋公民館だより 
福岡市玄洋公民館  ２０２２年 11 月１日 No.388 

〒819-016６ 福岡市西区横浜１－２－１ 
TEL（０９２）８０６－９８１１  ＦＡＸ（０９２）８０６－９８１３ 

E-mail：genyou31@jcom.home.ne.jp 

http://gakushu.city.fukuoka.lg.jp/ 

１１月の行事予定表 
毎週水曜日は「よかトレ体操」９：３０～９：４５ 

※場所の記載がないものは公民館で実施します。 

2 水 コロナウイルスワクチン接種予約サポート  

6 日 玄洋校区文化祭 

9 水 コロナウイルスワクチン接種予約サポート  

10 木 のびっこ広場 育児相談「歯科予防」 

（横浜西集会所） 

12 土 コロナウイルスワクチン接種予約サポート  

14 月 きらきらサロン      

母子巡回健康相談 

15 火 高齢者教室「玄洋いこい塾」 

16 水 ＩＨクッキング教室「クレープ作り」 

コロナウイルスワクチン接種予約サポート 

19 土 コロナウイルスワクチン接種予約サポート 

21 月 公民館スマホ塾 その壱 

23 水 コロナウイルスワクチン接種 

24 木 のびっこ広場    （横浜西集会所） 

26 土 コロナウイルスワクチン接種予約サポート 

28 月 きらきらサロン  

30 水 

 

健康づくり講座「運動で体を整えよう」  

コロナウイルスワクチン接種予約サポート 

12/4 日 「あすなろ文庫」冬のお楽しみ会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11・12 月の臨時休館について 

公民館の効率的な運営を行うため、11 月 20 日（日)・ 

12 月 11 日（日）は利用申し込みがない場合は、臨時休館

いたします。 

予定日に利用申し込みを希望される場合は、各予定日の１０

日前の 16：00 までに申し込みください。 

 

 

高齢者教室「玄洋いこい塾」 
テーマ 認知症予防 

【開催日時】 11 月１５日（火）10:00～12:00 

【場  所】 玄洋公民館 講堂 

【講  師】 運動指導士 柴田 伊津子さん 

【内  容】 予防のための脳トレや体操 

    保健師さんによる健康相談も実施します。 

 

 
ⅠＨクッキング教室    

【開催日時】 11 月１6 日(水) 10:00～12:00 

【場  所】 玄洋公民館 講堂 

【内  容】 クレープ作り 

【講  師】 九電ネクストさん 

【定  員】 １０名  
ご希望の方は公民館へお申し込みください。 

 

 
公民館スマホ塾（その壱） 

【開催日時】 11 月 21 日(月) 10:00～12:00 

【場  所】 玄洋公民館 講堂 

【内  容】 インターネット検索と基礎操作 

【講  師】 ドコモショップ今宿さん 

【定  員】 １０名  
ご希望の方は公民館へお申し込みください。 

 

  健康づくり講座「運動で体を整えよう」 

 自分のために生活習慣の見直しをしてみませんか 

【開催日時】  11 月 30 日(水) 10:00～12:00 

【場  所】  玄洋公民館 講堂 

【内  容】  健康づくりのための運動講話と実技 

【講  師】  平塚 泉さん 

【定  員】  25 名  
ご希望の方は公民館へお申し込みください。 

今宿あすなろ文庫の「冬のお楽しみ会」 

親子で素敵な時間を過ごしませんか。 

【開催日時】  12 月 4 日(日) 10:30～12:00 

【場  所】  玄洋公民館 講堂 

【内  容】  大型紙芝居・人形劇・パペット 

        パネルシアター・ブラックパネル 

【定  員】  １2 組  
ご希望の方は公民館へお申し込みください。 

 
 

 11 月は玄洋校区健康づくり推進月間です！ 

 予約不要 

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サポート 
スマートフォンでの入力方法などを専門スタッフが 

サポートします。接種券をお持ちください。 

11/２、9、16、23、30・・・９：00～12：00 

11/12、19、26・・・14：00～17：00 

 ※終了時間の 15 分前までにお越しください 

 ●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） 

参加費無料 

💛💛のびっこ広場💛💛  

【日  時】11 月 10 日(木)、24 日(木)10:00～12:00 

【場  所】横浜西集会所 

★きらきらサロン★ 

【日  時】11 月 14 日(月)、28 日(月)10:00～12:00 

【場  所】玄洋公民館講堂 

どちらの会場も予約不要です。参加お待ちしています。 



 

 

 

★日 時 １１月６日（日） 開会式１０：００～ 閉会式１5：００～（予定） 

★場 所 玄洋公民館 

主 催：玄洋校区自治協議会・玄洋公民館  主 管：玄洋校区文化部 

 

 

      

作品・展示 出 品 者 名 場 所 作品・展示 出 品 者 名 場 所 

編み物 編み物サ－クル 和 室 活動内容 自主防災会 講 堂 

生花 生け花サークル 和 室 活動報告 横 町子ども会 児童等 

集会室 

アレンジ フラワーアレンジ
サ－クル 

館 内 活動報告 横浜南子ども会 児童等 

集会室 

親子文庫 今宿あすなろ文庫 ２階壁面 活動報告 横浜子ども会 児童等 

集会室 

漢字書道 漢字書道サ－クル 地域 

団体室 
メッセージ 福岡市立玄洋小学校 児童等 

集会室 

水彩画      水彩画サ－クル 講 堂 絵画 福岡市立玄洋小学校 児童等 

集会室 

俳句     玄洋句会 地域 

団体室 

刺繡 鳥巣 玲子 講 堂 

和裁 和裁サ－クル 和 室 絵（水彩） 平川 恵三  講 堂 

活動内容 自治協議会 講 堂 写真 赤瀬 清    講 堂 

活動内容 子ども会 
リーダ－会 

児童等 

集会室 
切り絵 井手 正敏 講 堂 

活動内容 体育部 講 堂 絵手紙 井原 君子 講 堂 

活動内容 民生児童委員 
協議会 

講 堂 カブトガニ 公民館 館長 児童等 

集会室 

活動内容 男女共同参画をす
すめる会 

講 堂 サークル 

紹介 
公民館 1 階壁面 

活動内容 環境推進部 講 堂 サークル 

紹介 
公民館 1 階壁面 

活動内容 人権尊重推進協議
会 

講 堂    

活動内容 保健福祉部 講 堂    

      本年度はコロナ禍のためステージ発表は中止します。各サークルや校区の方で活動されて 

   方々の演技は、館内に設置しているモニター画面でご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉部コーナー 

・足趾（そくし）力を測定 

・血管年齢の測定 

足趾力は足の指の力のことです。 

足は第二の心臓と言われています、足趾

力の鍛えると転倒防止にもなります。 

一度、足趾力を測定してみませんか。 

男女共同参画をすすめる会コーナー 

毎日行っている家事（名もなき家事）の 

アンケート実施します。アンケートに答え

た方には、チューリップの球根、 

あめをプレゼントします。 

（数に限りがあります） 

環境推進部コーナー 

皆さんの家にも使わないまま賞味期限切れ 

になっている物がありませんか？ 

文化祭会場で、フードドライブを実施 

します。  

フードドライブの条件 

・賞味期限が 1 ヶ月以上あるもの 

・賞味期限の記載があるもの 

・開封していないもの 

・生鮮食品や冷凍食品は受付できません。 

         

演技映像発表コーナー 

日頃の練習の成果をご覧ください。 

出演団体は下記のとおりです。 

・三味線＆民謡 

・詩吟 

・３B 体操 

・日舞（若房会、華乃会ほか） 

・フラダンス 

・ヘルシーサークルあみん（ダンス） 

・かっぽれ踊り 

・コーロ･ヴェネーレ（コーラス） 

・老人クラブ連合会 

・横浜南老人クラブ 

・玄洋中学校のみなさん 

・公民館サークル紹介 

 

 

似顔絵コーナー 

プロの似顔絵師（マイクマちゃん）が 

公民館にやって来ます。 

似顔絵は７名限定で、無料で描いてくれ

ます。事前予約が必要です。 

ご希望の方は、公民館へ電話でお申し込み

ください。 

11 月１日(火)10 時から 

先着順で受付けします。 

電話 806-9811 

CLAVE（クラーベ）の演奏 

チェロ・ピアノ・オカリナの三重奏 

ステキな音色和を聴きに来ませんか 

演奏時間 11：30～、14：30～ 

 


