
いきみないと祭り 2022
日 時：１１月 ５日（土） １７：００～２０：００
場 所：壱岐南小学校 グラウンド
子どもたちが作ったキャンドルや
ランタンが点灯いたします。

※駐車場はありません。壱岐南のるーとをご利用ください。
※雨天の場合、１５時～体育館で露店のみ開催します。

【お問い合わせ先 自治協議会(811-0336)まで】

いき南公民館だより
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壱岐南公民館 福岡市西区戸切２-１８-２０
☎８１２－０６８６ fax８１２－６７５５

E-mail  ikiminami94@jcom.home.ne.jp
ブログ http://ikiminamiko.blogspot.com/

裏面も
ご覧下さい

【臨時休館日のお知らせ】
１１月の臨時休館日は、 ２７日（日）です。利用申請がない場合、休館

します。ご利用の方は１０日前迄に申請ください。１２月の臨時休館日
は、２８日（水）・年末年始休館２９（木）～１月３日（火）までとなります。

その他の １１月の予定 ※予定が変更になる場合があります。

２ 水 橋本NTサロン

４ 金 衛生連合会

７ 月 社協事務局会

９ 水 壱岐・野方商店連合会理事会

１１ 金 青少年育成会（子）

１４ 月 文化振興会役員会

１９ 土 男女共同参画推進会議 「△座」

２１ 月 文化振興会定例会

２５ 金 自治協定例連絡会 交通安全推進委員会
青少年育成会役員会

【LINE】

☆ハッピーランド 乳幼児ふれあい学級

スライム作り
日時：１１月 ２５日 （金） １０：３０～１２：００
講師：野中 かおり 先生 柴田 道子 先生

定員： ８組（先着順） 対象：乳幼児とその保護者
持ってくる物：飲み物・タオル
申込み： 11月1日より電話にて受け付けます。
※アルコール消毒を行いますが、小さなお子様や、アレルギーのあ
る方は、 石鹸での手洗いを行って入室していただきます。

会場記載のないものは、いずれも公民館で行います。

☆チャレンジでゴー 子どもの健全育成事業

親子で寄せ植え講座
日時：１１月 １９日 （土） １３：３０～１５：３０
内容：季節の花を親子で寄せ植えします。
講師：６３フラワー 柴田 敬太郎 さん

定員：１０組（先着順） 対象：小学生親子
持ってくるもの：上靴・飲み物・タオル・軍手

よごれてもよい服装でお越しください。
申込み：１１月1日より受け付けます。申込用紙を公民館に

提出して下さい。

人 尊 協 コ ラ ム

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

にぎにぎ体操 （簡単でゆるやかな体操）
毎週月曜日 １４：００～(7・１４日はお休み）
持ってくる物：上靴・タオル・飲み物

公民館では新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行ってい
きます。感染予防対策として、マスク着用・消毒・換気をお願いし、
３密を避けてご利用下さい。記載しています事業につきましては、
中止または延期になる場合がありますので公民館へお問い合わ
せ下さい。(変更の場合は公式LINEでお知らせします）

１０月～１２月中旬（予定）まで、全室エアコン取替工事の
為、ご利用の皆さまには大変ご迷惑をおかけしております。
寒くなってきますので、上着やひざ掛け等で対策を取りながら
ご利用ください。皆様のご協力をよろしくお願い致します。

いきみなみ文化WEEK  2022

日 時 ：１１月 ３日（木・祝）～９日（水）
場 所 ：壱岐南公民館
☆開会式 ３日（木・祝）１０時～ 講堂
☆作品展示：３日～９日 ロビー 他

日 時 ：１１月 ６日（日）１３：３０開場 １４：００開演
場 所 ：壱岐南小学校 体育館
出 演 ：ウエストコーストブリーズ バンド
定 員 ：１２０名（先着順）
申 込 み：参加申込書を公民館へ提出してください。
※駐車場はありません。壱岐南のるーとをご利用ください。

（主催 文化振興会）

いきみなみ文化WEEK記念コンサート

・開会セレモニー
・サークル
活動紹介など

見に来てね！

☆おとな会 公民館主催事業

もみじ狩りウオーク
日時：１１月 ２３日（水・祝） １０：００～１２：００
集合場所：９：５０ 公民館 （解散は飯盛神社）
コース：西部運動公園～やよいの風公園～飯盛神社
定員：１５名（先着順） 対象：どなたでも
持ってくるもの：飲み物・タオル

運動ができる服装でお越しください。
申込み：１１月１日より受け付けます。

公民館へ連絡下さい。
※雨天時は、公民館でお楽しみ会をします。

「ふわふわ言葉」は「ふわふわ心」から
ひとを不愉快にしたり傷つけたりする言葉を「チクチク」
言葉といいます。その反対に、笑顔や幸せな気持ちにした
りする言葉を「ふわふわ」言葉といいます。「チクチク」
は「チクチク」をよび、「ふわふわ」は「ふわふわ」へと
つながっていきます。
自分が幸せと感じていなければ、ひとには優しくできま
せん。今年の人権標語は「いじめをね 見て見ぬふりする
のも いじめだよ」です。「いじめ」をするひとはもしか
したら、自分の心が荒れているからではないでしょうか。
自分に優しい、ひとにも優しい「ふわふわ」心があふれ
た壱岐南にしていきたいものです。

（いきみなみ人権尊重推進協議会）

露店も
あるよ～

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

大人のメイク講座～ポイントを押さえて、キレイでいきいき！
日時：１２月 ２日（金）１０：００～１１：３０
講師：花王グループカスタマーマーケティング株式会社
定員：１０名（先着順） 対象：どなたでも
持ってくるもの：お持ちのメイクグッズ

（アイブロウ・ファンデーションなど）・手鏡・タオル
申込み：１１月１日より受け付けます。公民館へ連絡下さい。

どなたでも
参加出来ます

１８：００～
点灯するよ

mailto:ikiminami94@jcom.home.ne.jp
http://ikiminamiko.blogspot.com/


スマスマさろん
日 時：11月 11日(金) 10：30～12：30
対 象：０歳～就学前の子供と保護者・妊娠されている方
定 員：５組（先着順・事前予約制）
持ってくる物：水筒(大人の方も）・タオル・スリッパ
申込み：公民館まで連絡下さい。
※飲食はできません。
※大人の方はマスク着用お願い致します。
※アルコール消毒を行いますが、小さなお子様やアレル

ギーのある方は、石鹸での手洗いを行って入室してい
ただきます。

※新型コロナウイルス感染状況により、中止または延期
となる場合があります。

健 康 運 動 教 室
日 時： １1月 24日（木）【日程が変更になりました】

１2月 1日（木）、１５日（木）
１５：００～１６：００

内 容：体力測定を行い、簡単なストレッチや音楽に
合わせてエクササイズをおこないます。

講 師：村上華林堂病院 定員：１５名（先着順）
持ってくる物：タオル・上靴・飲み物

運動ができる服装でお越しください。
申込み：電話で受け付けます。公民館に連絡下さい。

公民館で
行います！

【金曜ウォーク】１１月 ４・１１・１８・２５日
１０時～ １時間程度

飲み物をご持参のうえ、動きやすい服装でお越し下さい。

校区周辺を熱中症対策を行いながら歩きます。 (衛生連合会)

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。
【場 所】 壱岐南公民館 ロビー
【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
１１月 ７日（月）、１４日（月）、

２１日（月）、２８日（月）
9：00～12：00

１１月 ３日（木）、１０日（木）、
１７日（木）、２４日（木）

14：00～17：00

室見川は壱岐南小学校・壱岐丘中学校の校歌に歌われる
「ふるさとの自然」です。その室見川の清掃活動を沿線
の各校区で行います。皆さんも子供さんと散歩気分で気
軽にご参加下さい。

＊参加者のお茶・軍手はこちらで準備しています。
ささやかなお土産も差し上げます。

≪実施日時≫ １１月 ２７日（日） 9:3０～1時間程度
（雨天中止）
前日18時のNHK天気予報で
降水確率５０％以上の時は中止します。

≪集合場所≫  橋本車両基地前広場

壱岐南校区自治協議会 ≪実 施≫生活環境委員会

いろいろな出来事について、気軽にお話してみませんか。

相談もお受けします。都合のいい時間お越し下さい。

日 時：１1月２４日（木） １７：００～１９：００
会 場：壱岐南公民館 学習室

西区役所で人権啓発担当するスタッフが話し相手になります。

人権ひろば「ともしび」に来てみませんか？

【定 員】先着申込300人
※参加ご希望の方は，11/1（火）～11/30（水）まで
の間に，Fax・Eメール・ハガキのいずれかで，次の事
項を明記して，お申込みください。

①住所・②氏名（ふりがな）・③電話番号

第51回福岡市人権尊重週間（12月4日～10日）
「人権を尊重する市民の集い」（西区会場）

【日 時】12月9日（金）14：00～15：40
（開場13：00）

【会 場】西市民センター ホール
【講演会】劇団俳優座所属舞台俳優 有馬理恵さん

いのちをみつめて〜お芝居とおはなし〜

【問い合わせ先】西区生涯学習推進課
〒819-8501（住所不要）

Eメール nishi-kouza@city.fukuoka.lg.jp
TEL 092-895-7027 FAX 092-882-2137
主催 福岡市人権尊重行事推進委員会

※定員を超えた場合や、中止となった場合のみ、お断りの
ご連絡をいたします。

※入場無料・手話通訳・要約筆記あり。

日 時 令和４年１１月１日（火） １４時００から

場 所 福岡市壱岐南公民館

議 題 福岡市壱岐南公民館特別職館長候補者の選定，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）

備 考 第1回は10/5（水）開催済み

事務局名 西区総務部地域支援課 (TEL)092-895-7036

【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。（公民館で予約は受付できません）

【日 時】 令和４年１２月 ４日（日） １１時～１６時
【会 場】 壱岐南公民館 講堂・学習室
【対象者】 西区に住民票のある方
【事前予約期間】 １１月１７日～１２月１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。）

【第２回公民館特別職館長候補者推薦委員会の開催について】
※本会議は非公開です


