
                                                                           

 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
                              

 
                                                                                                                                                                                            

らく楽スマホ教室 （対象：一般） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アプリを楽しもう！」 

日時 12 月 5 日（月）13:30～15:00 

場所 今宿公民館講堂 

講師 Docomo ショップ 今宿店 

定員 先着 10 名 （申込は公民館へ） 

 

 「マップを楽しもう！」 

日時 12 月 12 日（月）13:30～15:00 

場所 今宿公民館講堂 

講師 Docomo ショップ 今宿店 

定員 先着 10 名 （申込は公民館へ） 

 ※スマホをお持ちでない方も、 
ドコモのスマホをお持ちでない方も、参加できます。 

11  月 

令和 4 年 11 月１日発行 №366  
〒819-0162 福岡市西区今宿青木１３８－１ 
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＜11 月の行事予定＞ 
毎週木曜日『よかトレ（ラジオ体操）』 9:30～ 

 

お 願 い 
 利用の際は、検温の上マス

ク着用、手指消毒の感染対策

にご協力をお願いします。水

分補給には各自飲物を持参

し、こまめな換気もお願いし

ます。また、発熱、風邪の症

状のある方の利用はご遠慮く

ださい。なお、感染拡大防止

のため校区および公民館事業

が一部中止・延期となる場合

があります。 

  

   

5 土 
今宿校区文化祭 

6 日 

9 水 今宿いきいきキッズ 

10 木 今熟はつらつ大学 

15 火 母子巡回健康相談 

16 水 子育てサロンぴよぴよ 

17 木 学校施設開放連絡会 

19 土 
わくわく今塾、 

県警グラウンド利用者会 

24 木 はじめてのダーツ 

28 月 公民館運営懇話会 

 
11 月臨時休館予定日 

11 月 30 日（水） 
11 月 20 日正午までに利用申込が 

ない場合は臨時休館します。 

 

今熟はつらつ大学 （対象：今熟はつらつ大学会員） 

「健康講座～低栄養予防とお薬のはなし～」 

講座の間に脳トレもして心も身体も健康に… 

日時 11 月 10 日（木）10:00～11:45 

場所 今宿公民館講堂 

講師 低栄養…雪印ビーンスターク株式会社 

    脳トレ…介護ネットワーク西部 

    薬の話…調剤薬局の薬剤師 

 

「今宿人形絵付け体験」 

日時 12 月 8 日（木）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 今宿人形師 佐藤好昭 さん 

         佐藤由美子 さん 

材料代 1,000 円 

はじめてのダーツ （対象：ダーツ会員） 

「ダーツに挑戦」 

日時 11 月 24 日（木）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

※室内シューズをお持ちの方はご持参ください。 

動きやすい服装で、飲物をご持参ください。 

わくわく今塾 （対象：わくわく今塾会員） 

楽しい科学実験や身の回りを観察して 

「なぜ？」を探して考えてみよう‼ 

日時 11 月 19 日（土）・12 月 3 日（土） 

10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 福岡大学名誉教授 山口住夫 さん  

-未就園の乳幼児と保護者のフリースペース- 

日時 11 月 16 日（水） 

 10:00～11:30（入退室自由） 

場所 今宿公民館講堂 

定員 先着７組 （申込は公民館へ） 

 

             

「あいくるさんがやってくる！」 

日時 11 月 9 日（水）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 福岡市立中央児童会館あいくる 

定員 先着 10 組 （申込は公民館へ） 

＜スタンバード文庫読み聞かせ講座＞ 

 「お家での読み聞かせどうしてる？」 

日時 12 月 7 日（水） 

①０歳児  …10:00～10:30 

②１歳児以上…10:45～11:15 

場所 今宿公民館講堂 

講師 福岡市学校図書館読み聞かせ 

ボランティアネットワーク 上村篤子 さん 

定員 ①②とも先着 6 組 （申込は公民館へ） 

 

未就園の乳幼児と保護者対象 

作品展示（会場：今宿公民館） 

 11 月 5 日（土）13:00～16:30 

6 日（日）  9:30～12:00 

芸能発表（会場：今宿小学校体育館） 

     11 月 6 日（日）10:30～12:30 

皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

         主催：今宿校区自治協議会・今宿公民館 

 
 

第 2 回公民館運営懇話会のお知らせ 

日時 11 月２8 日（月）19:00～ 

場所 今宿公民館講堂 

傍聴を希望される方は、会議１５分前までに 

公民館へお申し出ください。 

 

日曜カフェいまじゅく （対象：どなたでも） 

…びっくり！カンゲキ★マジックショー… 

コインやトランプを使ったマジックが見られます♪ 

日時 12 月 4 日（日）13:30～ 

場所 今宿公民館講堂 

講師 脳トレ…介護ネットワーク西部 

マジック…九州大学マジックサークル 

定員 先着 20 名 （申込は公民館へ） 

 

１０月１５日「今宿いにしえのあかり～灯籠まつり～」無事開催できました！ 

たくさんのご来場ありがとうございました。 

幻想的な世界を楽しんでいただけましたでしょうか。 

出品協力いただいた青木竹灯籠の会、準備・運営に 

関わってくださった実行委員・協力団体・ボランティア 

の多くの皆様のご協力に感謝申し上げます。 

主催：今宿校区自治協議会・今宿公民館 

今宿校区人権を考えるつどい 

【講演】 ～戦地から愛のメッセージ～ 
日時 11 月 27 日（日）13:30～15:00 
場所 今宿公民館講堂 
講師 ピースアイランド合同会社 
     代表 伊藤 博文 さん 
定員 先着 20 名 （申込は公民館へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

主催：今宿校区人権尊重推進協議会 

 

≪プロフィール≫ 

１９６９年生まれ、 福岡県福岡市出身。 

祖父の伊藤半次が太平洋戦争中に戦地から家族へ送り 

続けた愛情に満ちあふれた色鮮やかな絵手紙を一般に 

公開したり、平和学習や講演を通じて、家族の大切さ、 

戦争の空しさ、平和の尊さ等を伝える活動を行っている。 

新聞、テレビなど多くメディアでも特集を組まれるなど 

出演多数。 

 

何気ない その一言が 未来を変える  （玄洋中学校人権標語）                                        －裏面につづく- 
                           



 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
  
                                    
 
 
 
 
 
 

 今宿校区自治協議会保健福祉部会からのお知らせ 

 
～楽しく学ぼうお口の健康づくり～ 

お口の健康づくりは、いつまでも元気にすごす身体づくりに 

つながります。ついつい後回しになりがちなお口のケアですが、 

毎日の積み重ねが大事になってきます。 

毎日の「歯磨き」をグレードアップ！ 

どの年代にも大事な「歯」について一緒に考えてみましょう。 

日時 12 月 1 日（木）10：00～11：30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 歯科衛生士 大城 康子 さん 

定員 先着 25 名 

公民館までウォーキングして 1 日１ポイント！ 

20 ポイント達成で景品ゲット♪ 

詳しくは、手帳をご覧ください。 

小学生用のウォーキングカードもあります。 

家族でウォーキングを楽しんでみませんか？ 

【対象の方】今宿校区在住の方        

共催：今宿公民館 

 

 

 

母子巡回健康相談のお知らせ 

と き： 11 月 15 日（火） 
     受 付： 13:30～14:00 
     場 所： 今宿公民館講堂 
   内  容：  身体測定、育児相談、妊産婦の健康相談 
   持ってくる物：母子健康手帳  
     お問い合せ：西区保健福祉センター 
         地域保健福祉係 （☎ 895-7080） 

    

  

  

         

   

※ ３密を避けるため入場制限をする場合があります。 

※ 駐車場に限りがあります。 
  お車での来所はできるだけご遠慮ください。 

 
 新型コロナウイルス感染症対策のため中止する場合があります。 
 最新の情報はお問い合わせください。 

 

今宿校区自治協議会環境衛生部会からのお知らせ 

★ 段ボールコンポスト講習会 ★ 

日 時：11 月 7 日（月）10:00～12:00            
場 所：今宿公民館学習室 

申込先：今宿公民館（☎806-0242）            

初めての方でも分かり易くご説明いたします。     

段ボールコンポスト代金は実費 700 円（初回のみ 1,000 円）   

 

 

1．回収日： 毎週土・日曜日 
2．受付時間：9:00～17:00 
3．場 所：今宿公民館北側ブルーパス入り口    

             リサイクルステーション  
 ４．回収物①：新聞紙・段ボール・雑誌・本 
        雑紙(チラシ・菓子箱・厚紙・パンフレット) 
         ※注意事項 
         回収物は種類ごとにビニールひも等で 
         固く十字に結んでください。 

回収物②：使用済食用油 
         ※注意事項 
         植物系の油（のみ回収可）を 
         空きペットボトルに入れて持参してください。 

5．当日は、受付担当の方の指示に従ってお出しください。 

★ 校区リサイクルステーションの利用について ★ 

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。 

 

実施日 時間帯 実施場所 

11 月 12 日（土）、 

19 日（土）、26 日（土） 

9：00～

12：00 

今宿公民館 

11 月 2 日（水）、 

9 日（水）、16 日（水）、23 日（水） 

14：00～

17：00 

   ※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 

公民館は災害時の一時避難場所 
避難所が開設されていない時には、 

西区災害対策本部に連絡を！（TEL895-7037） 

自主避難の方はできるだけ各自食糧・毛布等は 

ご持参ください。 

駐車場は台数に限りがあります。   


