
 
 

 

 
 

 

 

 

 
  

令和４年 １1 月予定 

３ 木・祝 おひさまサロン 休み 

５ 土 
校区文化祭（13 時～17 時） 

自治協議会 運営委員会(19時～) 

６ 日 校区文化祭（9 時～15 時） 

９ 水 読み聞かせ「絵本の会」 

10 木 校庭開放調整会議（19 時～） 

11 金 ぷらっとカフェいしまる 

16 水 にこにこ広場 

19 土 しいたけ収穫祭（石丸小学校） 

20 日 福岡市長選挙 

21 月 ひまわり会 

22 火 絵本の読み聞かせ おとな版 

23 水・祝 臨時休館日 

25 金 おとな講座（１回目） 

26 土 子ども講座 

28 月 シルバー大学 

30 水 おとな講座（２回目） 
 
※今月の月１回の臨時休館日は１１月２３日（水・祝）
の予定です。１１月１３日（日）１７時までに利用申込
みがない場合は臨時休館致します。 

～石丸公民館～ 
 
〒819-0025 福岡市西区石丸 2-5-10 
電話：881-4983 Fax：881-4986 
✉ ishimaru108@jcom.home.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

石丸公民館 LINE 公式アカウント  
公民館だよりなど公民館の情報を 
配信しています。右記二次元コード 
よりご登録ください。 

おひさまサロン 
 
１１月３日（木）は祝日のため、 
おひさまサロンはお休みします。 
 
主催：おひさまサロン  次回は 1２月 1 日(木)  

にこにこ広場 「ウン知育教室」 
１１月１６日（水）  

時 間：１０時３０分～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：ヤクルト さん 
内 容：腸やウンチの話と腸トレ体操 
対 象：未就園児と保護者  
※エプロンシアターやウンチクイズなどを
通して、良いウンチについて学びます。 

 
 次回は１２月２１日（水） 

 

石丸子ども講座 「ラダーゲッター」 
１１月２６日（土）  

時 間：１０時～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：スポーツ推進委員 
対 象：校区内の小中学生 
定 員：２０名程度 
参加費：無料 
持ち物：飲み物・タオル  
※今月もニュースポーツを体験しよう！ 
「ラダーゲッター」ってどんなゲーム？ 

 みんなで楽しく遊んで知ろう！ 
 

 次回は１２月１７日（土）天体観測  

シルバー石丸大学 「健康づくり教室 ②」 
１１月２８日（月）  

時 間：１０時３０分～１２時 

場 所：公民館 講堂 

講 師：柴田 伊津子 先生(健康運動指導士) 

内 容：「ミニ体力測定と家でできる運動」 

対 象：シルバー大学生 

持ち物：室内用運動靴（あれば）   
※動きやすい服装でお越しください。 
※お茶は用意しております。 

 
 次回は１２月７日（水）バスハイク（有田） 

おとな講座 ＜今月は２回開催＞ 
 
◎１回目 １１月２５日（金） 

「クラフトかご作り講座」  
時 間：１０時～１２時３０分 

場 所：公民館 児童等集会室 

講 師：山田 美千代 さん（地域指導者） 

内 容：追いかけ編みのかご作り 

定 員：１２名程度 

参加費：１,０００円  
※前回より少しランクアップした編み方に
挑戦します。 

 

◎２回目 １１月３０日（水） 
「エコキャンドル作り」  

時 間：１０時～１２時 

場 所：公民館 講堂 

講 師：エフコープ糸島支所 さん 

内 容：使用済みのロウソクを利用して 

オリジナルのキャンドル作り 

定 員：１５名程度 

参加費：無料  
※捨てられるはずだったロウソクが、世界に
ひとつだけの素敵なキャンドルに生まれ
変わります。たまには電気を消して、キャ
ンドルに火を灯してみませんか？ 

 
 次回は１２月２３日（金）寄せ植え講座  

～石丸校区文化祭～ 
 
３年ぶりの文化祭です！素晴らしい作品展示や演芸発表のほか、雑貨や野菜などの販

売もあります。プログラムは全戸に配布します。ぜひ見に来てください！！ 
 
〇日 時：１１月５日（土）【作品展示のみ】 １３時～１７時 

 
１１月６日（日）【作 品 展 示】  ９時～１５時 

【演 芸 発 表】 １２時～１５時（予定） 

【模 擬 店】   １１時～(なくなり次第終了） 

〇場 所：石丸公民館  
※駐車場には限りがありますので、徒歩や自転車、公共交通機関でお越しください。 

 
主催：石丸校区自治協議会  共催：石丸公民館 

絵本の読み聞かせ おとな版 
１１月２２日（火）  

時 間：１０時３０分～１１時３０分 
場 所：公民館 児童等集会室 
講 師：篠原 富美子 さん（ぶぅぶぅ文庫） 
内 容：「モチモチの木」 
   「花さき山」 他 
対 象：どなたでも  
※斎藤隆介の作品と滝平二郎の切り絵 
が合体すると、とても魅力的な絵本に！ 
そんな民話絵本の数々をお届けします。  

 次回は１２月２７日（火） 

読み聞かせ 「絵本の会」 
１１月９日（水）  

時 間：１１時～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：和才 尚美 さん（地域指導者） 
対 象：未就園児と保護者  
※お気軽にどうぞ！ 
 絵本の貸し出しもできます。 

 
 次回は１２月１４日（水） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※すべての事業については、新型コロナウイルスの状況により中止または延

期になる場合があります。来館の際はマスクの着用をお願いします。（小さ

いお子さんはつけなくても大丈夫です）また入口に検温器と消毒液を置い

ていますので、必ず検温し手指の消毒を行ってから入室してください。ご

協力をお願いします。 

 
ノルディックウォーキング同好会  

・日 程：１１月１６日（水）、３０日（水） 
・時 間：１０時～１１時 ※雨天の場合は中止です。 

・集合場所：公民館 玄関前 
※ノルディックポールがない方でも参加できます。  
【問い合わせ先】ノルディックウォーキング同好会 

代表 吉野 澄子（070-1505-7038） 

 

・日  時：１１月１１日（金） 

       １４時３０分～１５時３０分 

・場  所：公民館 講堂とロビー 

・定  員：１５名程度 

・茶菓子代：１００円（持ち帰り用） 
 
☆今月のテーマ「コグニサイズでエイジングケア」  
※身体を動かしながら脳トレを行う「コグニサイズ」を 
体験し、認知症予防や身体を動かす機会を普段の生活 
にも取り入れてみませんか？ 

 
～ぷらっとマルシェ～ 
・時 間：１３時３０分～１４時３０分 

・場 所：公民館 学習室  
※障がい者福祉サービス事業所「みどりのその」さんの、 
手作り菓子・野菜・雑貨などを販売します。 

「ぷらっと カフェ いしまる」 

主催：石丸校区自治協議会 

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。 

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  

（午前９時～午後５時） 
TEL：0120-502-633 （通話無料） 

FAX ：0120-880-219 
オンライン申請 

はこちら 

しいたけ収穫祭  
・日 時：１１月１９日（土）10 時～12 時 

・場 所：石丸小学校 中庭 駐車場 

・対 象：原木しいたけオーナーさん 
※今回の収穫は令和３年２月にコマ打ちした原木です。 
対象の方にはハガキで連絡しています。 

※マスクを着用の上、ご参加ください。 
主催：石丸校区自治協議会 

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。 
 
実施日 時間帯 実施場所 

１１月４日（金）、１１日（金）、 

１８日（金）、２５日（金） 

９時～ 

１２時 
石丸公民館 

１１月１日（火）、８日（火）、 

１５日（火）、２２日（火）、２９日（火） 

１４時～

１７時 

   ※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 

         
       1６．平和と公正をすべての人に 
         

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会

を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提

供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果

的で責任ある包摂的な制度を構築する。 
 
・持続可能な開発目標を達成するためには、平和で公正か
つ包摂的な社会が必要です。 
・目標１６には【子どもに対する虐待、搾取、取引及びあ
らゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。】や【持続可能な
開発のための非差別的な法規及び政策を推進し、実施す
る。】など、１２のターゲットがあります。 

「石丸校区 ウォーキング講座」 
 
日 時：１１月１５日（火）※雨天時：１１月１８日（金） 

    １０時３０分～１２時（受付：１０時～） 

場 所：白十字会地域交流サロン「いしまるしぇ」 

    （白十字病院敷地内南側） 

講 師：塘地 一夫 先生（和仁会病院 理学療法士） 

内 容：健康づくりに効果的なウォーキングについての 

    講話と実技 

対 象：どなたでも 

定 員：３０名（先着順）※１１月９日(水)締切 
参加費：無 料 
持ち物：帽子・飲み物・タオル 

※動きやすい靴と服装でお越しください。 

 
主催：石丸校区健康づくり委員会 

共催：石丸公民館・西区保健福祉センター地域保健福祉課 コンビニ交付サービスの手数料が 

今なら 全て  

マイナンバーカード(4 桁の暗証番号)があれば、お近く
のコンビニのマルチコピー機で、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
を取ることができます。 

来年３月 31 日（金）まで、期間限定で手数料がすべて
「100円」！ぜひご利用ください。 
 
詳しくは、市ホームページ 

「福岡市コンビニ交付」で確認するか、 

区市民課へお問い合わせください。 

西区市民課：895-7010   

 

 


