
ビタミンスペース（運動の場）   
✾日 時 １１月８日（火）、１５日（火）１０:００～１２:００ 

１７日（木）、３０日（水）１０:００～１３:００ 
１７日(木)は運動指導があります。(1０:３０～1１:３０) 

場所は姪北公民館 講堂です。 
時間内は出入り自由。タオルや運動靴はご持参ください。 

なんかからん ne（相談の場）  

✾日 時 １１月２２日（火）１０：３０～１１：３０ 
✾場 所 姪北公民館 老人いこいの家 

①「アマモ植え付け体験＆クリーンアップ活動」 
   ～ダイバーと<アマモ>の森をつくろう～ 
✱日 時 １１月５日（土）９：３０受付開始 
       １０：００スタート、１２：３０解散 
✱場 所 小戸公園 ※雨天決行。ただし荒天の場合は中止。 
✱対 象 小・中学生～おとな 
✱講 師 大神 弘太朗 さん（ふくおか FUN 代表理事） 
✱持ってくるもの タオル・飲み物・着替え 
➷水に濡れてもいい服装でお越しください。 
➷芝生広場側海岸（９：３０）または姪北公民館（９：００）に 
集合してください。 

➷体験活動後、公民館に移動して振り返り学習をします。 
定員２４人。１１/１(火)までに，姪北公民館にお申込み 
ください。 
 

❐日 時 １１月２４日（木）１０：３０～１１：３０ 
❐場 所 姪北公民館 講堂 

❐対 象 乳幼児と保護者 
❐内 容 「アビスパ de ニコニコ広場」 

❐講 師 アビスパ福岡ホームタウン推進部コーチ 
❐持ってくるもの 水分補給のための飲み物  

定員１８組。１１/１７（木）までに姪北公民館にお申込
みください。 

 
 
※お子さんの飲み物やタオル等必要なものはお持ちくださ
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 人権に関する標語  
 
友だちと いっしょにいると  楽しいな 

   （姪北小学校６年生の作品） 

全てに共通しています。 
検温とマスク着用をお願いします。 
発熱，風邪の症状がある方，ご家族に具合が悪い
方がいらっしゃる場合は，ご遠慮ください 

 

 

高齢者教室 
  

みんなの公民館 
  

乳幼児ふれあい学級 
  

  

公民館だより Ｎｏ.152 2022 年(令和 4 年) 11 月１日 
 

 

姪 
めい 

ほく 

北 
館 長 コ ラ ム  

 今年も残すところ２ヵ月になりました。この歳になると、
月日の過ぎるのが早く、「光陰矢の如し」という言葉を肌身
で感じます。 
 10 月 15 日、３年ぶりに開催された校区のまつりは予想
を超える参加者で大盛況でした。我が家の孫は待ちきれず、
早くから友だちと校門から中をのぞいていました。子どもた
ちは「射的が楽しかった。まつりがあって良かった」と話し
ていました。今回は子ども中心のまつりでしたが、来年は大
人も一緒に楽しめるまつりができるといいですね。 
 小春日和には少し早い休日の午後、電動自転車で市内の銅
像巡りをしました。中央区鳥飼八幡宮の横に、「政治家 中野
正剛先生」と書かれた石碑と銅像、西公園の坂の途中にある
「勤王の志士」「平野国臣」、東公園の県庁前には、同時期に
建造された「亀山上皇（第 90 代天皇）」元寇の「日蓮聖人」、
護国神社前に「広田弘毅元首相」、福岡市美術館入口横に「新
藤一馬元福岡市長」があります。それぞれの銅像の土台に書
かれた説明を読むと、福岡の歴史が少し理解できました。市
内にはまだ沢山の銅像や石碑があります。散歩がてら見て回
られたら楽しいと思います。 
 ライフプランセミナー「手話教室」は半年が過ぎ、参加者
も増えてきました。教室は年齢層が幅広く、覚えの速さも違
いますが、皆さん楽しみながら学んでいます。聴覚障がい者
の講師の方と簡単な会話ができた時は嬉しそうにされてい
ます。私と講師が手話で会話する様子を見て、「いつかでき
るようになるのかな」と自信なさそうに言われますが、「大
丈夫、気長に続ければ」と励ましながら、月１回の教室を行
っています。最近、聴覚障がい者が主人公のドラマが始まっ
ていますが、手話に関心を持つ人が増えるといいなと思って
います。                  館長 眞鍋 

❖日 時 １１月１０日（木）１３：３０～１５：３０ 

❖場 所 姪北公民館 地域団体室 
❖対 象 どなたでも 

❖内 容 「手話教室」 
❖持ってくるもの 飲み物・筆記用具 
 
❖持ってくるもの 筆記用具・飲み物   
 

 

 

裏面もごらんください。 

 

ライフプランセミナー 

おとな塾～子どもだけじゃ、
もったいない！～ 

姪北公民館にお申込みください。 
 

 

  

✰日 時 １１月２９日（火）１０：００～１１：３０ 
✰場 所 姪北公民館 講堂と周辺 

✰対 象 おおむね６０歳以上 
✰内 容 「ウオーキング教室②」 

✰講 師 柴田 伊津子 さん（健康運動指導士） 
✰持ってくるもの 飲み物・タオル 

ウオーキングの話の後、外を歩きます。動きやすい服装で
お越しください。定員２４人。１１/２２（火）までに姪北公

民館にお申込みください。 
 
 

 

✰日 時 １１月１０日（木）１０：００～１２：００ 
✰場 所 姪北公民館 講堂 
✰対 象 おとな 汚れてもいい服装でお越しください。 
✰内 容 「陶芸」～干支の置物づくり～ 
✰講 師  後藤 和正 さん（陶芸教室「やわら木」） 
✰材料費 ５００円 
✰持ってくるもの タオル・材料費 
※男女共同参画委員会との共催です。 
定員１８人。１１/３(木)までに姪北公民館にお申込みく
ださい。 

 
 

 

めいほくっ子広場 

②「プログラミング体験～ロボットカーを走らせよう～」 
✱日 時 １１月２７日（日）１０：００～１２：００ 
✱場 所 姪北公民館 講堂 

✱対 象 小学生  
✱講 師 プログラボ姪浜 

✱持ってくるもの 飲み物 
定員２０人。１１/２０（日）までに姪北公民館にお申込

みください。 
 

❖日 時 １２月６日（火）１０：３０～１１：３０ 

❖場 所 姪北公民館 講堂 
❖対 象 乳幼児と保護者  

❖内 容 「おひるねアート」           
❖講 師 小川 ふみこ さん(日本おひるねアート協会認定講師) 

❖持ってくるもの スマホまたはカメラ  
水分補給のための飲み物  

定員１５組。１１/３０（水）までに姪北公民館にお申込み 
ください。 

 
 

 

  

 

 



♥時間および対象年齢  
１１月８日（火）♡対象年齢・・０～４歳 

 定員８組。８組を超えたら２部制になります。 
 ２部制の時は、おはなし会①11:00～11:20、 
 ②11:30～11:50 です。本の貸出･返却のみの 
方は、11:00～11:50 までに来てください。 

１１月２２日（火）♡対象年齢・・３歳以上  
  定員５組。15:45～16:05 です。  

本の貸出･返却のみの方は 16:05～16:30
に来てください  

場所はいずれも姪北公民館です。姪北公民館へお申し
込みください。                      プーさん文庫 

 

 
 

   

✾日にち １１月２２日（火） 
✾場 所 姪北公民館 地域団体室 
今回も感染症対策を徹底したうえで、定員を設け、
２回に分けて開催します。時間内は出入り自由です。 
①１０：３０～１１：４５ ②１２：００～１２：４５  
どちらも定員１２人。ご都合の良い時間帯にお申し
込みください。お申し込みは、姪北公民館へお願い
します。皆様のお越しをお待ちしています。  

地域カフェ委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

公民館の休館について 

１１月６日（日）に利用申込がないときは、臨時休館します。 

この日に利用を希望される場合は、１１月１日（火）

１７時までにご連絡をお願いいたします。 

      

 

おはなし会 
  

子育てサロン「もぐもぐ」 

⁂ 日 時 １１月１８日 (金 )１０：００～１２：００ 
⁂ 場 所 姪北公民館 講堂 
⁂ 対 象 ０歳～未就園児とその家族 

 妊娠中の方もどうぞ 
交流・遊び・情報交換・くつろぎの場として自由にご
利用ください。時間内は出入り自由です。 
地域のボランティアさんがサポーターとして見守り
ます（託児スタッフではありません）。サロンやサポ
ーターに関心がある方は、事前にご連絡ください。 
※おやつやおもちゃの持ち込みは，ご遠慮ください（水分
補給のみ）。定員５組。１１/１６(水)までに，姪北公民館
にお申込みください。 
 
 
定員５組。水分補給用の飲み物以外のおやつやおもちゃの
持ち込みは、ご遠慮ください。 
１２/１５(水)までに、姪北公民館へお申込みください。 

  

地域カフェに寄ってみませんか 

 
 

地域カフェで「人権ひろば」を行っています。 
人権に関わらず、気軽に話ができる場として、みな
さんに利用していただければと思っています。また、
個別のご相談もできますので、お声かけください。  

池野人権教育推進員 

ここに記載している事業は開催を予定しています 
が，新型コロナウイルス感染症の状況によって， 

中止・延期・時間変更になることがあります。 
ご了承ください。 

 

 

公民館補助要員(有償ボランティア)を募集 

【公募要件】 
 職務の遂行に意欲的で、土日祝日・夜間、勤務できる
人。公民館活動を特定の政党や宗教または営利に利用し
ない人。 
校区自治協議会等の主要な役職にない人。 
パソコン（Excel・Word）基本操作ができる人。 

【募集人数】 １名 
【謝礼等】 

時間数に応じた時給のほか、傷害保険に加入します。 
詳細はお尋ねください。 

【業務内容】 
 電話等の応対・受付、清掃作業ほか。 
 詳細はお尋ねください。 
【応募方法】 

履歴書（略歴１通）を公民館までご持参ください。 
 ※個人情報の取り扱いについては十分に留意します。 
【応募締切】１１月１５日（火）   

 

 

            

 

 

 

 

姪北公民館は 

こちらです 

 

「第１２回校区文化祭」のお知らせ 

今年度の文化祭は、展示のみの開催です。 
♫日 時 １０月３０日（日）～１１月４日（金） 
         ９：３０～１６：３０ 

※４日（金）は１2：００まで 
♫場 所  姪北公民館 講堂 
♫内 容 ・作品展示（サークル、公民館主催事業、 

博多おきあげ講師、一般） 
・パネル展示（サークル・各種団体紹介） 

公民館運営懇話会 
のお知らせ 

  

❐日 時 １２月７日（水）１９：００ 
❐場 所 姪北公民館 地域団体室 
傍聴を希望される方は、会議開催の１５分前まで
に、公民館にお申し出ください。     

     

 

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート 

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。実施場所は姪北公民館です。 

実施日 時間帯 

１１月７日、１４日、２１日、 
２８日 ※いずれも月曜日です 

9：00～12：00 

１１月３日、１０日、１７日、 

２４日 ※いずれも木曜日です 
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】(８:３０～17:３０) 

 ●福岡市における新型コロナワクチン接種全般における
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 

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） 
♦場 所 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～ 

♦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 
※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。 
 

【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 
 

 

 

 


