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≪わいわい子育て≫ 対象：乳幼児と保護者 

～親子で体操（ロコモ予防）～ 

楽しく遊びながらお父さんお母さんの運動不足も解消しまし

ょう♪ 
〔日 時〕 １１月１６日（水） １０：００～１１：３０ 
〔講 師〕 西体育館 スポーツトレーナー 
〔対 象〕 ひとり歩きができる３歳未満児と保護者 
〔定 員〕 先着 １０組（事前申込もＯＫ） 
動きやすい服装でお越しください。 
子ども１人につき保護者１人まででお願いします。 

 

≪みんなの広場≫ 対象：どなたでも（子どもも大人もＯＫ） 

～ペットボトルハンギング～ 

ペットボトルをハンギングポットに加工して、お花の寄せ植
えをやってみよう‼ 
〔日 時〕 １１月２３日（祝・水） １０：３０～ 
〔講 師〕 緑のコーディネーター 石井康子さん 
〔定 員〕 先着 ２４名 ※申込み締切 
〔材料費〕 ５００円（当日集めます）11/16(水) 

～ドライフラワーでクリスマスリースを作ろう～ 

〔日 時〕 １１月２７日（日） １３：００～１５：００ 

〔講 師〕 フラワーアレンジメント講師 武内 泉さん 

〔定 員〕 先着 １５名 ※申込み締切11/20(日) 
〔材料費〕 １５００円（当日集めます） 
 
≪大人の広場≫ 対象：どなたでも 
ゲートキーパー養成講座 

～大切な人のこころに寄り添うために～ 
〔日 時〕 １２月６日（火） １３:３０～１５:００ 
〔講 師〕 福岡市精神保健福祉センター 
       相談員 古里 百合子さん 
〔定 員〕 先着４０名  

【共催：社会福祉協議会】 

≪下山門大学≫ 対象：高齢者（おおむね６０歳以上） 

～演芸大会～ 

九州大学落語研究会の方々の落語と、皆さんの演芸や歌など
をお楽しみください。 

〔日 時〕 １１月２０日（日） １４：００～ 

〔定 員〕 先着 ２０名程度 ※参加費無料 
〔申込み〕 出演希望 11/6(日) 参加のみ 11/13(日) 

【共催：下山門校区老人クラブ連合会】 

令和時代のセカンドライフ ～認知症予防編～ 

〔日 時〕 ①老化と予防・簡単な認知症予防チェック 
１１月２２日（火） １４：００～ 

      ②認知症の予防（回想法） 
１１月２９日（火） １４：００～ 

〔講 師〕 明治安田生命 ＦＰコンサルタント 
〔定 員〕 先着４０名程度 ※申込み締切11/15（火） 

  ※１回だけの受講もできます。 
  ※下大会員が優先ですが、会員以外の方も申し込み可 
 
≪健康づくり≫ 対象：どなたでも 

～地域探検ウォーキング～ 

校区周辺をウォーキングします。どなたでもお気軽にご参加
ください。雨天の場合は、館内で健康体操を行います。 
〔日 時〕 １１月１０日（木）１０：００～（１時間程度） 
〔持ってくるもの〕 水筒・タオル 

※前日までに公民館へお申込みください。 

～スポレク do it！～ 
体育館のインストラクターとオンラインで 

エクササイズを行います。 

〔日 時〕 １１月１６日（水） １４:００～１４:３０ 

〔定 員〕 先着１０名  

 

 

 

 
下山門子育て支援 
≪今月のサロン≫ 

１１月８日（火）・２２日（火） 
１０：００～１２：００（時間内出入り自由） 
★子育て交流の場として利用してみませんか★ 

 

 

日 曜 行  事 

１ 火 
火曜学び舎 
下小施設開放連絡会 

５ 土 文化祭（芸能発表会・休眠品バザー） 

８ 火 
さんさんサロン 
人権尊重推進協議会事務局会 

１０ 木 
地域探検ウォーキング 
男女共同参画部会定例会 

１２ 土 
下山門小学校 運動会 
ふり～すぺ～す えん 

１３ 日 
十郎川清掃 
社協 赤飯炊き 

１４ 月 
環境衛生部会定例会 
防災防犯部会定例会 

１５ 火 火曜学び舎 

１６ 水 
わいわい子育て ロコモ予防 
スポレクdo it！ 

１８ 金 
ソフトダーツを楽しむ会 
交通安全推進部会定例会 

２０ 日 老人クラブ連合会・下大 演芸大会 
２１ 月 自治協議会定例会 

２２ 火 
さんさんサロン 
下山門大学 認知症予防講座① 

２３ 水 
自治協議会研修旅行 
みんなの広場 ペットボトルハンギング 

２５ 金 人尊協 人権講演会 
２７ 日 みんなの広場 クリスマスリース 
２９ 火 下山門大学 認知症予防講座② 

特に記入のない場合、会場・申込先はすべて下山門公民

館です。 

１１月の休館について 
１１月３０日（水）利用の申込みがないときは臨時休館
いたします。利用を希望される場合、11月20日(日)
１７時までにお申込みください。 
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《環境衛生部会から 十郎川清掃のお知らせ》 
【実 施 日】 １１月１３日（日） （雨天中止） 

【集合場所】 下山門集会所（下山門４丁目） 

【集合時間】 ８時５０分   【開始時間】 ９時 （約１時間） 

【清掃場所】 蔵本橋～古薗橋 

※当日は強い日差しや海風が予想されるので、帽子をご持参ください。 

※靴は汚れてもいい運動靴か長靴で参加してください。 

※回収用袋、軍手などは環境衛生部会で用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１０回 下山門校区文化祭のお知らせ 
 

■ 日時： 11月 5日（土）10：00～1２：00 ステージ発表 

11月 5日（土）12：00～15：00 休眠品バザー  

■ 場所：下山門公民館 
 

■ 主催：下山門校区自治協議会、下山門小学校 

下山門小学校ＰＴＡ、下山門公民館  

実施日 時間帯 実施場所 

１１月２日､９日､１６日、２３日（水） 9：00～12：00 
下山門公民館 

１１月１２日､１９日、２６日(土) 14：00～17：00 

【必要なもの】  接種券             ※終了時間の 15分前までにお越しください 

【ワクチン接種に関するお問い合わせ】 

    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 

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。 

【 日 時 】 令和４年１２月８日（木）１３時３０分～１６時３０分 

【 会 場 】 下山門公民館 講 堂 

【 対象者 】 西区に住民票のある方 

【事前予約期間】 １１月２１日～１２月５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。） 

 

 

 

 

～学ぶことから始めようpartⅡ！中学校の人権学習～ 
 

〔講 師〕 下山門中学校 校長 有友 剛先生 

〔日 時〕 １１月２５日（金） １９：００～ 

〔場 所〕 下山門公民館 講 堂 

〔定 員〕 先着 ４０名程度 

※コロナ感染予防のため事前申込制とさせていただきます。 

【主催：下山門校区人権尊重推進協議会】 

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）  ※入場無料・手話通訳・要約筆記あり 

【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～ 
【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。 
【問い合わせ先】 西区生涯学習課 〒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 

◆◆◆おめでとうございます！◆◆◆ 

男子シングル硬式テニスで全国大会優勝！！ 

参加したすべての大会（区大会・市大会・県大会・九州大会）でも 

優勝し福岡県中学校体育連盟より特別表彰をうけました。 

下山門中学校 ３年 永嶋 煌さん 
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