
  

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

南図書館おはなし会が 

塩原公民館にやって～く～る～♪ 

📖日 時： １２月１１日(日) 14：00～15：00 

📖場 所： 塩原公民館 講堂 

📖演 目： ①大型絵本 「まどからのおくりもの」 

       ②パネルシアター 「ぞうのパン屋さん」 

       ③ちょっとだけ体操 

       ④大型紙芝居 『たからげた』 

       ⑤おたのしみ 

📖定 員： ２０組 （小３以下は保護者同伴） 

プチプレゼント🎁を用意してお待ちしています♪            

※公民館へお申し込みください。 

 

令和４年１２月発行 

3５０号 

 主な行事予定 

２ 金 フードドライブ提供品受付最終日 10～１２時 

４ 日 ウクライナデー 12：00～14：00 

23 金 小中学校終業式 ／ ５，０００人キャンペーン   

２５ 日 小学校体育館清掃 （体育振興会） 

 

 

▶塩原校区の人口 １４,８４５人  
（男性６,９４５人／女性 7,９００人） 

▶世帯数 ８，6５８世帯 ▶南区の人口 ２６６，５８９人 
              R4.１１.２現在住民基本台帳 

 

        ～親子で絵本の楽しさを～ 

日 時： １２月２０日(火) １０：００～１２：００ 

場 所： 塩原公民館 児童等集会室 

  しおばる保育園の先生やベテランママさんと絵本

の読み聞かせや手遊びなどを楽しみましょう♪ 

今月はクリスマスの工作もしますよ～ 

 

わくわく子育て📖ブックバ～ル📖 
 

 
🎅日 時： １２月１３日(火) １０：００～１1：30  

🎅場 所： 塩原公民館 講堂 

🎅定 員： 親子２０組  

🎅写真撮影します。もちろんプレゼントします😊 

    ※公民館へお申し込みください。 

 

 

 

 

 

❀日 時： １２月５日(月) １０：0０受付～１２：００ 

❀場 所： 塩原公民館 講堂      ❀参加費：無料 

❀内 容： 忘年会 （ギター演奏や歌、お楽しみ福引など） 

       誕生会   ◎持ち帰りお弁当付き 

❀持ってくる物： 飲みもの、 マスク 

※ご自宅で検温し、体調が良くない時はご遠慮ください。 

※校区在住の 65歳以上の方はどなたでもご参加いただけます。 

  

ふれあいサロン絆 
育児サロン☆きらきらっ子☆ 

 

 

 

公民館休館のお知らせ 
◎１２月２８日(水)に利用申込がないときは臨時休館します。 

この日に利用希望の方は、１２月１６日(金)１７時までに利用申請をお願いします。   

◎令和４年１２月２９日(木)～令和５年１月３日(火)は年末年始のため休館します。     

※休館日はリサイクルステーションもお休みです。 

来る年への願いを込めて作りませんか。 

🎍日  時： １２月２６日(月) ①１０：００  ②１１：００ 

🎍場  所： 塩原公民館 講堂     

🎍参加費：  ５００円  

🎍持ってくる物： 花を切るはさみ、持ち帰り用袋 

🎍定 員：  各回２５個 （親子参加もOKです） 

🎍申込方法： １２月５日（月）１０:００より受付開始 

        ※公民館へお申し込みください。   

                     主催： 健康推進委員会 

  

 

 

 

年末恒例の・・・『ミニ門松』づくり 

 

 

 

 

 

 

Mail:  shiobaru126@jcom.home.ne.jp 

Xmasわくわく♪おはなし会 

 🚍日 時： １月１０日(火) 9：00出発～1６：３0帰着(予定) 

 🚍行 程： 宮地嶽神社 ～ 神湊でお魚ランチ  

～ 海の道むなかた館 ～ 宗像大社 

🚍集 合： ８：１５ 塩原公民館  

🚍募 集： 塩原校区在住の６０歳以上で 

ワクチンを４回以上接種した方 ２５名   

🚍参加費： 2，000円 

🚍申 込： １２月７日(水)１０:００より公民館窓口にて受付開始 

         ※お電話等では受け付けできません。 

        ワクチン接種を証明できるものをお持ちください。 

 🚍参加申込にあたってのお約束 

・感染対策 （マスク・三密回避・手指消毒） 

・同居ご家族も含め 37.5℃以上の発熱、体調不良の方は 

参加しない。 

・途中で発熱し陽性と判明した場合は、現地保健所等の指示に

従う。 発熱が確認された時点で別行動となり、以降帰宅等

の費用は自己負担となる。    ほか 

※申込時に確認書にサインをいただきます。 

                           共催： 健康推進委員会 

 
 

バスハイク 塩原学ぶと歩むの会 

令和５年 新春二社詣 

 

 

 

 

 

さんきてくれるかなー✨ 

 

母子巡回健康相談(要予約) 

 

 

 

 

 

 

👶日 時： １月６日(金) １３：３０～15：30 

👶場 所： 塩原公民館 講堂 

👶内 容： 身体計測、育児相談など 

👶対 象:  乳幼児親子、妊婦 

👶持ってくるもの： 母子健康手帳、飲みもの 

👶申込先： 南区保健福祉センター 

TEL ０９２－５５９－５１３３   

FAX ０９２－５１２－８８１１ 

  

 

  
 

当日空きがあれば

受け付けできます。

14：30までにお

越しください。 

令和４年度 第２回公民館運営懇話会 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：  １２月１６日(金) 1８：00～1９：00 

   場 所:  塩原公民館 地域団体室 

   議 題：  ・令和４年度公民館事業報告について 

          ・令和５年度公民館事業計画について 

          ・令和５年度公民館サークル募集について 他 

  ※運営懇話会は、公民館の運営や事業に関してご意見をいただき、

公民館活動に反映するものです。 

  ※市民の方で傍聴を希望される方は、１５分前までに受付をして 

ください。１０名を超えた場合は抽選となります。 

  ※詳しくは公民館へお問合せください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 第５１回福岡市人権尊重週間 「人権を尊重する市民の集い(南区)」 

落語と講演 

    人にやさしいコミュニケーション 
～笑い・ユーモア・想像力～ 

〇講 師： 落語家 桂 福丸さん         

〇日 時： １２月８日(木) 14：０0～1５：４０ 

〇場 所： 南市民センター文化ホール 

〇定 員： 先着４００名  

〇申 込： 氏名・電話番号を明記して、メール・FAXまたは 

はがきにてお申し込みください。 

         メール： m-simin@city.fukuoka.lg.jp 

            FAX:  092-562-3824 

         はがき： 815-8501 福岡市南区塩原 3-25-1 

【申し込み・問い合わせ】 南区生涯学習推進課 092-559-5172 

 

 区役所に行かずに手続き 

 公民館でマイナンバーカード申請！ 
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。カードは

後日ご自宅へ郵送されます。 また、既にお持ちの方にはマイナポイント申

し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。 

お申し込みは、下記受付センターへ。（事前予約制です）  

日   時：  12月２５日(日) １０：３0～16：０0 

場   所：  塩原公民館 講堂 

対 象 者：  南区に住民票のある方 

予約期間：  １２月８日(木)～２２日(木) 9：00～18：00 

申 込 先：  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 

   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回しおばる 仮装コンテスト 結果発表！！ 

 

  金 賞  『赤ちゃんポテト』 トウマさん 

  銀 賞  『ウッディ』 はるとさん 

  銅 賞  『仲よし』 友だちさん 

                   

 応募５３作品の中から投票総数１２０票によって選ばれた３作品と、各審査員賞の発表です！ 

☆自治協議会長賞：        春吉中放送部さん 

☆社会福祉協議会長賞：     勝田 蘭さん 

☆青少年育成連合会長賞：   ウルスラさん 

☆子ども会育成連合会長賞：  香蘭バレエっ子さん 

☆公民館長賞：           こしょうさわさん 

☆公民館長特別賞：        自治会 的野さん 

たくさんのご応募・投票をありがと

うございました。 受賞されたみな

さん、おめでとうございます！ 

１１月１９日(土)表彰式の模様は 

１２月に自治協ブログに 

アップしますので、 

ぜひご覧ください。 

 

参加のみなさまへ 

会場にて撮影した写真を差し上げま

すので、公民館へお越しください。 

  １２月２７日(火)17時まで 

 しおばる・しみず散歩５ 抽選結果発表 
秋のお散歩はいかがでしたか？インターバル速歩、なかなかいい運動でしたね。 
お待たせしました！ お楽しみ抽選結果の発表です! 

★明太子賞： 10  21  29  30  42  

44  46  67  87  120 

 

 ☆パン賞 A： 12  22  35  39  60  

 75  94  98  109  127 

 

 〇パン賞 B： 1  3  4  5  6  9  11  13  

15  19  20  31  38  41 

            45  51  58  59  61  64  

71  73  82  85  86  88  

90  93  95  99  104  

108  110  111  114  115   

116  121  123  124  

 

 ☆ポイント数ベスト１０のみなさん☆    

１位  堺  謙一郎  7，762ｐ       

２位  山崎 実知子  6，102        

３位    26番     5，352    

４位    28番    4，849       

５位  土居 和弘   4，705     

６位    27番    4，650 

７位  岩月 久美子  4，337 

８位  佐藤  秋    4，098 

９位  吉田 敬治    4，093 

１０位  兎洞 美奈子  4，082 

                        (敬称略) 

 

 

 

 

 入賞・当選されたみなさま、おめでとうございます。  

賞品の受け取りは １２月 1日(木)～１１日(日)17時までに公民館へお越しください。 

第２６回 塩原校区親善ソフトバレーボール大会結果 
11月１３日(日)に 3年ぶりに開催され、 

熱い戦いと温かい交流が繰り広げられました。 

🏆男女混合の部 優勝 塩原 1丁目 1区 A   (全 10チーム) 

🏆女子の部    優勝 アーベインリビエ清水  （全 4チーム） 

🍺優勝チームのみなさま、おめでとうございます🍺 

入
場 

無
料 

mailto:m-simin@city.fukuoka.lg.jp

