
 

 

 

 

 

 

 

今年度の文化祭は 

「作品展示・ガレージセールを開催」 

11 月 5 日（土）・6 日（日）の公民館文

化祭は晴天に恵まれ、無事終了することが

できました。食バザーがなかったことは残念

でしたが、久しぶりのガレージセールはにぎ

わいました。地域の皆様や公民館利用の皆

様のご支援、ご協力ありがとうございまし

た。また、ロビーでは、12月27日まで（日曜

日、休館日を除く９：００～１７：００）、文化祭の

ために撮影したサークルの動画を流してい

ます。 
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heisei 平成 17年２月 1日 

月 20日 

 公民館主催講座 

 

日 曜 その他の 12月行事予定 

２ 

３ 

３ 

金 

土 

土 

こうのす文庫 

自治連合会定例会 

自治協議会定例会 

６ 

７ 

７ 

８ 

９ 

火 

水 

水 

木 

金 

体育館利用調整会議 

昼間校庭利用調整会議 

夜間校庭利用調整会議 

社会体育振興会定例会 

社会福祉協議会役員定例会 

15 

16 

木 

金 

防犯委員会定例会 

こうのす文庫 

19 

19 

21 

23 

23 

月 

月 

水 

金 

金 

民生・児童委員協議会定例会 

青少年育成連合会定例会 

交通安全推進委員会定例会 

長丘小学校 2学期前半終了 

長丘中学校 2学期終業式 

26 

29 

月 

木 

青パト委員会 

年末・年始休館 1月 3日まで 

 

《全館清掃と月末臨時休館》 

12月23日（金）、業者による全館清

掃を行いますので、終日、部屋の利用が

できません。 

１２月 28 日（水）に利用申込がない

場合には、臨時休館いたします。この日

に利用希望される場合、12 月 20 日

（火）17:00 までに利用申し込みをお

願いします。 

 

長丘公民館イルミネーションのお知らせ 

12/4 １７:50から公民館で点灯式を行います 

【期 間】12月５日（月）～12月 25日（日） 

【時 間】１７：30～２２：００ 

【主 催】長丘自治協議会 

≪ キッズクラブ ≫ 

おうちでも学校でも体験できないこと 

一緒にやってみよう！ 

     ＜第８回＞ そば打ちをしよう 

【日 時】１２月１０日（土）10:00～ 

【講 師】 公民館サークル 

         長そばの会の皆さん 

【場 所】長丘公民館 学習室・研修室 

【内 容】そば粉の計量から打ったそばを切る

までグループで仕上げていきます。 

【参 加】キッズクラブ会員対象になります 

≪ 鴻の巣学園≫ 

<第８回> 門松づくり 

 自然素材の手作り門松で 

新年を迎えませんか 

門松は、年神様が迷わず家に来ていただくため

の目印であり、1年の幸せや長寿を願うものです。 

【日 時】 １２月２２日(木) 10:00～ 

【場 所】 長丘公民館 講堂 

【講 師】 伝統工芸技術者 

          廣田 喜久雄さん 

【材料費】 ５００円 

【申込み】長丘公民館まで 

締切り 12/10  

申込者が多い場合は 2回に分けて開催します。花

ばさみ（持っている方）、持ち帰り用袋を持参してく

ださい。 

≪年末・年始のお知らせ≫ 
◇ 公民館の休館日 

12/29（木）～1/3（火） 

◇ 燃えるごみ 

令和５年１月２日（月）は出せません。 

年内最後の持ち出し日 12月２９日（木） 

新年最初の持ち出し日  1月 ５日（木） 

◇ 空きびん・ペットボトル 

  １月３日（火）は出せません ⇒１月６日（金）

に振替となります。 

◇ 燃えないごみの持ち出し日は変わりません。 

※粗大ごみの受付は 12/29～1/3 までお休みです 

 

《校区献血に 67人》 

11月11日（金）、校区献血に67人の
参加があり、その中で 48人の方に献血い
ただきました。 

ご協力、ありがとうございました。 

主催：長丘自治協議会 

 

 

【日時】令和 5年 1月１４日（土） 

   14：00開演（13：30開場） 

【場所】長丘公民館 講堂 

【出演】 ピアノ          葉山 由美 

       アルトサックス    野中 真由美 

       パーカッション    野田 雅仁 

入場無料ですが、申し込みが必要です 

 

【申し込み】 植田 090-1190-5290 

           公民館 ５１１－０４５６ 

【申込締切】12月２３日（金） 

【主催】長丘 2丁目 2区シニアクラブ桜寿会 

第 17回 新春コンサート 

 
写真サークル 
展示の様子 

 
ガレージセー
ルで果物を
販売するキッ
ズクラブ 

ロビーで上映
の様子 



親子ふれあい💛クリーンデー 

長丘小学校校庭の清掃をします。 

終了後、小学校校庭で遊びます。 

【日 時】12月４日（日）１０：００～ 

【集 合】 長丘小学校校庭 階段下 

【持ち物】 軍手、ごみや枯れ葉を入れる袋、帽子、水筒 

マスク着用でお願いします。 

【主 催】 青少年育成連合会・子ども会育成連合会 

尚、雨天は中止です。 
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長丘校区 【 人口 】10,６０７人 ( 男 4,9０５人 女 5,7０２人 )  

【世帯数】 4,6６２ 世帯 令和４年１１月２日現在 住民基本台帳 

 

第 1・３水曜日は にこにこ広場 

乳幼児親子のフリースペースです。 

１２月 7日（水）・21日（水）１０:００～１２:００  

〖場所〗 公民館 児童集会室 

＊ ふれあいサロン ＊ 

毎月 1回開かれる楽しい集まりです。 

【日 時】 １２月１４日（水） 10:00～ 

【場所】 公民館 学習室・研修室 

【内容】 クリスマス会 

【持参品】 お茶、マスク着用でお願いします 

【参加費】 100円  【対  象】 65歳以上の方 

 

＊ ぴよぴよサロン ＊ 

12月はクリスマス会をします。お楽しみに！ 

【日 時】 １２月１４日（水） １０：００～ 

【場所】 公民館 講堂 

【対象】 乳幼児の親子 

【主  催】 社会福祉協議会 

 

公民館でマイナンバーカードの申請ができます！ 

師師師走走走 しししわわわすすす      DDDeeeccceeemmmｂｂｂｅｅｅｒｒｒ   

   

マイナンバーカードの申請受付や申請用写真撮影などを行い

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便利です。ぜひ、ご利用ください。事前

予約制です。 

【会  場】長丘公民館 講堂     

【対象者】南区に住民票のある方 

【第 5回 日時】１２月 16 日（金） １３：３０～１６：３０ 

【予約期間】１１月２９日(火)～１２月１３日（火） 

【第 6回 日時】令和 5年 1月 8日（日） １１：００～１６：３０ 

【予約期間】１２月２２日(木)～１月５日（木） 

５・６回 受付時間 9:00～18:00（定員なり次第受付終了） 

【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）通知カードまたは個人番号通知書 

（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） 

＊ 校区カフェ情報 ＊ 

[場 所] 老人いこいの家（長丘３丁目新市楽池そば） 

[参加費] １００円  校区の方、どなたでも参加できます 

カフェむらさき野  主催：長丘５丁目１区有志 

  １２月 ３日（土） 10:00～12:00 

カフェ花💛花   主催：長丘５丁目 2区有志 

  １２月１０日（土） 13:00～17:00 

  カフェいちら～く 主催：長丘３丁目 2区自治会 

    １２月１４日（水） 13:00～16:00 

 

 

買物支援バス運行します！ 

１２月 ２１日（水）１３：３０出発（長丘コーポ） 

校区の丘陵地にお住いで、買い物に困っている方、イオン笹丘

店で買い物を希望される方は、町内の民生委員までご連絡くだ

さい。 

尚、コロナ感染状況などで変更・中止となる場合があります。     

協力：飛鳥会館（福岡市「“福岡”地域の絆応援団」） 

♣ウォーキングに参加しませんか♣                         

【日時】令和５年１月１２日（木） 10時 長丘公民館集合   

【行先】 初詣 御子神社     【参加費】 100円 

【主催】 長丘アップダウンクラブ    ※１２月はお休みです 

 

 

 10 月末、南区で【息子】をかたるニセ電話詐欺（オレオレ詐

欺）被害が発生しています。 

 犯人は、最初に被害者の自宅固定電話に電話し、「今日帰って

くる」と連絡し、その次に再度、自宅の固定電話に連絡し、 

   株で失敗したので金が必要になった。 

   友人を自宅に向かわせるので渡してほしい。 

と話し、その後、友人役をした犯人が自宅に赴き、被害者から多

額の現金をだまし取っています。 

 

◆防犯のポイント◆ 

〇 他人事ではありません。次はあなたのところに電話がかかっ

てくるかもしれません。 

〇 相手はこちらの良心や親心を利用してきます！ 

○ 電話でお金の話は全て詐欺です。信じてはいけません！ 

〇 不審な電話だと思ったら、電話をこちらから掛け直す等の対

策を取りましょう。 

 

不審な電話があったら、すぐに警察に相談を！ 

還付金にかかるニセ電話もいまだ多く発生しています！ 

 

南警察署 ０９２－５４２－０１１０ 

 


	075 長丘公民館館報12月号表
	075 長丘公民館館報12月号裏 

