
長住公民館カフェ 『 なごみ 』 

＜日時＞12月 26日（月）13：30～15：30 

＜共催：長住校区男女共同参画協議会> 

 

『クリスマスコンサート in長住』 
昨年、ご好評をいただいたクリスマスコンサート。 

小さいお子様も一緒にどうぞお楽しみください。 

 

＜日時＞12月９日（金）1８：０0～1９：０0 

＜場所＞長住公民館 講堂    ＜定員＞４0名 

＜出演＞太田 智子 氏（声楽） 

岩谷 ひろみ 氏（声楽） 

北條 美津江 氏（ピアノ） 

＜曲目＞さやかに星はきらめき 

カノン、クリスマスメドレー ほか 

※参加無料です。公民館までお申込みください。 

令和 4年 11月 23日発行 

  

 
 
✪サークル人権研修会 
＜日時＞12月 3日(土) １２：４５～１３：４５ 

＜場所＞長住公民館 講堂 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

✪ながずみこどもひろば 

「クラフトテープのミニ入れもの作り」 

＜日時＞12月 10日(土)10：00～12：00 

※詳しくは長住小で配布するチラシを見てください。 

（申込書は公民館にも置いています） 

✪ボッチャ体験会 
パラリンピックの正式種目のボッチャは近年、障がいの有無

に関わらず、老若男女、誰でも楽しむことができるスポーツと

して注目されています。一緒に楽しみませんか？ 

＜日時＞12月 11日(日)1４：00～1５：３0 
＜場所＞長住公民館 講堂 
＜定員＞25名 
＜持ち物＞室内シューズ（お持ちの方）、タオル、飲み物、マスク 

※参加ご希望の方は公民館までお申込みください。 
 

✪キッチンにおいでよ（子育てサロン） 
「ミニクリスマス会」 
恒例のミニクリスマス会も３密を考慮して実施します。 
長住保育園の先生の楽しいおはなしやゲストにサンタさん 
プレゼントもお楽しみに！！ 
＜日時＞12月 12日(月)10:00～12：00 
＜場所＞長住公民館 講堂 

 
✪キラ☆キラ de Gate～音で遊びましょう♪ 
リトミックをしたり、お友だちと遊んで、親子でリフレッシュ
しませんか？お隣りの「えがお文庫」も開いています。 

<日時>12月２３日（金）10：00～12：00 
<対象>乳幼児と保護者 
<講師>北條 美津江 氏（ピアノ）・太田 智子 氏（声楽） 
※参加ご希望の方は公民館までお申込みください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館行事案内 

月１回の臨時休館のお知らせ 

12月 28日(水)は利用の申込みがない場合には臨時
休館します。利用を希望される場合は 12月 18日

(日)17：00までに利用申請をお願いいたします。 

自主学習会  ※毎月第１火曜日 

＜日時＞12月６日（火） 19：00～21：00 

＜場所＞長住公民館 児童等集会室 

ミニ図書館からのお知らせ 
11/14（月）に本の入替えがあり、新たな 80冊が 

配架されました。１人２冊まで２週間借りられます。 

お散歩がてらお気軽にお越しください。 

全館清掃の予定 

12月 17日（土）は長住公民館の全館清掃のため、 
公民館を利用することができませんのでご了承ください。 

 

年末年始休館のお知らせ 

12月 29日（木）～1月 3日（火）に休館いたします。 

JOY倶楽部ミュージックアンサンブル 

ふれあいコンサート 
“JOY倶楽部の音色で日本中を、世界中を、優しく包みたい、

大きな心と、優しい気持ちで”をメッセージに掲げ、20～40代の

障がいのある男女が仕事として演奏活動を行っています。 

各々が担当楽器とパートを持ちアンサンブルを奏で、ステージ

から自己表現し、音楽を通じて人との出会いを社会との繋がり

を見出しています。素晴らしいひと時をご一緒しませんか？ 

＜日時＞12月 3日（土）14：00～15：00 

＜場所＞長住小学校 体育館  ※入場無料 

＜演奏曲目＞パプリカ、星に願いを、ふるさと、ビリーブ等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜主催：長住校区社会福祉協議会＞ 

地域からのお知らせ 

エコ推進会議からのお知らせ 
校区紙リサイクルステーションは１２月２４日（土）、２５日（日）が

年内最終日です。１２月３１日（土）、１月１日（日）は休止します。 



令和 4年度 校区人権研修会開催のご案内 
長住校区人権尊重推進協議会では、今年度の研修会を下記

の通り開催いたします。 

＜日時＞ 1月 28日（土）10：30～12：00 

＜場所＞ 長住公民館 講堂  ＜内容＞ 「じんけん落語」 

＜講師＞ 粗忽家勘心（そこつやかんしん）氏 
＜主催：校区人権尊重推進協議会> 

ふれあいサロン  望みある来年を語り合いましょう。 

＜日時＞12月１3日（火）、20日（火）１３：３０～15：30 

<主催：長住校区社会福祉協議会・楽しい老後を考える懇談会> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子で“かどまつ”をつくろう！！  

もうすぐやってくる冬休みに、今年も親子で門松（かどまつ）を作り 

ませんか？自分で作った門松をかざってお正月をむかえましょう。 

【日 時】 12月 24日（土） 9：30～12：00 受付開始 9：00～ 

       （申込みが多い時は 2部制になります）     

【場 所】 長住公民館 

【人 数】 小学生（保護者同伴）・中学生 ５０人（先着順受付）        

※感染症対策のため未就学児の同伴はご遠慮ください。 

【持ってくる物】花ばさみ（持っている方）・大きい袋（持ち帰り用） 

【参加費】 １家族 800円（当日集めます） 

       ※かどまつは１対（２個）持ち帰ります。 

【問合先】 松田 080-3909-6104 

【申込み】 １２月１6日（金）までに長住公民館へ 

＜主催：長住校区青少年育成連合会＞ 

長住小学校 PTAみどりのボランティア主催 

寄せ植え体験のご案内 
みどりのボランティアでは福岡市緑のコーディネーターの方

を講師にお迎えした寄せ植え体験を、長住小学校児童保護者及

び長住校区にお住まいの方向けに開催する事となりましたの

で、ご案内申し上げます。 

＜日時＞１２月８日(木)  １０:００～１２:００ 

＜場所＞長住公民館 講堂 

＜参加費＞５００円 

※当日徴収いたします。おつりのないようご準備ください。 

＜定員＞２０名 ※事前申込制・先着順 

＜受付期間＞１１月２８日(月)から１２月２日(金)まで 

※定員になり次第、〆切りとなります。 

※長住公民館に申込書を準備しておりますので、ご記入のう

えご提出ください。※詳細は申込書をご確認ください。 

『絵手紙講座のご案内』 
  来年の干支兎を年賀状に手書きで描いてみませんか？ 

〈日時〉 １２月１０日（土）１３：００～１５：００ 

〈講師〉 綾部 伸孝 先生 

〈場所〉 長住公民館 講堂 

〈定員〉 ２０名（先着順） 

〈持参するもの〉えんぴつ・消しゴム・描きたい画材 

         （絵の具はこちらで準備してあります。） 

※参加ご希望の方は公民館までお申し込みください。 

<お問合わせ> 野口（０８０－１７１８－３７３１） 

<主催：男女共同参画協議会＞ 

どんど焼きのお知らせ 
お正月の伝統行事『どんど焼き』を開催します。 

※どんど焼きとは・・・お正月の松飾りなどを家々から持ち帰り一箇

所に積み上げて燃やすというお正月の火祭り行事です。 

どんどの火にあたるとその一年間健康でいられるという言い伝

えもあります。皆さん揃っておいでください。 

＜日時＞ １月８日（日）１０：３０～ 

＜場所＞ 長住小学校 運動場 

※お正月飾りの受付は、９：３０～１１：００です。 

公害防止のため、みかん・針金・ビニールなど必ずはずして、お持

ちください。 

＜お問合わせ＞ 平木（090-2399-6776） 

当日の風向きによっては笹の降灰が生じてご迷惑をおかけす

ることもあるかと存じます。 

又、事前の検温・手指消毒・３密防止等、コロナ感染予防への

ご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

＜主催：男女共同参画協議会 ・ 後援：自治協議会＞ 

マイナンバーカードの申請サポート 

＜日時＞ 1月 19日（木）9：30～16：30 

＜場所＞ 長住公民館 講堂  

＜内容＞ マイナンバーカードの申請受付 

マイナポイントの予約・申込み支援等 

＜予約期間＞ 

1月 4日(水)～1月 16日(月) 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・お問合わせ＞ 

 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。） 

長住中央公園運営管理委員会について 

 中央公園が 3月にリニューアルオープンし、セントラルパー

クとしての賑わい、活気が産まれて来た事は周知の通りです。 

 利用が増えるに従い、これも出来ないの？あれは？と今まで

にない企画の話題も盛んになってきています。 

独占的に使用するには許可申請など手続きが必要になりま

す。そこで、協議会では中央公園運営管理委員会の必要性を行

政と話合い、企画の整理、行政との交渉など、筋道を付けるこ

とで、より良い公園の発展、方向性も検討できる委員会を立ち

上げました。 

 一般的な公園のルールでは許可に至らない企画でも、地域の

活性に寄与するものであれば期間、場所の限定はあるものの実

現していく方針です。 

 申請については運営委員会の副申が必要となります。これま

で遠慮していた楽しい企画など、まずはご相談下さい。既にい

くつかの企画を委員会を通じて実現しています。 

世代を超えた楽しい企画をお待ちしています。 

文責 協議会長 八坂健 

《母子巡回健康相談のご案内》 
＜日時＞ １月１２日（木）受付 13：30～ 

＜内容＞ 身体計測・育児相談・妊産婦の健康相談 

＜持ってくるもの＞母子健康手帳 

＜予約受付＞12月 15日（木）から受付開始します。 

受付時間は 9：00～17：30です。 

定員になり次第受付終了します。（事前予約制） 

＜申込み・問い合わせ＞南区地域保健福祉課 

電話  559-5133  ・  FAX  512-8811 

青パト贈呈式が開催されました 
青パトは地域のボランティア隊員が乗車し、地域の自主防犯活

動の要として、下校時間や夜間に長住校区内を回り、防犯パトロー

ル活動を行っております。 

これまでの青パト車老朽化のため 

去る 10月 20日（木）、福岡県宅 

地建物取引業協会（南部支部）様 

より、青色回転灯装備車（青パト） 

が寄贈されました。 
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