
≪本の読み聞かせ≫ 

と き １2 月１０日（土） 

じかん ごぜん１０時３０分 

ところ こうみんかん こうどう 

紙しばいや本のよみきかせなどがあります。 

≪ ママの子育てひろば 閉講式 ≫ 

～クリスマスお楽しみ会～ 

日 時：１2 月７日（水）１０時３０分～ 

会 場：飯原公民館 講堂 

内 容：バルーンアート他 

講 師：スマイリーピエロ さん 

クリスマスのプレゼントを用意しています。

コロナ感染症予防対策をして実施します。

≪高齢者教室≫ 

日 時 １2 月１６日（金） １０時～ 

会 場 飯原公民館 講堂 

内 容 マジックショー

講 師 古野本 修一氏 （ふれあいマジック福岡） 

 

   

 

 

 

 

 

 

         

   

１２月の臨時休館について 
１２月２８日（水）は利用の申し込みがない場合は 

臨時休館となります。利用希望の方は１２月１８日（日）

午後５時までに利用申請をお願い致します。 

年末年始の休館について 
 １２月２９日から１月３日までの間は年末年始休館にな

ります。 

気をつけて インターネットの その言葉 福岡市飯原公民館 早良区原７丁目３－２１ 
TEL ８６４－４５４５ 
FAX ８６４－６４９３ 

いいっこランド 

１2 月７日・２１日 (水 ) 

10:30～13：00 

≪いいはら学級 その２≫ 

日 時：１２月２１日（水） １０時～ 

会 場：飯原公民館 講堂 

内 容：ミニ門松作り 

講 師：里まちｻｲｸﾙｺﾐｭﾆﾃｨ 上野徳子さん 

参加費：１８００円 

持ち物：花ばさみ、雑巾、持ち帰り用袋 

12 月 1２日（月）までにお申し込みください。（定員 25 名） 

飯原公民館だより 
校区もちつき大会 主催 飯原校区自治協議会 

開催日：１２月１８日（日） 雨天決行 

場 所： 飯原小学校 校庭  

☆11：00～

子ども餅つき体験会 先着 30 名（事前申し込みが必要です） 

☆11：30～

つきたて餅のぜんざい会  ２00 食限定

当日 10 時からぜんざい引換券を公民館駐車場で配布します

２日（金）13：30 マイナンバーカード申請 

出張サポート 

７日（水）10：30 ママの子育てひろば

10：30 いいっこランド 

13：30 家族介護者のつどい 

（ふれあいカフェ） 

９日（金）10：00 いいはら学級（太極拳） 

１０日（土）10：30 本の読み聞かせ 

１１日（日）09：00 油山川清掃 

１３日（火）19：00 自治協役員会 

１６日（金）10：00 高齢者教室 

１８日（日）11：00 子ども餅つき体験会 

２１日（水）10：00 いいはら学級（ミニ門松作り） 

10：30 いいっこランド 

２３日（金）10：00 わくわくサロン 

18：00 年末特別防犯パトロール 

２４日（土）10：00 自治協議会による門松作り 

２５日（日）10：00 公民館大掃除 

２８日（水）～３１日（土） 休館日

≪いいはら学級 その１≫ 

日 時：１２月９日（金） 午前１０時～ 

会 場：飯原公民館 講堂 

内 容：やさしい太極拳～太極拳の基本 

講 師：華麗太極拳 江見 礼子さん 

持ってくるもの：運動のできる靴、飲み物 

※動きやすい服装、マスク着用でご参加ください。

ふれあいカフェ 
毎週水曜日 午後 1 時 30 分～ 児童等集会室 

１２月は７日・１４日・２１日です。 

７日は家族介護者のつどいを開催します。 

どうぞお気軽にお立ち寄りください。 

１２月の行事予定 

各事業は、コロナ感染状況により、中止になる可能
性があります。 

第９号 ２０２２ 年  １２ 月 １ 日 

🔶🔶お知らせ🔶🔶 

館内空調更新工事の為、工事期間中はエアコン

が利用できません。 

ご来館の際は、防寒対策をお願いいたします。 

工事期間は、12月末までの予定です。 

※詳細は同時配布のお知らせをご覧ください

◎社会福祉協議会による配餅事業も同時実施いたします



 

 

年末特別防犯パトロール 
防犯・防災・非行防止 

不法投棄防止 

実 施 日：１２月２３日（金） 

集合時間：午後６時 

集合場所：飯原公民館 

１時間程度各自治会のパトロールを行います。

コロナ禍の中、終了後の反省会は実施しません

のでご了解ください。

地域の皆様のご参加をよろしくお願いします。

１２月の油山川清掃 

日時：１２月１１日（日） 9：00 

※清掃の前にラジオ体操を行います。

年末年始のごみ出し日のお知らせ 

ごみに関する問い合わせ先 
早良区役所生活環境課  電話 ８３３－４３４０
環境局収集管理課    電話 ７１１－４３４６

○粗大ごみ

１２月２９日（木）～１月３日（火）の受付・収集

は休みです。年内収集は早めの申込みが必要です。 

※ごみ出し日の変更については、市政だより１２

月１５日号（早良区版）にも掲載します。

○燃えるごみ ごみ出し日の振り替えはありません。

１２月３１日（土）から１月３日（火）は、 
ごみの収集はお休みです。

飯原公民館付近図 

飯原公民館メールアドレス 
iihara114@jcom.home.ne.jp 

ボランティア募集

のお知らせ 

ふれあいカフェなど 

お手伝いしていただ

く方を募集していま

す。ご興味のある方

は公民館までご連絡

お願い致します。 

≪かたつむり文庫≫

土曜日午後２時～ 児童等集会室

１２月は、３日・１０日・２４日です。  

○福岡ファミリー・サポート・センターとは・・・

「子どもを預かってほしい人（依頼会員）」と、「子どもを預かれる

人(提供会員)」が、地域のなかで育児の相互援助活動を行う子

育て支援のネットワークです。保育所等へのお迎えや、その後の

預かり、用事があるときの預かりなどを行います。 依頼会員と提

供会員を兼ねることもできます。

○提供会員になるには・・・

講習会（3 日間）を受講する必要があります（要申込・先着順）。

○依頼会員になるには・・・

利用方法などの説明（1 時間程度）を受ける必要があります

（要申込・随時受付）。 

○申し込み・お問い合わせ先

福岡ファミリー・サポート・センターの提供会員に

なって、子育てのお手伝いをしてみませんか! 

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会  

福岡ファミリー・サポート・センター本部 

〒810-0062 中央区荒戸 3-3-39  

TEL：７３６-１１１６ FAX：７１３-０７７８ 

E メール：f-support@fukuoka-shakyo.or.jp 

ファミリー・サポート・センター

の詳細はこちらもご覧くださ

い。

わくわくサロン（カーリンコン大会） 

共催︓健康づくり推進委員会 
１２月２３日（金）午前１０時～1２時 

場所：公民館 講堂 

募集人員：30 名（先着順） 

募集受付：公民館にて 12 月１０日から 
（公民館に申し込み用紙があります） 

※参加賞など景品があります。

※運動のできる服装でご参加ください。

※飲み物をご用意ください。

環境のまち 

いいはら 

提供会員講習会日程

１/12 （木） 10時から15時

１/20 （金） 10時から15時

１/26 （木） 10時から14時30分

場所 ： 市民福祉プラザ

託児 ： あり(要申込・抽選)

12/１以降１/５までに、 

電話・メール・FAX のいずれ

かで申し込んでください（先着

順）。 

ちょっといい話 

公民館の玄関先には色とりどりの花植えが飾られて

います。ボランティアの皆さんが心をこめてお世話を 

してくださっています。  
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