
３日（土） １０：００～ 人権まつり

１０日（土） １０：００～ Ｂｏｎｊｏｕｒいいくら

１４日（水） ９：３０～ ハロー教室

１７日（土） ９：３０～ 干支絵付け体験

１８日（日） １１：００～ マイナンバーカード申請サポート

２７日（火）、２８日（水） 歳末防犯パトロール

★年末年始公民館休館日

１２月２９日（木）～１月４日（水）

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 18 日（日）

１１時～16 時

※ 12:00～13:00 は昼休憩のため

受付は行いません。

【 会 場 】 飯倉公民館 講堂

【 対象者 】 早良区に住民票のある方

【事前予約期間】 １２ 月 １日～１２ 月 15 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

【 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。）

１２月の行事予定

№ ２５８ ２０２２年 １２月 １日

干支絵付け体験

※同じ内容の講座を第１部・第２部に分けて行います。
ご自分の参加時間を確認していただき、
必ず事前申し込みをしてください。

※ハロー教室会員の方以外の参加はできません。

講 師：博多人形師 田中 勇さん
日 時：12月14日（水）

第１部 9：30～10：45
飯倉５丁目・飯倉６丁目１区、２区
干隈４丁目・星の原団地
第２部 11：00～12：15

飯倉７丁目１区、２区・干隈３丁目
干隈５丁目・干隈６丁目

持ってくるもの：マスク着用・マイスリッパ・靴袋・タオル

（概ね６０才以上の方対象）

日 時：12月17日（土）

第1部 9：30～10：30

第2部 11：00～12：00

講 師：博多人形師 田中 勇さん

定 員：各回2５名（定員になり次第締め切ります）

参加費：無料

持ってくるもの：マスク着用・タオル・水筒

共 催：飯倉校区子ども部会、飯倉公民館

飯倉わくわくランド

公民館臨時休館について(お知らせ)

１２月25日(日)と1月4日(水)に、利用申し込みがな

い場合には、臨時休館とさせていただきます。 利用を

希望される場合は、利用申込みをお願いします。

12月25日(日) → 12月15日(木)午後５時迄

1月 4日(水) → 12月2４日(土)午後5時迄

第１回

日 時：１２月１０日（土）10：00～12：00

場 所：飯倉小学校 校庭

主 催：飯倉校区子ども部会

共 催：飯倉校区自治協議会・飯倉公民館

子どもたちによるティラノサウルス着ぐるみレースを

応援しながら、キッチンカーで楽しくお買い物をし

ませんか？

☆会場内での飲食はできません。

全てお持ち帰りとなります。

✿飯倉校区人権尊重推進協議会✿

【令和 4 年度人権標語入選作品】

✿悩み事 ためこむ前に すぐ相談

第20回
差別のない「明るいまちづくり」を推進するために、今年も

地域と学校が一体となって「人権まつり」を開催いたします。
今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模
を縮小して行います。

日 時：１２月３日（土）１０：００～１１：００
場 所：飯倉小学校体育館

プログラム
☆人権標語の表彰
☆町内からの推薦による善行児童・生徒の表彰
☆研修報告「福岡大空襲フィールドワーク Ｐａｒｔ2」

（内容については変更することがあります）
主催：飯倉校区人権尊重推進協議会
共催：飯倉校区自治協議会・飯倉公民館

※事業等につきましては、新型コロナウイルス感染の
状況 により、開催中止または延期する場合があります。
ご了承ください。
※必ず事前申し込みをしてください。
※当日は検温し、体調が悪い場合は、参加をご遠慮く
ださい。



子育てサロン いいくらっこ

☆１２月クリスマス会のお知らせ☆

開 催 日：１２月１２日（月）

開催時間：10：00～13：00

（時間制限なし）

※飲食不可（水分補給のみ可）

※バスタオルなど必要なものはご持参ください。

主 催：飯倉校区社会福祉協議会

子育てサロン

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!

○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

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）。

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。

限りある資源の活用のために、
ぜひご利用ください。

場 所：鎧田児童公園

利用時間：土・日曜日 ９時～１７時

※牛乳パックはきれいに洗って、開いて、束ねて

ください。
※牛乳パック以外の紙類は下記の３つに分類して
ください。
それぞれひもでしばって出して下さい。

①新聞紙・折込チラシ・市政だより など

②段ボール

③雑誌（名刺サイズ以上の大きさで

リサイクルできるもの）

飯倉小学校・原中学校の皆さんの人権標語の

選考の結果、以下の作品が受賞されました。

小学生の部

金賞 だいじょうぶ みんながいるよ 一人じゃない

銀賞 あいさつを すればするほど いい気持ち

銀賞 あいさつは 人の心を なごませる

銅賞 やさしいね 君のいいところ まねしたい

銅賞 あいさつは 人とつながる かけはしだ

銅賞 人権は だれのものでもなく きみのもの

入賞 やさしいなって いってくれて うれしいな

入賞 あいさつは 心のこもる あいことば

入賞 気付いてね 自分自身の ＳＯＳ

入賞 ありがとう その一言で 花がさく

入賞 友達を 助ける君が ヒーローだ

中学生の部

金賞 悩み事 ためこむ前に すぐ相談

銀賞 助け合い 仲良くなれる パスポート

銀賞 その言葉 誰にいっても 大丈夫？

銅賞 思いやり 一人の意識で みな変わる

銅賞 あいさつは みんなをつなぐ 合言葉

銅賞 一言で 一生残る 深い傷

入賞 コロナでも ココロのマスク 必要ない

入賞 送る前 相手のことを 考えた？

入賞 自分から 思いやりの輪 広げよう

入賞 手を取って 私とあなたを 認め合う

入賞 あいさつで 心つながる だれとでも

人権標語表彰作品

１２月３１日（土）から翌年１月３日（火）まで、

すべてのごみ収集はありません。

✿燃えるごみ（可燃物）

ゴミ出し日の振り替えはありません。

✿燃えないごみ（不燃物）及び

空きびん・ペットボトルの振替日

飯倉校区は該当しませんので通常通りです。

※お間違えの無いようご注意ください。

≪問い合わせ先≫

・早良区役所生活環境課 ℡８３３－４３４０

・環境局収集管理課 ℡７１１－４３４６
★歳末防犯パトロール １２月２７日(火)・２８日(水)


