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 ★公民館の休館・活動の状況はブログからもご覧になれます★

…その他の行事予定… 
７日(水) １９：００～ 人尊協事務局会 

◆◆日程、内容については変更の可能性もありますので、入部公民館のブログをご確認ください。◆◆ 

◆１２月の臨時休館日のお知らせ◆

←至野芥 至佐賀→ 〒 
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日時：１２月１４日（水）１０：００～１２：００ 

講師：浄覚寺 住職 鬼倉龍英さん 

《人権学習》 
「人」を大事に「私」も大事に 
入部小学校の PTA 会長としてもご活躍中の 
ご住職をお招きして、大切な命、大切な私たち
のお話をうかがいます 

１２月８日（木） １０：００受付 １０：３０はじまり 
講師：岸川なつ代さん 

「親子で楽しむクリスマス」 

今年もみんなで 

楽しいクリスマスを迎えましょう 

この冬の感染拡大に備え、 
引き続き感染防止対策の徹底をお願いいたします。 

１２月の町別人権学習

◆１１日（日）１１:00～１３:０0   早良原町内会 

内容： 支え合い、助け合える町内をつくろう 

講師：町内防災委員 今村靖治さん 

場所：入部公民館 

①月１回の臨時休館日【１２月２８日（水）】

利用申し込みは

１２月１６日（金）午後５時までに申し込みをお願い

します。

②年末年始の休館【１２月２９日(木)～１月４日(水)】

みんなの努力ありがとう みんなの力で乗りこえよう 

要申込 ・ 定員３0 名

今年も竹で干支の置物を作ります。 

自分で作った卯の置物を飾って、新しい年をむかえましょう。 

日 時 １２月１７日(土)１４時～１６時終了予定 
場 所 入部公民館 講堂 
内 容 竹で干支作り 
定 員 先着３0 名 
対 象 入部小児童 5 年生・6 年生 
参加費 100 円（材料代など）※参加費は当日お願いします。 
主催 子ども会育成連合会 青少年育成連合会 入部公民館 

後援 部楽狸会（いるべ親父の会） 

※今回は、子どものみの参加です。密を避けるため、保護者の方の見学はお控えください。
※当日は、マスク着用でお願いします。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止となる場合もあります。

【入部小学校から配布されるチラシでお申し込みください。】 

☎ お問い合わせは、入部公民館（℡ 803-1247）まで。

11 月 3 日 4 年ぶりとなる公民館サークル文化祭を、
入部小学校体育館にて開催することができました。 
感染対策として規模縮小し、舞台発表のみとしました。
出演したサークルの皆さんも、十分な練習ができない中、
今まで積み上げてきた成果を、ステージで発表できた喜
びを感じられたことと思います。ご参加いただいた方々
からも、すばらしかった、感動した、という声を聞きま
した。文化祭を開催して良かったと思います。年々、年
を重ね大変なこともありますが、多くの方々にご協力い
ただき、深く感謝申し上げます。 
また、ともてらす早良での発表会も２３日に無事終える
ことができました。大勢の方々に最後までご覧いただき、
ご協力いただきありがとうございました。 

１０月２９日（土）に人権フェスタを３年ぶりに入部小学校体
育館で開催することができました。会場は活気にあふれ、皆
の笑顔でいっぱいになりました。人尊協構成団体の多くの皆
様のご支援により無事に終わることができ、感謝申し上げま
す。ご参加いただいた方々、ご協力いただいた皆様、本当に
ありがとうございました。  入部校区人権尊重推進協議会

人権フェスタのお礼 

お父さん、お母さんのお手伝
いの方がありましたら１２：３０
に集合してください。 



ふれあいサロン 
毎週月曜日 午後１時３０分より
入部公民館講堂にて開催。校区高齢者の方々が集い、 

ゲーム・手芸・カラオケなど楽しいひとときを過ごしています。 

お気軽においでください。お待ちしています。 

1２月は５日、１２日、１９日 

日 月 火 水 木 金 土
ぴ 2 3

4 芽 6 7 8 9 10
11 12 13 14 ぴ 16 17
18 19 20 芽 ぴ 23 24
25 26 27 28 29 30 31

☆入部のたまり場
１２月 1０日（土）１０：００～１２：００

☆１２月の活動は「クリスマスリース 飾りを作ろう」
準備するもの：ラップの芯やトイレットペーパーの芯・はさみ・ボンド、

飾りに使えそうなビーズや毛糸など 
☆子ども茶道教室
令和５年１月７日（土）１３：００～１４：００
お正月のお茶をします。どなたでも参加できます。
お菓子の数の確認のため参加の方は公民館か森岡に連絡ください。

毎週木曜日、午前１０時から、 
入部公民館で実施しています。 
第 4 木曜日は、 
いるべ保育園訪問です。 

連絡/問合  

森岡 090-1363-5767 

＊場所：入部公民館 講堂  
＊対象：未就学の親子 
＊開催日：第１月曜・第３水曜  
＊時間：午前 10 時から１2 時 

新型コロナ感染症対策のため、

和室は使用できません 

★入部ボランティアよりお知らせ★

◆日程、内容については変更の可能性もありますので、入部公民館のブログをご確認ください。◆

コンビニ交付サービスの手数料が

今なら 全て100 円！ 
マイナンバーカード(4 桁の暗証番号)があれば、お近くのコンビニのマルチコピー
機で、住民票、印鑑証明書、本籍が市内分の戸籍全部(個人)事項証明書、
戸籍の附票を取ることができます。来年３月 31 日（金）まで、期間限定で手数料が
すべて「100 円」！ぜひご利用ください。
詳しくは、市ホームページ「福岡市 コンビニ交付」
で確認するか、区市民課へお問い合わせください。

早良区市民課 833-4311 

期間限定 
（10/1～来年 3/31） 

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。

🌸🌸令和４年度 花と緑に関する表彰🌸🌸 

「花と緑のまちづくり地域活動功労者」部門で 
重留 3丁目自治会が１０月に福岡市より表彰 
されました。 

11 月２０日（日）、第２７回入部校区親善スポーツ大会が、入部小学校体育館で開催されました。 
競技は、ビーチボールバレー、ファミリーバドミントンで、参加４町内による熱戦が繰り広げられました。 
試合の結果、各種目の表彰チームは、以下の通りです 
※ビーチボールバレー

  混成Ａの部    優勝：一仙道 準優勝：熊本 
  混成Ｂの部    優勝：一仙道Ａ（中山）    準優勝：熊本Ｂ（角） 

※ファミリーバドミントン
  混合の部（女性含む） 優勝：熊本Ａ（日高） 準優勝：熊本Ｂ（森崎） 

優勝チームは校区代表として、来年行われる早良区親善スポーツ大会に出場します。 
令和５年１月２９日（日）はビーチボールバレー、２月５日（日）はファミリーバドミントンが行われます。 
本年度の綱引きは中止です。いずれも早良体育館で行われます。  
一仙道町内と熊本町内の健闘を祈ります。 


