
    

 

賀茂 第４４９号 令和４年１２月１日 

福岡市賀茂公民館 福岡市早良区賀茂1丁目３３番7号   電話 863-7741 Fax 863-7952 

12月3日，10日，17日，24日（土）
1０：００～１４：００

賀茂公民館 児童等集会室 

かも文庫の貸し出しは，お一人3冊まで，期間は2週間です。 

12/24 

（土） 

要申込 

【１２月のおすすめ本】 

主催事業のお知らせ  ～事前の申し込みをお願いいたします～ 
【今後の状況により，変更・中止の場合があります。ご了承ください。】 

12/10
（土） 

12/14 

（水） 

12/16 

（金） 

12/17 

（土） 

地域カフェ

１3：3０～１5：３０ 

場 所；賀茂公民館 講堂・学習室 

運営協力費；100円 定 員；30名 

Piano  （ピアノ）  武田 千恵子さん 

Bass   （ベース） 民谷 利通さん 

Drums（ドラムス） 前村 直人さん 

親子ふれあい教室 

「あいくるがやってくる！」 
１０：３０～１1：3０ 

講 師；福岡市立中央児童会館のみなさん 

場 所；賀茂公民館 講堂 

参加費；無料    定 員 10組 

対 象；乳幼児とその保護者 

学び舎かも塾  

福岡市消費者センター出前講座 

「家庭で起こる製品事故にご注意！ 

製品事故を防ぐ制度や安全に使うための注意点」 
１０：００～１２：００ 

講 師；福岡市市民局消費生活センター 

場 所；賀茂公民館 講堂 

参加費；無料  定 員；30名 

子ども体験学習 

「フライパンでつくる  まるまるパン」 

１０： ００～１２：００ 

講 師；ぐりーんぱんだ
 

 坂本 憲治さん 

場 所；賀茂公民館  講堂  

参加費；100円   定 員；20名 

持ってくる物；エプロン，三角巾，お茶，ハンカチ 

高齢者

   第1部    9：30 ～10：30 

第2部  11：00 ～12：00 

【場 所】    賀茂公民館 講堂

・運動のできる服装でお越しください。

・初めて参加される方は，ご都合の良い時間帯を

ご連絡の上，お申し込みください。

12/23 

（金） 

今年も賀茂公民館に「あいくる」がやってきます！ 

冬の歌やエプロンシアター，絵本の読み聞かせなど， 

クリスマスにちなんだお話が聞けるかも…。

お子さん，お孫さんと一緒に楽しい時間を過ごしませんか♪
コーヒーや紅茶と共に素敵なJAZZの演奏をお楽しみ

ください。ムーディなひとときを過ごしませんか。

要申込 

要申込 要申込 

要申込 

要申込 

今回も盛りだくさん！ 

落ち葉で作るアート作品とお正月用の門松を  
作ります。持ち帰り用の袋をお持ちください。 

低学年のお子様は，お迎えをお願いいたします。 

第２回 サークル代表者会のお知らせ  

子ども体験学習 

「落ち葉アートと門松つくり」 
１０：００～１２：００ 

講 師；福岡市緑のコーディネーター  前田  郁子さん 
坂本  憲治さん 

場 所；賀茂公民館 講堂 

参加費；無料 定 員；30名 

日 時；１２月２３日（金）１９:００～ 

場 所；賀茂公民館 講堂 

内 容；・第３８回サークル文化祭報告について 

・令和５年度サークル利用申請について

サークル代表者のみなさんはご出席ください。

やむなく欠席される場合は，代理の方のご出席を

お願いいたします。必ず１名ご出席ください。

１２・１月 臨時休館のお知らせ 

１２月２８日（水），１月 ４日（水）利用を希望される場合は，

両日とも 12月18日（日）17：00までに 

申し込みをお願いいたします。 

年末年始 休館のお知らせ 

１２月２９日（木）～１月３日（火）は，休館いたします。 

 皆様，よいお年をお迎えください。 

・クリスマスものがたり
（世界の傑作絵本シリーズ）

フェリクス・ホフマン 福音館書店 

・クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム ほるぶ出版 

・サンタさんへのてがみ ハイアウィン・オラム ほるぶ出版 

・ちいさなサンタまちにいく アヌ・ストーナー 岩崎書店 

なんと！フライパンでころころのま～るいパンを作ります♪ 

作り方を覚えて，おうちの人にも作れるといいですね。 

普段お使いになっている家電製品などが原因で事故に
つながることがあります。安全に使うために正しい知
識を身につけましょう。 



１２・１月 公民館・校区情報 

１１月２８日（月）～１２月４日（日）   【賀茂校区人権尊重週間】 

１２月 ５日 月 10：00～ ・老人クラブ連合会 役員会

６日 火 10：00～ ・社会福祉協議会 講演会

７日 水 10：30～ ・子育て交流サロン こがもひろば

１１日 日 ・校区ビーチボールバレー大会

１３日 火 
9：30～ 

16：30 
・マイナンバーカード申請出張サポート事業

（予約受付締切…12/8）  TEL； 092-260-3590

２１日 水 10：30～ ・子育て交流サロン こがもひろば
【クリスマス会⛄】 

２４日 土 ・賀茂小学校，次郎丸中学校冬休み（～1/9）

２５日 日 
9：00～ 
  17：00 

・全館清掃（ワックスがけ）
～※公民館の利用は出来ません～

２８日 
２９日 

水
木 

・年末防犯パトロール （各町内）

２８日～ 
１月４日 

水 
水 

・賀茂公民館 休館予定

７日 土 8：00点火 ・ほうげんきょう（どんど焼き） 賀茂小学校にて

８日 日 ・自治協議会 新年交歓会

※１月の地域カフェは，お休みいたします。不審電話にご注意ください!!

 市職員や警察官，金融機関職員になりすました不審電話

が増加しています。 

 「保険料の過払い金を還付する」などと偽って，次のよ

うに誘導する事案が発生していますので，十分に注意して

ください。 

○手続きに必要なので，金融機関の口座番号，暗証番号

を教えてください。

○あとで金融機関の職員から電話があるので，指示に

従ってください。

○ATMで手続きできます。

○近くのATMに行ってください。

ポイント１ 電話でお金の話が出たら要注意！ 

  一人で判断せず家族や警察に相談しましょう。 

ポイント２ ニセ電話詐欺を防ぐには「まっ太フォン」（防犯機 

能付き電話機器）が有効です。 

「まっ太フォン」の購入を検討される方は，お近く 

 の家電販売店にご相談ください。 

福岡市役所市民局防犯・交通安全課 

福岡県警察本部生活安全総務課 

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， 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５年１月７日（土）１０：３０～１６：３０ 

【 会 場 】 賀茂公民館 講堂 

【 対象者 】 早良区に住民票のある方 

【事前予約期間】 １２月２１日（水）～１月４日（水）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 

【必要なもの】 

（１）通知カード又は個人番号通知書

（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。） 

●賀茂藤崎線は，2022年10月～12月の利用が目標を
達成しなければ，2023年３月末で路線廃止の判断が
なされる予定です。現状も，利用が目標を達成しておらず，
厳しい状況です。
●利用者を増やすため，賀茂小学校の作品を掲示した
ギャラリーバスを運行中です！
●皆さんのご利用が大変重要ですので，より一層の
積極的な利用をお願いします。
※固有区間内のバス停を積極的にご利用ください！

固有区間： 

原八丁目 

  ～賀茂駅 

年末・年始のゴミ出し日変更について 

 １２月３１日（土）から１月３日（火）は， 
ごみの持ち出しはできませんので，次の通り変更となります。 

持ち出し日 今年度の持ち出し日 出せない日 次回の持ち出し日 

日・水曜日の地域 １２月２８日（水） １月１日（日） １月４日（水） 

月・木曜日の地域 １２月２９日（木） １月２日（月） １月５日（木） 

〇燃えるゴミ 

〇粗大ごみ 
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し込みが必要です。 

※受付上限に達した時点で年明けの収集となります。

粗大ごみ受付センター（電話 731-1153）へ連絡してください。

※ゴミ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。

～ゴミに関する問い合わせ先～ 

〇早良区役所生活環境課 電 話 ８３３－４３４０ 

〇環境局収集管理課  電 話 ７１１－４３４６ 

 賀茂校区 紙リサイクルステーション 

～ 毎週土・日曜日  ９：00～17：00 まで開放しています ～ 

＊ 【回収可能なものは，紙類のみ】 
・段ボール，雑がみ，本，雑誌，新聞紙など

＊ ひもで束ね，指定の場所に整理して置いてください。 

＊ 校区リサイクルボックスで集めた紙類などの資源回収 

に対し，福岡市から支払われる助成金は校区各町内の活 

動などに活用されています。 

賀茂校区自治協議会 環境委員会 

☆古紙回収に一層のご協力をお願いします☆

※ただし，12月31日(土)，1月1日(日）は
お休みいたします。 


