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福岡市大原公民館 TEL０９２－８２２－０４２８
福岡市早良区原４丁目８－１３ FAX０９２－８２２－０９９９ネットでの 誹謗中傷 弱虫だ

高齢者教室
★12月12日（月） 10：00～12：00

ピアノ「クリスマスソング」

ピアノの連弾演奏でクリスマスソングを楽しみましょう♬

duo sonatine（デュオ ソナチネ）

辻本淳子さん＆緒方ひとみさん

乳幼児ふれあい学級
（0～3歳児親子対象）

★12 月13日 （火）10:00～12:00

※毎週火曜日10時～12時、公民館講堂を開放して
います。お気軽にお越しください。

大原公民館
公式LINEアカウント

大原公民館や自治協議会の情報を送付します。
大原公民館ブログにリンクされています。
スマホでQRコードを読み取って登録ください。
※情報発信のみで、個々の対応はお電話で受けたまわります。

大原校区自治協議会
公式LINEアカウント

ぜひお友達登録
お願いします

地域包括ケア関連講座
「地域福祉とボランティア活動」

講師 福岡市社会福祉協議会地域福祉部長
ボランティアセンター所長

張 正好さん
日時 12月3日（土）13:30～14:30
場所 公民館 講堂

三原詔子先生&中村シキミ先生の

「お楽しみクリスマス会」
クリスマスのお菓子作りなど行います
サンタやトナカイも来るかも！！
お友達も誘ってお越しください。
※参加費：1家族100円
※材料の準備がありますので

事前にお申し込みください。

12月の臨時休館のお知らせ
12月26日（月）、利用申し込みがないときは

臨時休館します。この日に利用を希望される場合は、

12月16日(金）17時までにご連絡をお願いします。

【年末年始の休館日】

12月29日（木）～1月3日（火）

「ミニ門松作り」
新年を手作りの門松で迎えませんか？

日時 12 月 25日（日）10:00～11:30
材料費 1,800円
※事前にお申し込みください。

陶芸教室「干支の置物つくり」
来年の干支、兎の置物をつくります。

日 時 12月10日（土）10:00～12:00
講 師 陶工房ななかまど 尾崎瑠理さん

参加費 1,000円（粘土・ゆう薬・焼成含む）
※ 材料の準備がありますので

事前にお申し込みください。

公民館大掃除のお知らせ

12月24日（土）10時から

年末大掃除を行います。
（合わせて11時00分より消防避難訓練を行います）

公民館を利用されている各種団体、

サークル会員の皆様のご協力をお願いいたします。

当日は、各自雑巾をご持参下さい。

フラワーアレンジメント教室
クリスマスを彩るフラワーアレンジで

お部屋を華やかに飾りませんか。

日 時 12月17日（土）
13:00～15:00

講 師 辻本 裕さん
★材料費1,500円

※事前にお申し込みください

Xmasクッキーを作ろう！
🎄🎄日時 12月10日（土）13：00～15：00
🎄🎄対象 小中学生 🎄🎄定員 先着20名
🎄🎄参加費 200円
※小学校で配られる申込書に参加費200円を

添えて公民館に提出ください。

～新年度サークル募集～ 二月より受付

新規のサークルも歓迎します。

事前に公民館にご相談ください。
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コンビニ交付サービスの手数料が
今なら 全て

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

12月の行事予定

福岡市大原公民館 TEL０９２－８２２－０４２８
福岡市早良区原４丁目８－１３ FAX０９２－８２２－０９９９

3日(土) 9：00～フラワータウン（大原小西門）
12：30～青パト委員会
14：30～おおはら元気かい
18：00～自治協議会（役）
19：30～自治協議会運営委員会

7日(水) 16：30～すまいるキッチン
9日(金)   19：30～子ども会育成連合会

11日(日)   原3丁目もちつき（大原小体育館前）
原4丁目2区もちつき

13日(火)   19：00～男女共同参画協議会
16日(金)   19：30～青少年育成連合会
17日(土)   10：00～人尊協研修啓発部会

19：00～校庭・体育館開放（運）
19：30～体育振興会

18日(日)   原４丁目1区もちつき
原団地もちつき

19日(月)   10：00～老人クラブ連合会
21日(水)   16：30～すまいるキッチン
23日(金)   19：00～環境美化部会
24日(土)   10：00～公民館大掃除・避難訓練
27日(火)   年末防犯パトロール（原3丁目・原団地）
28日(水)   年末防犯パトロール（原４丁目）

5日(月) 10：00～花みずき会（原団地集会所）
10日(土) 10：00～ひまわり会
15日(木) 10：00～芙蓉会

1日(木) 10：00～ サロンつくしの会（原団地集会所）

8日(木) 13：00～ サロン3丁目
14日(水) 10：00～ サロン瞳会
15日(木) 10：00～ サロンつくしの会（原団地集会所）

13：00～ サロン3丁目
21日(水) 10：00～ サロン瞳会
24日(土) 13：00～ サロン3丁目

サロン

老人クラブ

福岡ファミリー・サポート・センターの提供会員になって

○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）。

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）。

○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

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。

期間限定
（10/1～来年3/31）

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、１２月末までに申請したマイナンバーカードを持っている人
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12日（木）9：30～12：30
【 会 場 】 大原公民館 講堂
【 対象者 】 早良区に住民票のある方
【事前予約期間】 12月23日～1月6日 9:00～18:00

（１２月２９日から１月３日を除く）
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。）

年末・年始のごみ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、次のとおり
変更となります。
〇燃えるごみ
持ち出し日 ：月・木曜日の地域
今年最後の持ち出し日：１２月２９日（木）
出 せ な い 日 ： １ 月 ２ 日 （ 月 ）
次 回 の 持 ち 出 し ： １ 月 ５ 日 （ 木 ）

○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。
※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。

※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。

-ごみに関する問い合わせ先-
〇早良区役所生活環境課 833-4340
〇環境局収集管理課 711-4346

校区リサイクルステーションよりお知らせ
12/３0（金）～1/3（火）は、 お休みです。

1/4（水）より、ご利用ください。
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