
１２月２５日（日）に 

利用がない場合には､臨時休館します。 
ご利用希望者は､１２月１５日(木)17 時 
までに早良公民館に申込をお願いします。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館だより 
福岡市早良公民館 

 福岡市早良区早良２－９－３３ 

℡：804-2420 FAX：804-2448 

３日(土) 9:30 干支の絵付け教室 
〃 13:30 人権尊重推進協議会研修会 

６日(火) 10:30 子育てサロン“さわらっこ”

７日(水) 10:00 ふれあいサロン（西町集会所）

８日(木) 10:30 すみれ茶話会（陽光館） 

〃 19:30 自治協議会常任理事会 

１０日(土) 10:00 さわら子ども塾 

１３日(火) 9:00 シルバー教室バスハイク

１７日(土) 10:30 子育てひろば 

１８日(日) 9:00 スポーツサークル大掃除(早良小体育館)

  〃 8:00 どんど焼き竹切り【予備日２５日】 

１９日(月) 14:00 こんにちは区長 

２０日(火) 11:00 ロビー喫茶

  〃 14:00 オカリナ演奏（クリスマス会） 

２１日(水) 10:00 ふれあいサロン（西町集会所）

  〃 13:00 民生児童委員会 

２５日(日) 休館予定 

２６日(月) 10:00 門松つくり 

２９日～1/3(火)  

〃

休館 

 

公民館ブログもご覧下さい。→ 

～木の実を使ったリースと牛乳

パックなどでランタン作り～ 

１２月１０日(土)10 : 00～ 

ところ：学習室 

対 象：小学生 15 人 
 大 人  ５人程度 

材料費：２つで２００円 

申込締切：1２月７日 

（水）まで 

子育てひろば 

～バスハイク～

１２月１３日（火）9 : 00 出発 

行先：田原坂西南戦争資料館～ 

食事（熊本城近く）～本妙寺 

対象：シルバー教室生 

※申込は締め切りました。

子育てサロン合同 

「クリスマス会」 

～サンタさんも来てくれます～ 

１２月１７日（土）10：30～ 
ところ：講堂 

講 師：大学講師  大河 清子さん 

内 容：歌やリズムに合わせて体を動かし 
たり、絵本や工作で遊ぼう 

対象者：乳幼児の親子 

参加費：親子で 300 円 

申込締切：１２月１５日（木）まで 

シルバ ー教室

 

臨時休館のお知らせ

１２月２０日（火）1１：00～ 

時間：11：00～15：00 

【内容】 

①１２:００～ラジオ体操

②１４:００～オカリナ演奏

「クリスマスコンサート」

※ハンドベルや鈴などの音色もお楽しみに！

※コロナウィルス対策として
人数制限をさせていただきます。 

※コンサート参加ご希望の方は、
公民館までご連絡をお願いします。

※新型コロナウィルス感染拡大防止の為、主催事業が中止や延期になる場合があります。

※来館される時は、手指の消毒・検温・マスク着用などのご協力をお願いいたします。

子育てサロンから寄贈がありました 
紙芝居：だんごむしのころちゃん 

絵 本：①いいから いいから（長谷川義史） 

②いろいろ１ねん（レオ・レオーニ）

③てのひらどうぶつえん（ハン・テヒ）

【子育てサロンからのお知らせ】 

１２月６日（火）１０:３０～ 

保健師さんによる 

体重測定と育児相談があります。 

★この機会に足を運んでみませんか

子ども対象 新刊本入

荷！

博多人形 干支(卯)の絵付教室 

１2 月３日（土）９:３0～ 

場 所：早良公民館 学習室 

講 師：博多人形師 佐藤吉信さん 

対象者：小学生～大人の方 

定 員：２４人 

材料費：５００円 

※定員になり次第締め切ります。

※汚れてもいい服装でおいで下さい。

※鈴タイプとセットになります。

年末年始の休館のお知らせ 

期間:12 月 29 日(木)～１月３日(火) 

ミニ門松づくり教室

～手作りの門松で 
  新年を迎えよう～ 

12 月 2６日(月)10：00～

場 所：研修室 

講 師：緑のコーディネーター 
廣瀬裕美子さん他 

対 象： 一般住民 

材料費：８００円 

定 員：２０人 

申込締切：1２月２０日（火）まで 

さわら子ども塾 

ロビー喫茶



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

      

年末・年始のゴミ出し日変更について 

リサイクルボックスステーションからおねがい

場所：早良公民館 敷地内 

時間：午前 9時～午後 5時 

おめでとうございます 

令和５年 

１月８日（日）雨天決行

午前６時３０分点火

早良公民館前田んぼ

コロナ感染拡大防止のため、下記にて実施いたします。

１．振る舞い、イベント（太鼓演奏）は行いません。 

２．火つけは、関係者で行います。 

３．田んぼの中は、スタッフのみで 来場者は歩道よりご覧ください。 

４，※しめ縄は、前日までに みかんや金具類を 

必ず外して公民館までご持参下さい。 

５・来場者はマスクの着用をお願い致します。 

６．車での来場はできるだけお控えください。 

※どんど焼きについてのお問合せは

熊山おやじの会会長永島 ℡090-1924-4277まで 

※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 
◎燃えるゴミ（早良校区内）

今年最後の持ち出し日→１２月２８日（水）

次回の持ち出し日→→→１月４日（水）

◎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。 

○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 

しめ縄受付は前日の 
１月 7日（土）まで（厳守） 

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１７日（火）13：30～16：30 

【 会 場 】 早良公民館 学習室 

【 対象者 】 早良区に住民票のある方 

【事前予約期間】 12 月 28 日～1 月 12 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 

【 主 催 】  福岡市総務企画局データ活用推進課 

 

 

○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 

TEL：７３６-１１１６ FAX：７１３-０７７８ 

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 

ゴミに関するお問い合わせ先 

市村 光江さん 

多年にわたり、民生委員児

童委員として福祉増進に寄与

された功績に対して、嶋田さん

は福岡市社会福祉協議会よ

り、市村さんは福岡市より表彰

されました。 

おめでとうございます。 

グランドゴルフ大会が開催されました。 

 令和４年１１月１３日（日）早良小学校校

庭において「早良校区新生クラブグランド

ゴルフ大会」が開催されました。日頃の練

習の成果を発揮され参加者２５人の中で

優勝されたのは、宇野三千男さんでした。 

おめでとうございます！！ 

 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。 

嶋田 厚枝さん 

12/29（木）～1/3（火）は 

お休みです。 

※出せるもの
新聞紙・雑紙・雑誌・段ボール・アルミ缶

※紙類は必ずひもで十字で結んでください （テープは×）

（雑紙など紙袋に入れても 袋を十字に縛ってください） 

しっかり狙って 

宇野さん優勝！ 


