
たぐまカレッジ -田隈公民館 講堂-

◆ 干支絵付け体験！ ～伝統工芸士から学ぼう～

【日 時】１２月２日（金）１０:００～１１:３０ 

【定 員】先着２５名（定員になり次第受付終了） 

【参加費】５００円 

【講 師】長友 敬次さん（博多人形師 伝統工芸士） 

◆ 毎年恒例のミニ門松作り！

【日 時】１２月１６日（金）１０:００～１１:３０ 

【定 員】先着２５名（定員になり次第受付終了） 

【参加費】１,８００円 

【持ち物】花切はさみ（あれば）・雑巾 

持ち帰り用の袋 

【講 師】里まちサイクルコミュニティの皆さん 

各講座申込先：田隈公民館 

プラバンでキーホルダーを作ろう！
【日 時】５月２８日（土）１０:００～１２:００

【場 所】田隈公民館 講堂

【定 員】先着３０名（定員になり次第受付終了）

【参加費】１００円

【持ち物】すいとう・マスク

下絵又は書きたい絵の見本になる物

１０センチ×１５センチ程度

【締切日】５月２０日（金）【問合先】田隈公民館

たぐまミニ図書館 －田隈公民館 児童等集会室－ 

📖気楽に気ままに読書タイム📖 
（土曜日の１３時～１６時は、お茶を準備しています） 

ポインセチアやシクラメンの花が街を彩る頃と

なりました。カレンダーもいよいよ最後の一枚を残

すのみとなりました。 

今月の１冊目は、内館牧子さんの『老害の人』。 

いるいるこんな人。笑いっぱなし必須。老害は他人事、

ではありませんでした。 

『２０代で得た知見』著者Ｆさん。何度もうなず

き、何度も納得。年代を問わず心が軽くなります。 

寄贈本『大往生したけりゃ医療にかかわるなー

「自然死」のすすめ』『アメリカ人と日本人』も

あります。公民館にお立ち寄りください。 

★ 子ども料理教室 ★  対象：小学３年生以上

今月の料理は…『冬の料理』 

【日 時】１２月１０日（土）１０:００～１２:００ 

【場 所】田隈公民館 講堂 

【定 員】先着２０名（定員になり次第受付終了） 

【参加費】２００円 

【持ち物】すいとう・エプロン・三角巾・マスク・タオル 

【申込先】田隈公民館（月曜～土曜の９時～１７時） 

令和４年（２０２２年） １２月１日  №９ 

★主事のひとりごと★ 公民館よいとこ 一度はおいで

◎公民館２０２２年 ３大ニュース◎

① １１月 花壇が完成しました！

最初の見ごろは ２～３月です

② バスハイクが復活しました！

③ メダカが２年目になり

たくさんの卵を産んで

約 150匹の子どもが生まれました！ 

ところで、花壇の場所わかりますか？ 

★乳幼児教室★ -田隈公民館 講堂-

あ り ん こ 教 室 
● 親子で楽しくダンスしよう♪

【日 時】１２月１４日（水）１０:００～ 

【定 員】先着１５名（要予約） 

【講 師】Ｃｈｉｋｏ先生（ヒップホップサークル講師） 

【申込先】田隈公民館 

公民館より年末年始の 

館内サークル活動に関してのお知らせ 

１２月２2日（木）～令和５年１月３日（火）まで

の期間は、館内のサークル活動はお休みです。 

公民館１２月の臨時休館＆年末年始休館のお知らせ 

★１２月２３日（金）は、利用申込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１３日（火）１７時まで

にご連絡をお願いします。

★１２月２９日（木）～令和５年１月３日（火）は休館します。

※公民館が休館の場合、リサイクルボックスもお休みします。

＊た ぐ ま 文 庫 だ よ り＊ 
朝、布団から出るのがおっくうな今日この頃となりまし 

たね。先月新たな絵本を１２冊購入しました。 

はる なつ ふゆ／のりまき／このあいだ なにがあった 

などなど、公民館で探してみてください。 

恒例！ たぐま文庫のおはなし会
【日時】 １２月４日（日）１０：３０～（１時間弱） 

【場所】 田隈公民館 講堂 

人形劇では、特訓の成果を披露するのが楽しみです。 

ハンドベル演奏もワンランク上の曲を披露します♪

お・た・の・し・み・に！！

＊１２月のおすすめ絵本＊ 

★クリスマスのふしぎなはこ  ★ねんね

★クリスマスおめでとう ★とけいのほん

★クリスマスのまえのばん ★おおきなかぶ

田隈公民館の

ブログもご覧

ください。 
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１２月の公民館・校区行事予定表 
日 曜 時間 内    容 

１ 木 １９：３０ 社会福祉協議会 役員理事会 

２ 金 １０：００ たぐまカレッジ 《他１６（金）》 

３ 土 １０：００ 人尊協 「人権を考えるつどい」 

４ 日 １０：３０ たぐま文庫のおはなし会 

７ 水 １９：３０ 自治協議会 役員会 

８ 木 ２０：００ ジュニア・ユース育成会 定例会 

９ 金 ２１：００ 夜間パトロール 

１０ 土 １０：００ 子ども料理教室 

１０ 土 １７：００ 燈明ＤＥファンタジー 

13 火 １９：００ 社協ネットワーク研修 

１４ 水 １０：００ ありんこ教室 

１４ 水 ２０：００ 自治協議会 理事会 

１５ 木 １３：３０ 老人クラブ連合会 役員会 

１７ 土 １０：００ 老人クラブ連合会 定例会 

１７ 土 １３：００ 田隈ふれあいルーム大掃除 

１９ 月 １０：００ たぐまウォーキングクラブ 

２０ 火 ９：００ 公民館内清掃日（終日） 

20 火 １９：３０ 男女共同参画協議会 定例会 

２１ 水 １０：００ マイナンバーカード申請出張サポート

２１ 水 １４：００ 民生委員児童委員協議会 定例会 

２１ 水 １９：３０ 学校施設開放連絡会 

２３ 金 ― 公民館臨時休館日 

２３ 金 ― 田隈小冬期休業前最終日 

２５（日）～３１（土） 各町内歳末防犯パトロール 

２８ 水 １７：００ 公民館 仕事納め 

２９（木）～令和５年１月３日（火）まで公民館休館日 

※状況により、中止・延期・時間変更になる場合もあります。

開催の確認は各団体、または公民館まで。

たぐまウォーキングクラブ
【と き】１２月１９日（月） ※雨天中止 

【集 合】田隈公民館 ９:５０ 【出 発】１０:００ 

【行き先】西南杜の湖畔コース 【持ち物】お茶・マスク 

主催：田隈校区衛生組合連合会

田隈校区人尊協「人権を考えるつどい」 

日時 ： １２月３日（土） １０:００～１２:１５頃 
場所 ： 田隈小学校体育館 

◆第１部  『インターネット上の子どもの人権』

《講師》 中山 日向子さん（少年サポートセンター）

◆第２部  オカリナ演奏と語りによる

ハートフルコンサート♪

《講演》 『子育て・見守り世代のあなたへの応援歌』 
《講師》 山口 裕之さん（マザー・アース人権啓発研究所 主宰） 

※会場内はマスクの着用をお願いします。

※スリッパ・靴袋・防寒対策等は、各自ご用意願います。

共催：田隈人権のまちづくり館・田隈校区人権尊重推進協議会 

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、

９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４年１２月２１日（水）１０:００～１２:３０   【会 場】 田隈公民館 講堂 

【対象者】 早良区に住民票のある方 

【事前予約期間】 １２月２日（金）～１２月１６日（金） 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。） 

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。 

◆燃えるごみ（月・木の地域） 出せない日 次回の持ち出し日 

１月２日（月） ⇒ 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。

【問合せ先】 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 

紙のリサイクルはエコちゃんハウスへ （７９号）

【回収場所】田隈公民館前のエコちゃんハウス 

【利用時間】月曜日～土曜日 → 午前 ９時～午後５時 

日曜日・祝日  → 午前１０時～午後３時 

※公民館が臨時休館の時は、お休みします。

【回収品目】古紙類（新聞・チラシ・段ボール・雑紙・書籍） 

◼ 必ず紐で十文字に縛って、緩みが無いように出して下さい。

◼ 荷崩れ防止のため、同じ大きさでまとめて縛って下さい。

◼ 紙袋で出す場合も、中の物が落ちない様に縛って下さい。

◼ ビニール類は剥がして出して下さい。

◼ ラミネートされている物・衣類・空き缶は回収できません。

◼ 閉まっている時は、放置せずに必ずお持ち帰り下さい。

燈
とう

明
みょう

ＤＥファンタジー開催！
開催が延期になっていました『燈明ＤＥファンタジ

ー』を下記の日程で開催いたします！ 

田隈小の児童が紙袋に願い事を書き、図を描くよう

に紙袋を並べて点灯します。田隈中吹奏楽部とコーラ

スの皆さんの音色と共に、光と音による幻想的な夜を

楽しみませんか？（雨天時、中止または延期）

【 日 時 】 １２月１０日（土） １４：００～１９：３０ 

【 場 所 】 田隈小学校グラウンド 

【燈明並べ】 １４：００～ 自由に参加してください 

【点灯開始】 １７：００～ （田隈中吹奏楽部・コーラス） 

《校区社会福祉協議会よりお知らせ》 

田隈ふれあいルーム大掃除 

ご協力をお願いします！

とき １２月１７日（土） 

時間 １３:００～（１時間程度）

◎日頃「田隈ふれあいルーム」を使用している

団体の皆様より、２～３名程度のご協力をよ

ろしくお願い致します。

◎雑巾があれば持参して下さい。

◎今年も残念ながら『福祉餅つき大会』は

中止となりました。

※１２/２９（木）が今年最後の

持ち出し日となります。

主催：田隈校区自治協議会 
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