
 

  

 

 

  

    

    

   

   

   

 

   

 

 

  

  

 . 

   

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

警固公民館だより  月号 

〒810-0023 福岡市中央区警固 1丁目 11-2 電話 731-4655 FAX 731-4489  

※講座の申し込み受付は窓口または電話のみです。FAX・メールでは受付しませんのでご注意ください。                                                                                                             

窓口・電話受付時間 9：00～17：00（臨時休館日を除く）    ★ご不明な点などあればお気軽にお尋ねください。                                 

 

 

 
警固公民館ブログはこちらです。最新情報は 

ブログをチェック！ 
休館のお知らせや主催事業の報告を載せています。 

『けご・みんなで健康塾』    
講師 角美貴子先生 

※マスク（着用）・タオル・飲み物を持参してください。 

 ※クラスを 2つに分けます。※定員は各クラス 15名です。 

〇ロコモ体操 ベーシック              【参加費】無料 

 12月 14日（水） 10：00～10：40 / 10：50～11：30 

〇ロコモ体操 ステップアップ（月クラス）【参加費】500円 

  12月 12日（月） 10：00～10：40 / 10：50～11：30 

〇ロコモ体操 ステップアップ（水クラス）【参加費】500円 

12月 28日（水） 10：00～10：40 / 10：50～11：30 

≪主催 健康づくり実行委員会≫ 

『らくらく美姿勢ストレッチ』    

講師 下釜純子先生・大場くるみ先生 
ストレッチポールを使って姿勢改善をするクラスです。 

がんばりすぎない運動＆らくらく緩めるストレッチで 

美しい姿勢を目指します。 

【日時】12月 6日・20日（火）10：00～11：30 ※第 1・3火曜日 

 ★12/6 1階 児童等集会室で開催 ★12/20 3階 講堂で開催  

【参加費】1,000円/1回  【定員】12/6（10名）12/20（15名） 

【持ってくるもの】ヨガマットまたはバスタオル・飲み物 

         マスク（着用）  

 ≪共催 健康づくり実行委員会≫ 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大状況により主催事業を中止することがあ
ります。中止の場合はブログ掲載し、予約の方には電話でお知らせしま
す。講座の参加には予約が必要です。 
水分補給は各自でお願いします。 

12月の臨時休館はありません。 

12月 29日（木）～1月 3日（火） 

は年末年始の臨時休館となります。 

令和 4年 12月 1日発行 

警固知っ得大学 第 10回 

「1つで 2役！ 
クリスマスリースとしめ縄飾り」 

 わらでしめ縄を編むところから作りましょう♪ 
 12月 25日まではクリスマスリースとして、26日からは 
 ちょっとしたアレンジでお正月のお飾りになります。 
 オリジナルのおしゃれな飾りで、素敵な 12月を！ 

【日時】12月 7日（水）10：00～11：30 

【講師】グリーンリンク 

【会場】3階 講堂 

【対象】どなたでも【定員】15名 

【参加費】1,000円（材料費） 

 ※12/4以降のキャンセルは参加費が必要です。 

  （材料はお渡しします。） 

【持ってくるもの】 

軍手・持ち帰りの袋・マスク（着用） 

はさみ（わらや針金、枝を切ります。） 

ものがたりと音楽とアロマの夕べ 
～ストーリーテリング（語りきかせ）と素敵な音楽を 

アロマの香りに包まれた空間で楽しみましょう～ 

【日時】12月 17日（土）19：00～20：00 

【ものがたり】世界でいちばんやかましい音（エルキン作） 

光嶋陽子 

       貧乏人とお金持（グリム童話）      

 平山巧子 

【音楽】   オーボエ       岡本真 

       ピアノ        平潤子 

【アロマ】  ものがたりのアロマ  友村尚子 

【会場】1階 児童等集会室 

【定員】12名 

【参加費】無料 

【対象】どなたでも（マスク着用） 

    ※小学生以下は保護者同伴 

警固知っ得大学 第 11回 朗読劇「葉っぱのフレディ」原作 レオ・バスカーリア 作曲・作詞・構成 小弥信一郎 
～音楽と物語の世界にようこそ。～ 

命が巡り巡っていくことを優しく語りかける「いのちの旅」の物語です。 

【日時】12月 27日（火）11：00～12：00 

【出演者】ソプラノ・朗読 林麻耶／バイオリン 君付理沙子／クラリネット 小田美代子／ピアノ 小弥信一郎 

【会場】3階 講堂 【参加費】無料  【対象】どなたでも※未就学児は保護者同伴  

【定員】30名    【持ってくるもの】マスク（着用） 

 

40歳過ぎたら，年に 1度は健診受診を習慣に 

●●●●●●福岡市けんしんナビ●●●●●● 

「最近血圧がちょっと高くなったかも」 
高血圧や糖尿病などの生活習慣病と呼ばれる病気は 
ほとんど症状が出ません。徐々に体の中の血管を痛めて 
動脈硬化が進行してきます。 
症状が出る前に早期発見して悪化を防ぐには，健診が 
とても大切です。 

 

 

健診（検診）を受けようと
思ったら、こちらから 
ご確認ください。 



　 １２月 けご自治協議会だより 令和４年１２月１日発行

警固校区自治協議会　警固公民館２階　福岡市中央区警固１丁目１１番２号　 　　　　　　　　　　　　　TEL 732-3900　FAX 732-3915
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【日時】１日（木）・１９日（月）

７：３０～８：００頃

玄関先やご自宅の近所で多くの方々に子ども達の

安全な登校を見守って頂けたらと思います。自治協

事務局で、見守り用オレンジベストの貸出をしてい

ます。ご協力よろしくお願いします。

例年実施しています歳末防犯を下記の通り行いたいと思

います。お忙しいとは思いますが、ご理解、ご協力をお

願いします。

【日時】１日（木）・１９日（月）・２８日（水）

２０：００～

※公民館玄関前に集合。出欠は空模様で

各自判断ください。 防犯防災委員会

自治協 毎月発行している自治協だよりや主催

ブログ 事業などのお知らせを掲載していま す。

防犯パトロール（歳末防犯自主夜警のお知らせ）

交通安全推進委員会

★校区５６ヵ所で集団回収しています。毎月１０日（午前７

時～午前１０時）に古紙 回収の看板がある最寄りの場所に分

別して必ずヒモで括って出してください。 ◎警固３丁目の小

烏神社前の回収場所が廃止になりました。別の場所に出して

ください。小烏神社内の紙リサイクルボックスもご利用にな

れます。※段ボールはガムテープで括った場合、回収不可と

なりますのでご注意ください。◎公民館設置のリサイクル

ボックスは閉鎖となりました。

美化リサイクル委員会

朝の登校見守り

（毎週金曜） （第１・３月曜）

【日時】２日・９日・１６日・２３日 【日時】５日・１９日

１３：００～１５：００ １０：００～ １２：００

※干支の五円玉 ※自由遊び

２３日は門松作り 【場所】３階講堂

【場所】３階講堂

ふれあいサロン 子育てサロン

社会福祉委員会

警固校区餅つき大会のお知らせ

【日時】１２月１１日（日）８：４５～１２：００

【場所】警固小学校校庭 雨天時 ピロティ ※参加費無料

警固校区にお住まいの方なら、どなたでも参加できます！

当日は受付をしてご自分の町内のテーブルに行ってください。

《お願い》食品衛生上、ペット同伴でのご入場、お餅の持ち帰りは

ご遠慮ください。ボール遊びも禁止です。

持ってくる物

〇マスク着用

〇手ふき

〇防寒服

〇水筒

『５０代からの不調解決の

決め手は「貯筋食」』

【日時】１２月６日（火）１０：００～１２：００

【場所】警固公民館３階講堂

【定員】３０名参加費無料※１２月２日（金）締切

【申込み】自治協事務局（☎７３２－３９００）

平日１０時～１５時

※コロナ感染予防のため、当日はマスク着用、検温

を行います。体調不良の方は入場できません。

警固歩こう会＝１２月はお休みです。（保健衛生委員会）

回収場所 新聞紙 ちらし 雑誌 雑がみ等 段ボール アルミ缶
牛乳

パック
利用日・時間

★各町内の集団回収 〇 〇 〇 〇 〇
毎月１０日　午前７時～午前１０時まで

雨の日も回収します。

今泉公園内

リサイクルステーション
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

毎週土・日　午前９時～午後５時まで

（１２月３１日、令和５年１月１日は休み）

餅つき大会実行委員会

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

朝の登校見守り
審議委員会
防犯パトロール

ふれあいサロン

子育てサロン
村上祥子先生の
健康講話

ふれあいサロン 古紙回収

校区餅つき大会 ふれあいサロン

朝の登校見守り
子育てサロン
防犯パトロール

ふれあいサロン

歳末防犯パトロール

警固校区自治協議会年末年始休暇のお知らせ

１２月２９日（木）～令和５年１月３日（火）

村上祥子先生の健康講話

保健衛生委員会

自治協のイベントにご参加ください！


