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＊12月の平尾大学は「クリスマス会」を予定していましたが、
　コロナウイルス感染拡大防止のため中止とさせていただき
　ます。

日　時：令和4年12月10日（土）13時30分～
会　場：公民館　3階　講堂
内　容：令和4年度主催事業報告等

　宮崎直送のお花を使ったフラワーアレンジメント講座です。 ＊公民館運営懇話会は、傍聴できます。
クリスマスの贈り物にもピッタリですよ。

日　時：１２月１８日（日）　１部　１０時～１０時４５分

　 ２部　１１時～１１時４５分
講　師：ＪＡ宮崎経済連　　       河村　良子氏　 　平尾小学校を利用させていただいている団体、
　　　　 NPO法人 Wing Wing   大木　聡美氏　 サークルによる大掃除を行います。
会　場：公民館　３階　講堂
対　象：４歳～高校生（幼児は保護者同伴でお願いします。） 日　　　時：12月24日（土）9時～

■年末年始のごみの収集について 定　員：各部２５名（先着予約制） 集合場所：平尾小学校体育館入口　
〇燃えるゴミ
1月1日（日）～3日（火）にごみは出せません。振替はありませんので、その次の出し日 ＊12月24日（土）は業者による公民館清掃を行います
（1月4日（水）～6日（金））にまとめて出してください。 　 ので館内の利用はできません。

〇燃えないゴミ
1月1日（日）～3日（火）が出し日になっている地区は収集日が変更になります。

それ以外の出し日の地区は、通常どおり出してください。

　校庭、体育館清掃終了後、公民館の
〇空きびん・ペットボトルの収集に振替がある地区 玄関前に飾る大門松（高さ１５０㎝）を
1月1日（日）～3日（火）が出し日になっている地区は収集日が変更になります。 作ります。お手伝いしてくださる方は、
それ以外の出し日の地区は、通常どおり出してください。 玄関前に集合ください。
【変更となる地区】

平尾1・3丁目 1月1日（日）の夜 　12月29日（木）の夜 日　時：12月24日（土）11時～
薬院３～４丁目 （1回目の日曜日） 　のこぎりを使って竹を切るところから自分たちでやります。  （小学校清掃終了次第）
御所ヶ谷 竹の切り口が笑った口になるように上手くカット出来るで
山荘通3丁目 しょうか。是非、自分で作った門松を門前に飾り、年神様
浄水通 1月2日（月）の夜 　12月30日（金）の夜 をお迎えしましょう！

平尾 平尾4～5丁目 （1回目の月曜日） ＊12月の休館日は、25日（日）です。
平丘町 日　時：１２月２６日（月）１３時～ 申込締切は、11日（日）です。
平尾浄水町 講　師：グリーンリンク ＊年末、年始12月29日（木）～1月3日（火）の
古小烏町 会　場：公民館　こどもひろば 間、休館します。
薬院伊福町 参加費：1,000円（材料代として） ＊1月の休館日は、４日（水）です。
桜坂3丁目 1月3日（火）の夜 　1月6日（金）の夜 持参物：軍手、持ち帰り用の大きな袋、 申込締切は、12月21日（水）です。

（1回目の火曜日） 　 あればハサミ、エプロン
 　又は汚れてもいい服装で ＊講座、サークルに関するお問合せ、

〇粗大ごみ 対　象：小学４年生以上 　お申込みは公民館へ連絡ください。
12月29日（木）～1月3日（火）は収集がありません。年内収集を希望する場合は、 定　員：１０名（先着予約制）

早めに粗大ごみ受付センター（電話092－731-1153）又はインターネット等で申込 ＊門松の高さは60cm程度で、花や飾りは変更する場合があります。

ください。受付上限に達した時点で年明けの収集となります。

令和３年度人尊協応募作品より“考えよう 相手の気持ちと 自分の言葉”（福岡中央高等学校）

平尾公民館ブログはここから

乳幼児対象の講座です

★１２月１４日（水） １０時～

「クリスマス会」

内 容：大型絵本読み聞かせ、パネルシアター、人形劇など

お子さんと保護者の方が楽しめるプログラムです。

講 師：おひさまおはなし会

会 場：公民館 講堂

参加費：１００円（クリスマスプレゼント代として）

定 員：１５組（先着予約制）

平尾ふれあいひろば

フラワーアレンジメント講座

参加費無料

ミニ門松を作ろう！

平尾小学校校庭、体育館清掃

公民館の門松作り

昨年の大門松

平尾公民館運営懇話会開催のお知らせ
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平尾ＨＡＰＰＹサロン 
市の支援による子育てサロンです！  

子育てサロンは、乳幼児、もうすぐママになる妊婦さんも参

加歓迎です！ライアーとグロッケンの演奏に、絵本の読み聞

かせ。皆で一緒に遊びましょう♪ 

クリスマスお楽しみ会 

☆場 所：平尾公民館 ２階児童等集会室 

★日 時：１２月２１日（水）   

1 回目：１０：２０～１１：０５ 2 回目：１１：２０～１２：０５ 

乳幼児対象。各回 ５組、先着予約制 

申込：自治連事務局☎/FAX ５２５－１９５７ 

 

 

平尾ふれあいサロン 
コロナ感染予防に充分気を付けながら、開催しています。 

体調を整えてご参加ください。（６５歳以上の方。会費６ヶ月６００円） 

☆場所 平尾公民館 ３階講堂１４：００～ 

★１２月３日（土）体操 

大津先生をお迎えして楽しく体を動かしましょう！ 

★１２月１７日（土） クリスマス会 

 

   

１２月のグループウォーキング 

今月のグループウォーキングは、 

１２月１日（木） 平尾公民館前１０：００集合です。 【主催 衛生連合会】 

 
 

ニコニコサロン 
平尾２丁目とその周辺にお住まいの概ね７０歳以上の方の

集いです。 

☆場所 平尾２丁目３区集会所 （サニー平尾店南口右隣） 

★１２月７日（水）１４：００ ミニクリスマス会  

健康チェック  脳トレ・転倒予防体操 
 

 

 

古紙回収ボックスのご案内 
～新聞紙・ダンボールを回収します～ 

《場所》 山荘公園・薬院公園  《回収日》 毎月、第１・第３日曜日 

１２月の回収日は、１２/４（日）・１２/１８（日） ９：００～１７：００まで 

古紙は 4 種類に分けて、紐で縛るか紙袋に入れて出してください。 

① 新聞：折込チラシも一緒に入れてください。 

② 段ボール：なるべく大きさを揃えて紐で十字に縛って下さい。 

③ 雑誌・カタログ・本：なるべく大きさを揃えて紐で十字に縛って下さい。 

④ 雑がみ：パンフレット・チラシ・お菓子等の紙箱・包装紙・牛乳パック等 

※回収出来ない物  アルミ缶・古布・空きびん・プラスチック製品 

【ごみ減量リサイクル推進会議】 
 

 

校区を運営する「自治連合会」 

みんなでつくろう、住 みよい平 尾 ！ 

 

  お申込み及びお問合せは下記の 
自治連合会事務局までお願いします                 

在室 火・木曜日：１２：００～１６：００ 
          土曜日：９：００～１３：００ 

電話／ＦＡＸ ： ５２５－１９５７ 
留守電の場合はお名前、電話番号を！！ 

平尾校区新年のつどいのお知らせ 

令和５年 1 月１４日（土）１８：００より、 

アゴーラ福岡山の上ホテル（中央区輝国 1-1-33）にて、 

感染予防に充分気を付けながら、開催いたします。平尾校区にお住ま

いの皆様で参加希望者は、12/6（火）～12/２0（火）までに平尾公民館

１階事務室に会費を添えて、お申込みください。 

会費４，０００円。 平尾公民館 ☎531-6885/FAX531-6961 

【主催 新年のつどい実行委員会】 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、１２月、令和５年１月

の事業を中止、または延期する場合があります。問合せ等ございましたら

自治連事務局まで。 

第 3 回認知症予防教室のご案内 

健康運動指導士の平塚先生に来ていただきます。 

認知症予防の運動等を皆さんと楽しく学びましょう！ 

日 時：１２月１２日(月) １３：３０～１５：３０ 場 所：平尾公民館 ３階講堂 

締 切：１２月８日（木） ※要予約 定 員：２５名  

申 込：氏名・連絡先を自治連事務局まで  ☎/FAX ５２５－１９５７ 

【主催 衛生連合会】 
 
 
 

  

 

平尾太鼓 好演！ 

11/6（日）平尾八幡宮で行われました、 

「ひら・ぐらフェスティバル」にて元気いっぱい 

堂々と演奏をしてきました。 

地域の皆様に、温かな声援を送って頂き有難 

うございました。 

平尾太鼓では、明るく元気なメンバーを募集中。 

『平尾太鼓』Facebook を検索ください。           【平尾太鼓】 

 

 

 

 

 

♪ひらおっ子あつまれ♪ 

「ボッチャ競技」と「ひらお人権かるた」体験 
パラリンピックで注目された「ボッチャ競技」や「ひらお人権かるた」で楽しく遊

びながら、人権について学べる体験会です。★参加賞もあります。 

日 時：令和 5 年１月８日（日）受付 ９：４５～   

開始時刻 １０：００（終了予定時刻 １２：３０） 

場 所：平尾小学校 体育館  参加対象者：平尾校区 小学 1 年生～６年生 

定 員：36 名（先着予約制）   持ってくるもの：上靴・飲み物 

申 込：右記 QR コードより申込フォームにて 

①メールアドレス ②参加者名 ③学年 ④保護者名 

     ⑤保護者連絡先電話番号をご入力ください。 

申込フォーム URL https://forms.gle/swvMaJ5rkC1XN4hZ9 

※締切：１２月２０日（火） 

※キャンセルの場合は、以下の人尊協メールに連絡必須。 

 hiraojinsonkyo@gmail.com 

【主催：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、マイナンバーカードを既に持っている人には、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１５日（日）１０：３０～１６：３０ 

【会 場】   平尾公民館 講堂 

【対象者】  中央区に住民票のある方 

【事前予約期間】 １２月２８日（水）～１月１２日（木） 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 

♬さわやかラジオ体操 in 薬院公園のご案内♬ 
日 時：１２月１９日（月）９：００～１０：００  

場 所：薬院公園広場（雨天の場合は第４月曜日９：００～） 

ストレッチ、ラジオ体操 どなたでも自由にご参加ください！ 
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