
講座名 月日 時間 対象 定員 内容 講師 参加費 その他

 百人一首講座

  「百人一首かるたの会④」

12／4

（日）

10：00

　～11：30

　小学３～６

　　　　　　年生
２０名

シリーズ４回目

百人一首を楽しく学べる講座

短い時間で楽しくステップアップ

1月の大会に向けて仕上げです

舞鶴男女共同参画推進

委員会のみなさんと

舞鶴公民館

無料
共催：

　舞鶴男女共同参画

　　　　　　　推進委員会

 料理講座
  「お正月のおもてなし料理」

12／14

（水）

10：00

　～12：30

１８歳以上

どなたでも
15名

お正月を郷土料理でおもてなし

～ワンプレート盛り付けでヘルシーに～

≪メニュー≫

　・筑前朝倉の雑煮　　・あちゃら漬け

　・里芋のサラダ　　　　・鶏ハム

　・さつますもじ（鹿児島のちらし寿司）

　・博多水無月風くずもち

舞鶴食生活改善推進員

協議会のみなさん

４００

円

共催：舞鶴食生活改善

　　　　　　推進員協議会

＜持ってくるもの＞

・エプロン　・三角巾

・飲み物

・手拭き用タオル

・持ち帰り容器(念のため)

 舞鶴大学
  「肺炎について」

１２／１４

（水）

1３：３0

　～1５：00

おおむね

６０歳以上
２０名

～はじめよう肺炎予防

                       続けよう肺炎予防～

肺炎の原因とリスク等について

 浜の町病院

 呼吸器内科部長

　　　 前山　隆茂さん

無料

 舞鶴カフェ

  「LIVE演奏を楽しもう」

12／21

（水）

13：30

　～15：30

舞鶴地区

の方
２０名

演奏時間１３：３０～１４：３０

懐かしいあの曲、心に響くサウンド

(Vo,gt)

　　　　久米　博之さん

(Vo,key)

　　　　亀山　みゆきさん

無料
共催：

　舞鶴自治協議会

　舞鶴社会福祉協議会

 まいっ子クラブ
  「クリスマス会」

12／22

（木）

1０：３0

　～11：30

乳幼児と

保護者
１５組

サンタが公民館にやってくる！！

サンタからプレゼントもありますよ
ほっぺるランドの先生 無料

 こちらMHK（舞鶴放送局）

  「Zoomで一緒にラジオ体操」

12／22

（木）
13：00

　～13：15
どなたでも 無料

共催：

　舞鶴衛生連合会

 おとな講座
  「お正月の花の寄せ植え｣

12／23

（金）

10：30

　～12：00
どなたでも 20名 新年を迎える寄せ植え

緑のコーディネーター

田中　節子さん

１０００

円

＜持ってくるもの＞

・手拭き用タオル

 まいづる夜カフェ
  「クリスマスを

　　　　　　　　手話で楽しもう」

12／23

（金）

19：00

　～20：30

舞鶴地区にお

住まい、又は

お勤めの方

２０名

簡単な手話を楽しみながらのカフェ

手話を主なコミュニケーションツールにされ

ている方も大歓迎

株式会社　ミカサ

田中　義則さん

５００

円

共催：

　舞鶴自治協議会

 舞鶴大学
  「郷土の歴史」

１／１1

（水）

1３：３0

　～１４：３０

おおむね

６０歳以上
２０名

校区の遺跡や発掘品の紹介を通じて、郷土

の歴史を学ぶ

福岡市

埋蔵文化センターの方
無料

  「しめなわかざりを作ろう｣
12／11

（日）

10：30

　～12:00
小・中学生 20名

おしゃれなしめ縄飾りでお正月を

いろどりませんか

緑のコーディネーター

田中　節子さん

５００

円

　「理科実験

 　　～身近な食品を科学する～｣

12／24

（土）

10：00

　～12：00
小学生 20名

牛乳、小麦粉、ベーキングパウダー、

砂糖、片栗粉等身近な食品を使った

理科実験で科学を実感

工藤　華枝さん 無料

＜持ってくるもの＞

・上ぐつ

・筆記用具

公民館からZoomで発信！　公民館に来てもOK！

     ★ ZoomのID： 863　3021　3381
         パスワードは公民館にお尋ねください。

  ※ 1 月の講座のご案内です （12月１日～申し込み出来ます）

こ

ど

も

講

座

※  こども講座の申込み受付は、12／3（土） ９：00～ です

※ 木曜日です

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴２丁目６－１
Tel ７７１－３５４１ ｆａｘ ７７１－６６８４
Email maizuru57@coda.ocn.ne.jp令和４年1２月１日発行

まいづる公民館だより

〔イラスト著作権 がくげい〕

◆ 公民館主催の講座 ◆

必ず申し込みが必要です。

申込み受付は、１２／1（木）９：００～ です。

※ こども講座は、１２／３（土）９：００～ です。

舞鶴公民館

ブログ

講座の詳しい内容は、ブログをご覧になるか、直接、公民館に
お問い合わせください。

≪R３年度 人権標語作品≫ それぞれの 得意不得意 唯一無二 （中学２年生）

★申込み受付は、窓口・電話のみです。（FAX・メールは不可）

★申込みは、定員になり次第しめきりとなります。

★ 場所の記載がないものは、すべて舞鶴公民館で行います。

★ ご来館の際は、検温 及び マスク の着用をお願いします。

◎ 12月2５日(日)は、公民館の業者清掃の為利用できません。
◎ 公民館は、下記の日の利用がない場合、休館します。

休館日1２月２８日(水) ・・・申込みは１２月１4日(水)１７時まで
◎ 年末年始は休館します。

12月29日(木)～１月３日(火)

≪ 臨時休館及び年末年始休館のお知らせ ≫

福岡地域史講座 「動物園のあゆみ・いま、これから」
入場無料 定員200名

家族連れ、遠足などで多くの人が訪れ、みなさんの思い出に残る憩いの
施設「福岡市動物園」。 これまでの７０年のあゆみ、個性豊かな動物たちの

日常や、動物園のいま、未来に思いを巡らせます。
日 時 ： １２ 月 １３ 日（火）１４：００～１５：３０ （開場 １３：３０）
会 場 ： 福岡市立中央市民センター３階ホール

申込方法 ： メール、ＦＡＸ、ハガキで受付
（記載内容） ・講座名「福岡地域史講座」

・氏名（ふりがな） ・住所 ・電話番号

宛 先 ： （ハガキ）〒810-8622 （住所記入不要）中央区生涯学習推進課
（F A X） 714－2141
（メール） 右記を読取、もしくは下記まで

csgkouza@city.fukuoka.lg.jp
主 催 ： 中央区生涯学習推進課 ＴＥＬ：718－1067

日 時 １２月９日（金）19：00～20：00

議 題 ① 令和４年度 公民館事業中間報告

② 令和５年度 公民館サークル募集について

③ その他

※ 傍聴希望の方は、公民館にお尋ねください。

公民館運営懇話会の開催

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！

○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

○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

場所：市民福祉プラザ
託児 ：あり（要申込・抽選）

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。

1/12（木） １０時～１５時

1/20（金） １０時～１５時

1/26（木） １０時～１４時３０分

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）。



令和4年12月１日発行　舞鶴自治協議会　TEL/FAX　771-6686

≪　年末年始のごみの収集について　》

 

月号12舞 鶴 自 治 協 議 会 だ よ り

3日（土）舞鶴歩こう会

5日（月）体育振興会定例会

5日（月）松寿会 会長会 理事会

6日（火）もちつき実行委員会

7日（水）サロン舞鶴

7日（水）舞鶴町内会連合会定例会

12日（月）ぴよぴよ子育て広場

14日（水）防犯パトロール（防犯組合青年部）

21日（水）舞鶴カフェ

21日（水）男女共同参画推進委員会定例会

2１日（水）民生委員定例会

2４日（土）松寿会歩こう会

舞鶴地区餅つき実行委員会

受賞おめでとうございます

宮脇 敬子様 民生委員・児童委員功労者 市長感謝状

馬場 文枝様 民生委員・児童委員功労者 市社会福祉協議会会長表彰

山口 進様 民生委員・児童委員功労者 区長表彰

長年にわたり民生委員・児童委員として地域住民への支援、児童の健全育成等に貢献した

功績により表彰されました。

≪ 年に1回の検診で早期発見・早期治療！ ≫

舞鶴健康づくり実行委員会

≪ 舞鶴地区 餅つき大会のお知らせ ≫

１２月１８日（日）舞鶴小・中学校駐車場にて、餅つき大会を開催します。

3年ぶりの開催となります。感染症予防対策を取り、行いたいと思いますので、

楽しみにしていてください。

日 時：1２月18日（日）９：００から餅つき開始

場 所：舞鶴小・中学校 駐車場

・ぜんざい、きな粉餅、だいこん餅を準備する予定です

・後日ポスター等で詳細をお知らせいたします。

感染状況によっては中止させていただく場合もあります。

学校敷地内は全面禁煙です！灰皿の設置も行いません。

≪ 令和4年度 第３回 舞鶴いきいき講座 ≫

日 時：1２月２２日（木）１３：００～１５：００

内 容：「歯の健康について」の講話

会 場：舞鶴公民館 講堂 参加費：無料

舞鶴健康づくり実行委員会

１2月の地域行事

定期的に受診することで、病気の早期発見・早期治療につながります。 

 いつまでも元気に生き活きと過ごすためにも、年に 1回は健診を受けましょう。 

・よかドック(特定健診)・がん検診の詳細については、以下それぞれのお問い合わせ先へご連絡下さい。 

・よかドックやがん検診は、かかりつけの医療機関でも受診可能です。 

・託児も行っています。詳細につきましては予約の際にお問い合わせください。 
 

 

◎健康づくりサポートセンター（あいれふ内）   (予約：TEL:751-2806 FAX:751-2572)  

健診日程(よかドック、がん検診等) 

 土日祝 昼間（受付 08:30～10:30） 平日 夜間受付 

（18:00～19:00） 

12月 3(土)  4(日) 11(日) 18(日)  ― 

1月 8(日) 14(土) 15(日) 22(日) 29(日) 10(火) 

２月 ５(日) 11(土) 12(日) 19(日) 26(日) ― 
 
 

◎中央区保健福祉センター（あいれふ内） (予約：TEL:0120-985-902  FAX:0120-931-869 

健診日程（よかドック、がん検診等）                   WEBから予約も可能です) 

 平日昼間（受付 8:30～10:30） 

12月 7(水)  19(月) 

1月 11(水) 25(水) 

２月 2(木) 15(水) 

 

こちらから、健診センターで 

の健診予約や対象の医療 

機関の検索ができます！ 

〇燃えるごみ

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（1月4日（水）～6日（金））

にまとめて出してください。

〇燃えないごみ

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。それ以外の出し日の地区は、通常どおり出してください。

【変更となる地区】

〇空きびん・ペットボトルの収集に振替がある地区

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。

〇粗大ごみ

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、早めに粗大ごみ受付センター

（☎092-731-1153）又はインターネット等で申込ください。受付上限に達した時点で年明けの収集となります。

長浜１・３丁目 那の津2～５丁目 １月１日(日)の夜 → １２月２９日(木)の夜

舞鶴１～２丁目 (１回目の日曜日)

大手門2丁目 長浜２丁目 １月２日(月)の夜 → １２月３０日(金)の夜

舞鶴３丁目 (１回目の月曜日)

港１丁目 荒津１～２丁目 １月３日(火)の夜 → １月６日(金)の夜

(１回目の火曜日)


