
　

　　　

　　

  

　　

　　

　　　 　　

　　    　　

　　

　　 　 　　

　　

　　　

　

　

  

　　

12月3日（土）午前10時～

【場所】南当仁小学校 家庭科室南側

【対象者】南当仁校区在住のかた

【参加費】無料

【持ち物】マスク・お皿・おはし・水筒

【主催】南当仁校区自治協議会青少年育成部

【問合せ】 青少年育成部部長 東口隆一

TEL 090-6401-6146

◇◇お手伝いをして頂ける方を大募集◇◇

前日（２日） １５：００～１時間程度

南当仁小学校家庭科室

当日（３日） ９：００～短時間でも構いません

お手伝い頂ける方は、

右の２次元バーコードより

お申込み下さい

『おたのしみクラブ』
身近にある松ぼっくりやどんぐりに、フエル

ト・毛糸などを使ってかわいい飾りを作りま

す。オリジナルの素敵なリースを作ってみま

せんか？

植物に詳しくなれるかも！

【日時】12月10日(土) 10:00～11：30

【場所】公民館 3階講堂

【対象】小学校4年生～6年生

【定員】20名(先着順)

【講師】森 圭美 さん（グリーンリンク）

【材料代】400円

【申込み】 電話・FAX・Eメール

マスクをつけて、水筒を持ってきてね！

◇12月の休館◇

毎月第3日曜日は利用申込がない場合は

休館します。この日に利用を希望される場

合は第１日曜日までに申請をしてください。

※12月11日（日）は

全館清掃のため終日使用できません。

◇年末・年始休館◇

12月29日（木）～令和5年1月3日（火）

〒810-0054

福岡市中央区今川2ｰ8ｰ29
TEL 741-9053   FAX 741-9162
Eﾒｰﾙ

minamitoujin60@jcom.home.ne.jp
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こうじゅ大学
人生の最後まで自分らしく・よりよく生きる

ための準備として、「終活」をはじめてみま

せんか？

◇「終活」のいろは

◇エンディングノートの書き方 など

【日時】12月20日(火) 10:00～11:30

【場所】公民館 3階講堂

【対象】校区にお住いの高齢者

【定員】20名(先着順）

【申込み】 電話・FAX・Eメール

備えて安心！終活出前講座木の実で

クリスマス飾りを作ろう

令和4年度第2回 公民館運営懇話会

日時 12月19日（月）13：30～14：30

場所 公民館3階 講堂

※傍聴希望の方は会議開催の１５分前ま

でに職員に申し出て、職員の指示に従っ

てください。

令和5年4月1日から1年間、南当仁公民館の

サークルとして活動を希望するグループの定

期利用申請を受け付けます。

受付期間 令和4年12月1日（木）

～令和4年12月28日（水）

以下の応募要件によりお申込みください。

1、10人以上の地域住民主体のグルー

プが望ましい。（講師、指導者からの申

請はできません。）

2、営利を目的としない。

3、活動の成果を地域に還元できる。

4、週１日、月３回以内とします。

申請書は公民館の窓口でお渡しします。

詳しくは公民館へお問合わせください。

令和５年度

公民館サークルの募集

寄せ植え講座

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４年１２月２４日（土）１３時３０分～１６時３０分

【 会 場 】 南当仁公民館 ３階講堂

【 対象者 】 中央区に住民票のある方

【事前予約期間】 １２月７日～１２月２１日 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。）

イラスト著作権 がくげい

人権週間の案内

1948年12月10日、国連において「世界人権宣言」が採択され日本でも1949年から、毎年

12月10日を最終日とする1週間を「人権週間」と定め、人権啓発活動を展開しています。

公民館では、南当仁校区の中学一年生の描いたポスターを期間中展示します。

クリスマスからお正月を彩るかわいい寄せ

植え。お手入れ方法もきっちり学んで、春ま

でずっと楽しんでいきましょう。

【日時】 12月6日（火） 13:30～15：00

【場所】 公民館 1階 児童等集会室

【対象】 校区にお住まいの方 14人（先着）

【講師】 福岡市緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

吉松 晃子さん

【材料代】2000円（容器代込み）

【申込み】電話,FAX,Eﾒｰﾙ

※エプロン、手拭きタオル持参 マスク着用

※花苗の仕入れ状況によって材料代が

若干増減する場合があります。

ガーデンシクラメン、葉ボタン、ビオラなどを

使います

であい・ふれあい・まなびあい

申込み不要
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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

■年末年始のごみの収集について

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、空きびん・ペットボトル

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（電話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。

40歳過ぎたら，年に1度は健診受診を習慣に

「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）」受けようと思ったら

福岡市けんしんナビ

カムカム！ボランティア！

不登校や発達障害について、肩の力を

抜いておしゃべりしませんか？

12月21日（水） 10:00～12：00
【場 所】 公民館 予約不要

【問合せ】 コモダ090-7152-9406
ご家族、本人 誰でもOK

子育てサロン・プチサンパーク
１日（木）、15日(木)、22日(木)

たくさんのおもちゃで遊ぼう♪

【場 所】 公民館 ３階講堂

健康で長生きウォーキング！
12月21日(水）10:30～

南当仁公民館前(西町公園）
大濠公園～舞鶴公園まで

ストレッチをしてウォーキングです。

飲み物をご持参ください。

校区衛生連合会

サンさんサロン
12月22日(木）13:30～

相撲甚句を聞きながら年忘れ会

【場 所】 地行住宅集会所

【参加費】 100円

さんさん会（741-9514）

まるカフェ

12月27日(火) 13:30～

まるカフェ体操でスタートです！
 ペットボトルカーリング大会

 みんなで一緒に南当仁音頭を踊ります。

 包括支援センターからのお話し。

認知症などの相談もできます。

お仲間をお誘いして、お越し下さい。

【対 象】 校区にお住いの高齢者

【場 所】 公民館 3階講堂

【参加費】 50円
ｵﾚﾝｼﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

◆ ◆ 校 区 情 報 ◆ ◆

地域の皆様のサロンです

コロナ対策をしてお待ちしています

南当仁公民館だより 12月号
今後の新型コロナウイルス感染症の状況に

よっては、掲載している行事が延期や中止にな

る場合がありますので、事前にお問合せ下さい。

実施するときは、十分な感染対策をとって行い

ます。発熱や体調不良の時は参加をお取り止

めください。ご協力をお願いいたします。

博多のお正月料理に挑戦で～す‼

12月24日(土）10:00～
【場 所】 公民館 3階学習室

【材料代】 500円

【申込み】 22日（木）までに公民館へ

校区食生活改善推進協議会

みんなで気軽に健康づくり

お会いしまっしょ会
12月8日(木) 13：30～

静かなる「クリスマス会」

心に響くオカリナ演奏の調べにうっとり…

喧噪よりはなれ…愉しい優雅な”ひととき”を

過ごしましょう。

どなたでもお気軽にお越しください。

☆LaLaLaオカリナにる演奏会

☆南当仁校区よもやまクイズ

☆クリスマスプレゼント抽選会

【場 所】 公民館 ３階講堂

【参加費】 ５０円

主催 校区社会福祉協議会
共催 民生委員児童委員協議会

〒810-0054
福岡市中央区今川 2‐8‐29
TEL 741-9053 FAX 741-9162
Eﾒｰﾙ minamitoujin60@jcom.home.ne.jp

南当仁小 昼間校庭開放指導員募集

子どもたちが校庭でのびのびと遊ぶ機会を応援し、見守っ

ていただける地域の皆さまを募集します

【活動日】 土日祝日及び長期休業日の13時～17時

【活動謝礼】 13時～17時の活動に対して3600円を

基本とします

【問合せ】 TEL 090ｰ7923ｰ9287

（担当 南当仁小わいわいくらぶ責任者 田中）

もうすぐ７０周年

さんさん会
12月10日(土) 8:30～

大谷歯科前集合

街路清掃に

ご協力ください。

お掃除を手伝って頂ける方、大歓迎。

公民館 12月31日（土）、1月1日（日）休み

埴安神社 1月1日（日）休み

伝照寺 12月30日（金）、12月31日（土）休み

（1月6日（金）～7日（土）収集あり）

年末年始のリサイクル

年末・年始の家庭ごみ

特定健診・がん検診の

情報が見れるよ

サークルメンバー募集のお知らせ

民謡教室
【活動日】第１、２、３ 週の金曜日

【時 間】 13：00～15：00

【場 所】 公民館
三味線の伴奏で全国の民謡を唄ってみませんか？

であい・ふれあい・まなびあい

西町公園の草取り作業の

参加者募集

【日時】12月10日(土) 9:30～10：30

【集合場所】 西町公園

※道具、軍手は用意します。

【問合せ】 南当仁校区自治協議会

092-210-5920

西町公園管理委員会


