
　

　　　

　　　　

　　

  

　　

　　

　　　 　　

　　    　　

　　

　　 　 　　

　　

　　　

　

　

  

　　日時 令和5年1月29日（日）10時～16時（予定）

会場 南当仁公民館・西町公園

【ステージ発表】公民館サークル 他

【作品展示】公民館サークル 他

『おたのしみクラブ』
「厄をはじく」縁起物として喜ばれている

博多おはじき。

博多人形の伝統工芸士としてご活躍されて

る、梶原正二さんに教えていただきます。

伝統工芸を体験してみませんか？

☆妖怪おはじきを３個作ります。

【日時】 １月14日(土) 10:00～11：30

【場所】 公民館 3階講堂

【対象】 小学校3年生～5年生

【定員】 20名(先着順)

【講師】 梶原 正二 氏

博多人形師・博多マイスター

【材料代】 500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！

◇年末・年始休館◇

12月29日（木）～1月3日（火）

◇1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１月４日までに申請をしてください。

〒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

健康で充実した生活をおくるために、お口

の健康づくりをしましょう。

【日時】 1月17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）

【講師】 歯科衛生士 谷口ゆかり先生

健康運動指導士 土井雅子先生

【申込み】 電話・FAX・Eメール

お口の健康講話・体操伝統工芸を学ぼう

博多おはじきの絵付け体験

であい・ふれあい・まなびあい

公民館は、地域のみなさんが気軽に立ち寄れる
生涯学習の場、コミュニティ活動の場です

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、２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５年１月３1日（火）１３時３０分～１６時３０分

【 会 場 】 南当仁公民館 講堂

【 対象者 】 中央区に住民票のある方

【事前予約期間】 １月１２日～１月２６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】

【 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。）

（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）

た

TNC「ももち浜ストア」のコメンテーター。

中山淳子さんから子育ての魔法を伝授しても

らいましょう！

【日時】 1月16日(月) 10:30～11:30

【場所】 公民館 3階講堂

【対象】 未就学児の親子

【定員】 １５組 (先着順）

【講師】 中山 淳子 さん

（ママの輝く明日を応援するDomani代表）

【申込み】 電話・FAX・Eメール

共催 子育てサークル ひよこ組

楽しくなる子育てのお話し

謹んで新春のお慶びを申し上げます

旧年中はwithコロナの中、皆様方のご理解・ご協力を頂きながら

公民館を運営することができ誠にありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

令和五年 元旦

南当仁公民館 館長 前山義行

職員一同

西町公園
こどもお楽しみフェスタ

【主催】中村学園大学キャリア開発学科

☆竹ﾊﾟﾝ(１回100円)、ホットドリンク（1杯100円）

大縄跳び、コマ回し、ダンボール基地づくり 他
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コンビニ交付サービスの手数料が

今なら全て

マイナンバーカード(4桁の暗証番号)があれば、

お近くのコンビニのマルチコピー機で、住民票、

印鑑証明書、本籍が市内分の戸籍全部(個人)

事項証明書、戸籍の附票を取ることができます。

令和５年３月31日（金）まで、期間限定で

手数料がすべて「100円」！

ぜひご利用ください。

詳しくは、市ホームページ

「福岡市 コンビニ交付」で確認するか、

区市民課へお問い合わせください。

中央区市民課 ７１８－１０２２

期間限定(令和5年3月31日迄）

子育てサロン・プチサンパーク
５日（木）、１９日(木)

２６日（木）は、お楽しみ新年会

・栄養士による講話と相談会

・保健師による赤ちゃんの身長・

体重測定、育児相談等があります。

【場 所】 公民館 ３階講堂

健康で長生きウォーキング！
1月はお休みです。

校区衛生連合会

サンさんサロン
1月26日(木）13:30～

新年の祝いを三味線の演奏で楽しみましょう

【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

1月24日(火) 13:30～

まるカフェ体操でスタートです！

今月は、ダーツを楽しむ会です。

体を動かして、得点の暗算も競いましょう。

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 1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。

管理栄養士 出嶋洋子先生による

バランスの良い食事！！

1月28日(土）10:00～
【場 所】 公民館 3階学習室

【材料代】 400円

【申込み】 26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
１月18日(水) 13：30～

（※通常とは日程が変更されてます。）

「笑う門には福来る」

年のはじめに幸運を呼びましょう。いつも楽し

そうにしている家には、おのずと幸せがやって

来ます。講座を聞き大いに笑いましょう。

【講 師】 当仁校区自治協議会会長

高橋 績 氏

【場 所】 公民館 ３階講堂

【参加費】 ５０円

主催 南当仁校区社会福祉協議会
共催 南当仁校区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

であい・ふれあい・まなびあい

フィットネス ラテ（健康空手）
ジュニア＆シニアが集う初心者の為の体験会

1月18日(水)、20日(金）17:00～19:30

参加無料 ジュニア・女性＆シニア・保護者

お問合せ 福岡創健ｸﾗﾌﾞ 715-2214

小さいお知らせ 会場は公民館

にこにこ会
花植え・清掃・草取り

1月14日（土）10:00～11：30

（奇数月の第二土曜日）

【集合場所】 西町公園

お気軽にご参加ください。

どんど焼き
令和5年1月9日（月）祝日※小雨決行

【時間】10時～12時 【場所】鳥飼八幡宮

【お願い】 しめ飾りは、針金・紙類・生もの等を外してお持ちください。

前日午後より、鳥飼八幡宮は車両通行不可となります。

【主催】 南当仁校区自治協議会

【問合せ】 自治協議会事務局 （10:00～15:00） 12/28～1/5（お休みです）

TEL/FAX  092-210-5920 Eﾒｰﾙ toujin01@jcom.home.ne.jp

イラスト著作権 がくげい

サークルメンバー募集のお知らせ

尺八サークル
初心者も歓迎いたします。童謡・歌謡曲・民謡等

音楽を通して一緒に楽しみませんか？

【活動日】 第１、２、４ 週の水曜日

【時 間】 10：00～12：00

【場 所】 公民館 １階 児童等集会室

【会 費】 100円/月（譜面のコピー代）

【問合せ】 公民館

コロナ禍の運動アイデア
〇よかトレ動画を利用する。

【よかトレについての問い合わせ先】

中央区保健福祉センター地域保健福祉課

TEL:092-718-1111

FAX：092-734-1690

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？

1月18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

ボランティアにご協力ください。


