
新年明けましておめでとうございます。
今年も公民館を気持ちよく、ご利用頂けるよう職員一同力を合わせて頑張ります、サークル、自治会活動、福祉活動、地域活動、会
議、講演、集会等有効活用して下さい。
校区では橋本駅前土地区画整理事業、地下鉄七隈線博多駅延伸事業等更なる発展が進む新年となります、一方でまだまだコロナ
禍で厳しい状況に変わりはないのですが、公民館事業についても工夫を凝らして、地域住民の皆様が集い、学び、楽しんで頂ける場として
いきますので、是非お気軽に公民館へ足をお運びください。

２０２３年 元旦 館長 本庄敏雄

②健康講座～体を温めて、免疫力UP～
日時：１月２７日（金）１０：００～１1：3０

内容：簡単なストレッチやセルフマッサージで
体を温めて免疫力を上げていきます。

講師：長谷部 千恵 さん

定員：２０名（先着順）
持ってくる物：タオル・上靴・飲み物

運動ができる服装でお越しください。
申込み：１月４日より受け付けます。公民館に連絡下さい。

（衛生連合会・社会福祉協議会・シニアクラブ 共催）
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裏面も
ご覧下さい

【臨時休館日のお知らせ】
年末年始休館１２月２９日（木）～１月３日（火）までとなります。
１月の臨時休館日は、 ２９日（日）です。利用申請がない場合、休館し
ます。ご利用の方は１０日前迄に申請ください。

その他の １月の予定 ※予定が変更になる場合があります。

6 金 衛生連合会 青少年育成会（中）

７ 土 自治協新春定例連絡会

９ 月・祝 社協事務局会

１１ 水 人尊協役員会 壱岐・野方商店連合会 体育振興会役員会

１３ 金 ふれあいネットワーク交流会 青少年育成会（子）

１４ 土 シニアクラブ

１６ 月 校庭開放委員会調整会議

１８ 水 体育委員会

１９ 木 のるーと連絡会議 橋本NTサロン

２１ 土 男女共同参画定例会

２３ 月 文化振興会役員会 ふら～っとカフェ実行委員会

２５ 水 ふれあいサロン研修会

２７ 金 青少年育成会役員会

２８ 土 橋本NT定例会

３０ 月 文化振興会定例会

【LINE】

人 尊 協 コ ラ ム

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

①スマホ講座
日時：⑴１月12日（木）１３：３０～１５：３０

⑵１月26日（木）１３：３０～１５：３０
講師：ドコモショップ 橋本西店 内山 啓佑 さん

定員：各１２名（先着順）
対象：どなたでも
持ってくるもの：お持ちのスマートフォン
申込み：１月4日より受け付けます。公民館へ連絡下さい。

☆スポサポ 地域体育振興事業

スポーツ教室～ニュースポーツを楽しもう！～
日時：１月28日（土） 10：00～１2：００
内容：ボッチャ・ラダーゲッター・モルックなど5種目のニュー

スポーツを体験します。家族やお友達と一緒に楽しん
でみませんか？

講師：東山 賢亮 さん スポーツ推進委員のみなさん
場所：壱岐南小学校 体育館
対象：子ども～大人まで どなたでも
定員：５０名（先着順）
持ってくるもの：上靴・タオル・水筒

運動ができる服装でお越しください。
申込み：１月４日より受け付けます。公民館へ連絡下さい。

（体育振興会 共催）
☆エコクラブ 環境問題学習講座

味噌づくり
日程：２月９日（木） 10：30～12：00
講師：JA福岡 まめひめのみなさん
定員：２０名（先着順）
持ってくるもの：エプロン・三角巾
申込み：１月４日より受け付けます。

公民館へ連絡下さい。 （生活環境委員会 共催）

謹賀新年 本年もよろしくお願い致します。 公民館職員一同

なぜ「戦争」をやめられないのか

一文字で世相を表す「今年の漢字」で、２０２２年は
「戦」が選ばれました。２月２４日にロシアがウクライナ
に侵攻してから毎日のように報道される戦争の状況に、つ
らく悲しい思いをしています。
なぜ「戦争」をやめられないのでしょう。戦争はどこ

で生まれどうしたら止められるのでしょう。民族や宗教、
思想などの違いがあっても、同じ地球号に乗っている仲間
だ、という考えはないのでしょうか。
戦争は飢餓と貧困、憎しみ、差別しか生まないことを、
78年前に知った私たちに、何かできることはないのでしょ
うか。

（いきみなみ人権尊重推進協議会）

作ったみそは
持ち帰ります。

会場記載のないものは、いずれも公民館で行います！

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

にぎにぎ体操 （簡単でゆるやかな体操）
毎週月曜日 １４：００～（１６日から始まります）

タオル・上靴・
飲み物を忘
れずに！

公民館では新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行ってい
きます。感染予防対策として、マスク着用・消毒・換気をお願いし、
３密を避けてご利用下さい。記載しています事業につきましては、
中止または延期になる場合がありますので公民館へお問い合わ
せ下さい。(変更の場合は公式LINEでお知らせします）皆様のご協
力をよろしくお願い致します。

http://#
http://#


スマスマさろん

日 時：1月 13日(金)・20日（金）
10：30～12：30

対 象：０歳～就学前の子供と保護者・妊娠されている方
定 員：5組（先着順・事前予約制）
持ってくる物：水筒(大人の方も）・タオル・スリッパ
申込み：公民館まで連絡下さい。

※飲食はできません。
※大人の方はマスク着用お願い致します。
※アルコール消毒を行いますが、小さなお子様やアレル
ギーのある方は、石鹸での手洗いを行って入室してい
ただきます。

※新型コロナウイルス感染状況により、中止または延期
となる場合があります。

【資源物の回収】 毎週 土・日曜日 ９：００～１７：００
【１２月３１日（土）・１月１日（日・祝）はお休みです。

７日（土）から始まります】
回収場所

・壱岐団地南集会所内 紙リサイクルステーション
回収物

・新聞紙 ・チラシ広告 ・アルミ缶
・一升瓶 ・ビール瓶 ・段ボール ・雑紙
・その他紙類 （雑誌 空き箱 紙袋 など）
☆壱岐南校区リサイクルステーション運営委員会☆

いろいろな出来事について、気軽にお話してみませ
んか？相談もお受けします。都合のいい時間にお越し
ください。

日 時：1月14日（土） 10：00～12：00
会 場：壱岐南公民館 学習室

西区役所で人権啓発担当するスタッフが皆様の話し相
手になります。

人権ひろば「ともしび」に来てみませんか？

≪人権研修のお知らせ≫

日 時：１月２１日（土） １４：００～１５：３０

場 所：壱岐南公民館 講堂・学習室

内 容：『思いやりで社会を変える～飲酒運転撲滅への願い～』

講 師：NPO法人 はぁとスペース 山本美也子さん

定 員：６０名（先着順・定員になり次第締め切ります。）

申込み：公民館までお申し込みください。

（共催：人尊協・男女共同参画推進会議）

●申告が必要な人
令和５年１月１日現在市内に住所があり、前年中に
所得があった人

●申告が不要な人
①税務署へ所得税の確定申告書を提出する人
②所得が給与だけで、勤務先から給与支払報告書が
市に提出されている人

③公的年金のみの受給者で、医療費、生命保険料など
の控除がない人

●申告に必要なもの
①本人確認書類（免許証、保険証など）
②マイナンバーカードまたは通知カード
③給与・年金の源泉徴収票などの所得が分かる資料
④医療費の明細書や保険料の控除証明書などの各種
控除証明書類

【問い合わせ先】
区課税課  895－7017 Ｆ 883－8565

令和５年度 市県民税申告について
混雑緩和のため、郵送提出をお願いします。

持参提出の場合は以下で受付します。
※例年と申告場所が違うためご注意ください。

場所 受付日時

西部出張所
２階201・202
会議室

２月１日(水)～７日(火)
（土・日曜は除く）

午前１０時～午後４時

西区役所
課税課

２階２４番窓口

２月１６日(木)～３月１５日(水)  
（土・日曜・祝休日は除く）
午前９時～午後５時

【金曜ウォーク】 １月 ６・１３・２０・２７日
１０時～ １時間程度

飲み物をご持参のうえ、動きやすい服装でお越し下さい。
校区周辺をマスク着用で行います。 （衛生連合会）

《校庭開放委員会 調整会議のお知らせ》

日 時：１月１６日（月） １９：３０～
場 所：壱岐南公民館 講堂・学習室

※令和５年度の申請になりますので、代表者の方は
必ずご参加下さい。
（新代表者の方の参加でも構いません。）

不審電話にご注意ください!!

市職員や警察官、金融機関職員になりすました不審
電話が増加しています。

「保険料の過払い金を還付する」などと偽って、次の
ように誘導する事案が発生していますので、十分に注
意してください。

○手続きに必要なので、金融機関の口座番号、

暗証番号を教えてください。

○あとで金融機関の職員から電話があるので、

指示に従ってください。

○近くのATMに行ってください。

・電話でお金はすべて詐欺！
・一人で判断せず、家族や警察に相談

福岡市役所市民局防犯・交通安全課
福岡県警察本部生活安全総務課

高齢化社会のリアルな問題を、ありのままに映し出
した感動のドキュメンタリーです。皆さんも一緒に見
て、介護について考えてみませんか？

日 時：２月５日（日）13：00～15：00
場 所：壱岐南公民館 講堂・学習室
定 員：70名（先着順・1/20締め切り）
申込み：公民館までお申込み下さい。

（主催 自治協議会）

「ぼけますからよろしくお願いします。
～おかえり お母さん～」 上映会


