
2023年 １月 今津公民館だより
福岡市西区今津2131-3

電 話 ８０６－２０２１
FAX ８０７－２５５０

imazu32@jcom.zaq.ne.jp

❄ かえていこう ワタシのココロとキミのココロ ☃ （第15回「いじめ防止標語コンテスト」入賞作品より）❅

フレッシュアップ教室

子育てサロンひよっこ

顔ヨガでリフトアップ♪
～マスクの下から美しく～

♪日時 １月11日(水)10:00
♪場所 今津公民館 講堂
♪講師 はり灸院・整骨院 Re.庵

院長 東 りか さん
♪申込締切 １月9日(月)
※マスク生活も長くなってきました。しっか

り顔を動かして、「マスクをはずしても美
しい顔」を保ちましょう！はじめての方も
大歓迎です。

フリーマーケット開催

日時 2月4日(土) 13:00～
場所 今津公民館 講堂
出店申込締切 1月28日(土) 
※コロナの状況によっては急に中止になる場合が

ありますのでご了承ください。
※出店希望の方は準備をお願いします。

子どものもの、大人のもの、雑貨、洋服など
なんでもOK♬出店できる方ご応募お待ちし
ています！

※当日はどなたでもご参加ください。

旧年中は公民館活動にご協力いた
だき、ありがとうございました。
ようやく事業が再開できるように

なり、みなさまとお話しする機会が
いかに大切なものだったかを再確認
した一年間でした。
今年はうさぎ年。うさぎのように

穏やかに過ごせる1年間になることを
祈りつつ…
今年もよろしくお願いいたします。
２０２３年 元旦

福岡市今津公民館
職員一同
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今津イノシシ情報
１1月２１日～１2月２０日の間に

32 頭捕獲

1月30日(月)に利用申込が
ないときは臨時休館します

この日に利用を希望される場合は，
1月20日(金)正午までにご連絡を
お願いいたします。

年末･年始 公民館休館のお知らせ
１２月２8日(水)～１月３日(火)

気軽にお立ち
寄りください

明けましておめでとうございます

野鳥観察会

♪日時 1月14日(土)13:00

♪場所 今津校区内を歩いて観察します

♪講師 ㈱地域環境計画 衣笠 淳さん

♪対象 どなたでも

♪持ってくるもの お茶

♪申込 先着30名

♪申込方法 電話・メール(上記)

♪集合場所 お申し込み時にお伝えします

※3㎞ほど歩きます。歩ける格好で参加して
ください。防寒対策もお願いします！

※双眼鏡は準備しますが、お持ちの方は持参
してください。

※小学校低学年以下のお子様は保護者同伴で
お願いします。

※雨天時は、公民館内で活動します。

人権セミナー

♫ギター弾き語り コンサー ト♫
♪日時 １月21日(土)10:30
♪場所 今津公民館 講堂
♪講師 Vocal unit foo
♪申込 先着25名
♪申込方法 電話・メール（上記）

※ギターの弾き語りを聴きながら人権について
考えます。コロナ禍でもあり、人数制限をし
ての開催となりますのでご了承ください。

親子あそび
♪日時 １月19日(木)10:00
♪場所 今津公民館 講堂
♪申込 先着10組

※保健師さん・保育士さんがみえます。
※事故予防のお話と、親子あそびがありま

す。対象のご家庭には保健所から案内は
がきが来ますので公民館にお申し込みく
ださい。先着10組です。

過
去
最
多
！

にっこりいちご文庫

4 水

11 水 10:00 フレッシュアップ教室（東 りかさん） 公民館

14 土 13:00 野鳥観察会 校区内

17 火 13:30 マイナンバーカード申請出張サポート 公民館

19 木 10:00 ひよっこサロン（親子あそび） 公民館

21 土 10:30 人権セミナー（弾き語りコンサート） 公民館

30 月

4 土 13:00 フリーマーケット 公民館

8 水 10:00 フレッシュアップ教室（安部 志津代さん） 公民館

13 月 午後 福祉配食 公民館

16 木 10:00 ひよっこサロン 公民館

18 土 13:30 男女共講演会　江戸しぐさ（中嶋貴子さん） 公民館

2月

臨時休館日

仕事始め

1月

開設日
14日・28日(土) 10時〜12時半

19日(木)     11時半〜13時半

今月は、総合図書館の本が
入れ代わります。お楽しみに！



紙リサイクルステーション1月7日（土）から利用できます。

♪和裁・洋裁サークル 会員募集♪

毎月 和裁 第1・2・3木 13:30～16:30
洋裁 第4・5木 10:00～16:00

たんすに眠っている着物を楽しみながらリメ
イクしませんか。

和裁であれば子どもさんやお孫さんの着
物・二部式の着物・作務衣などに。洋裁であ
れば洋服・バッグ・小物などに。
和裁か洋裁か、どちらかだけでも大丈夫です。
お気軽に見学においでください♪

※会員募集したいサークルは
公民館まで。

 × × × × × × 

ケーキの箱    アルミ加工    とめがねつき 

  

紙リサイクルステーション                                

場所：今津公民館駐車場  日時：毎週土曜日・日曜日 9時～１７時                  

「段ボール」「新聞紙」「牛乳パック」「雑がみ（その他の紙）」に分け、それぞれひもで十字にしばってお出し下さい。 

小さいサイズの雑がみは紙袋に入れて集め、紙袋ごと十字にしばってください。 

※ピザ・ケーキの箱、金・銀のついた紙など、リサイクルできない紙は、「燃えるゴミ」です 

 

 

リサイクルボックスの

鍵の開閉は、今津小

PTAが行っています 

 

紙リサイクルステーション                                 

場所：今津公民館駐車場  日時：毎週土曜日・日曜日 9 時～１７時                    

 

【日 時】 2月10日（金） 午前10時～午後1時

【場 所】 西部出張所（福岡市西区西都二丁目1－1）

【内 容】 司法書士による無料法律相談会を開催します（相談時間30分）。相続や遺言、成年

後見（認知症の方のお金の管理や老人ホーム入居などの契約）でお悩みの方はお

気軽にご相談ください。当日受付も可能ですが、予約優先のためご希望に沿えな

いことがあります。ご相談をお考えの方はお早めにご予約ください。なお、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大状況によってはご予約者のみを対象とした電話相談

となる可能性がありますのでご了承ください。当日ご来場の際にはマスクの着用

をお願いいたします。

【費 用】 無料

【ご予約】 福岡県司法書士会福岡西総合相談センター

電話 ０９２－８５２－７１５０

（受付時間 平日１０時～１６時 前日11時30分迄受付）

司法書士による相続・遺言・成年後見 法律相談会（予約優先）

～今津福祉村より～
御芳志御礼

浜崎 白橋恒久様（故ご尊父 悟郎様）

大原 池 弘子様（故ご主人 建次様）

ご逝去にあたり、香典返しとしてご寄付をい
ただきました。故人のご遺志に添い社会福祉
のため有意義に使用させていただきます。

謹んでご冥福をお祈りいたしますとともに、
厚く御礼申し上げます。

 

 

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 17 日（火）13:30～16:30 

【 会 場 】 今津公民館 講堂 

【 対象者 】 西区に住民票のある方 

【事前予約期間】 12月 28日～1月 12日 9:00～18:00 

         （１２月２９日から１月３日を除く） 

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。） 

『爆弾』 呉勝浩 講談社

『われら闇より天を見る』 クリス・ウィタカー 早川書房

『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』 川内有緒 集英社

『掬えば手には』 瀬尾まいこ 講談社

『人類の物語 ヒトはこうして地球の支配者になった』
ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社

『へんな生きものへんな生きざま』 早川いくを エクスナレッジ

今津公民館の本は、どなたでも借りられます。（2週間、5冊まで）
新しい本は読みたい方が多いので、必ず2週間以内に返却をお願いします。

借り方や本の戻し方がわからない方は、お気軽に職員にお尋ねくださいね。


