
          

                                     

           

           

                                                                                                

1 月 

令和 5 年 1 月１日発行 №368 

〒819-0162 福岡市西区今宿青木１３８－１ 
TEL：806-0242 FAX：806-0271 

＜1 月の行事予定＞ 
毎週木曜日『よかトレ（ラジオ体操）』 9:30～ お 願 い 利用の際は、検温の上マスク着用、手指消毒の感染対策にご協力をお願いします。水分補給には各自飲物を 

持参し、こまめな換気もお願いします。また、発熱、風邪の症状のある方の利用はご遠慮ください。なお、 

感染拡大防止のため校区および公民館事業が一部中止・延期となる場合があります。 
年始休館日 

令和 5年 1月１日（日）～3日（火） 

11 水 今宿いきいきキッズ 

12 木 今熟はつらつ大学 

14 土 わくわく今塾 

18 水 子育てサロンぴよぴよ 

19 木 
地域コミュニティ（みそ造り） 

学校施設開放連絡会 

25 水 子育てサロンぴよぴよ 

26 木 はじめてのダーツ 

27 金 全館清掃 

1月臨時休館予定日 

1月 31日（火） 
1 月 21 日正午までに利用申込が 

ない場合は臨時休館します。 

はじめてのダーツ （対象：ダーツ会員） 

「ダーツに挑戦」 

日時 1 月 26 日（木）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

※室内シューズをお持ちの方はご持参ください。

動きやすい服装で、飲物をご持参ください。

わくわく今塾 （対象：わくわく今塾会員） 

楽しい科学実験や身の回りを観察して 

「なぜ？」を探して考えてみよう‼ 

日時 1 月 14 日（土）・２月 4 日（土） 

10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 福岡大学名誉教授 山口住夫 さん 

（玄洋中学校人権標語） 

周りには 

誰かがついてる 

一人じゃない  

－裏面につづく-

地域コミュニティ （対象：一般）

「みそ造り体験」 

～日本の伝統食を見直そう～ 
日時 1 月 19 日（木）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 ＪＡ福岡市 食農福祉課 

  まめひめのみなさん 

定員 先着 20 名 （申込は公民館へ） 

持ってくる物… 

エプロン、バンダナ、ハンドタオル

※みそ代無料、４ヶ月熟成後分配

分配時にも必ず出席してください。

「楽しい親子ヨガ」 

日時 1 月 11 日（水）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 ヨガ講師 梅野 幸 さん 

定員 先着 10 組 （申込は公民館へ） 

「楽しい絵本の読み聞かせ」 

日時 2 月 1 日（水）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 あすなろ文庫のみなさん 

定員 先着 10 組 （申込は公民館へ） 

未就園の乳幼児と保護者対象 

-未就園の乳幼児と保護者のフリースペース-

日時 1 月 18 日・25 日（水）

 10:00～11:30（入退室自由） 

場所 今宿公民館講堂 

定員 先着７組 （申込は公民館へ） 

※どちらか１回の申込でお願いします。

当日空きがあれば２回目でも大丈夫です。

今熟はつらつ大学 （対象：今熟はつらつ大学会員） 

「健康講座～コロナに負けない身体づくりⅡ～」 

日時 1 月 12 日（木）10:00～11:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 健康運動指導士 安部 志津代 さん 

バスハイク 

「梅林寺外苑の梅と中冨記念くすり博物館」 

日 時 2 月 9 日（木）9:30 集合 

集 合 ＪＡ福岡市 今宿店駐車場 

参 加 費 2,500 円 

 （当日徴収します） 

申込〆切 1 月 12 日まで 

謹んで新春のお慶びを申し上げます 

 昨年は、多くの皆様のご協力のもと校区文化

祭での芸能発表・作品展示、３年ぶりに今宿い

にしえのあかりを開催することができ、盛会の

内に終える事ができました。 

公民館にも多くの方々に足を運んでいただ

き、ご利用ありがとうございました。ご利用に

際しコロナ感染対策へのご理解ご協力に感謝申

し上げます。 

 今年も引き続き感染対策を徹底し、 

公民館運営に努めてまいります。 

皆様のご支援ご協力をよろしく 

お願いいたします。 

公民館職員一同 

日曜カフェいまじゅく （対象：どなたでも） 

「梅見月コンサート♪」 
…生演奏で心癒される楽しいひとときを… 

日時 2月 5 日（日）13:30～15:00 
場所 今宿公民館講堂 
講師 脳トレ 介護ネットワーク西部 

演 奏 今宿ギター同好会 
  あすなろ（オカリナ） 

定員 先着 20名（申込は公民館へ） 

 令和５年度に公民館を新規及び継続して利用 

希望するサークル及び各団体は、公民館窓口に 

「利用申請書」を置いていますので、募集条件 

を確認の上必要事項を記入し、事務室にご提出 

ください。 

利用期間は、令和５年４月～令和６年３月まで。 

※現在活動中のサークル及び地域団体で引き続き

利用希望される場合も改めて申請が必要です。

 承認は提出された利用申請内容を全体調整し 

て３月の公民館運営懇話会で、審議の上決定し 

ます。結果は、別途ご連絡いたします。 

◇新規サークルの申請については、公民館へ

お問い合せください。

公民館サークルは、 
原則として次のような要件が必要です。 

・活動内容が公民館の利用目的にふさわしく、

会員の自主運営であること。

・会員は、おおむね５名程度は在籍し、

校区住民（６割）が主体であること。

・会費が適正であること。

・人権学習、公民館事業へ積極的に参加すること。

・講師による申請は認められません。

・営利目的ではないこと。

提出期限 期限厳守 

業者による清掃のため 
公民館の使用はできません 



        

          

                      

公民館は災害時の一時避難場所 

避難所が開設されていない時には、 

西区災害対策本部に連絡を！（TEL895-7037） 

自主避難の方はできるだけ各自食糧・毛布等は 

ご持参ください。 

駐車場は台数に限りがあります。   

 

≪健 康 講 座≫ 

人生 100 年時代、介護が必要にならないために出来ることか

ら取り組んで、健康な心身を保ちましょう！ 

自宅でも出来る運動と講話、機械による筋量測定も行います。 

日時 1 月 30 日（月）14:00～15:30 

場所 今宿公民館講堂 

講師 理学療法士 塩生 好紀 さん 

対象 今宿校区在住の方 

定員 先着 20 名（申込は公民館へ） 

※動きやすい服装でお越しください。
飲物は準備します。

今宿校区自治協議会保健福祉部会からのお知らせ 

今宿校区自治協議会環境衛生部会からのお知らせ 

1．回収日： 毎週土・日曜日

2．受付時間：9:00～17:00

3．場 所：今宿公民館北側ブルーパス入り口

リサイクルステーション

４．回収物①：新聞紙・段ボール・雑誌・本 
雑紙(チラシ・菓子箱・厚紙・パンフレット) 

※注意事項

回収物は種類ごとにビニールひも等で

固く十字に結んでください。

回収物②：使用済食用油 
※注意事項

植物系の油（のみ回収可）を

空きペットボトルに入れて持参してください。

5．当日は、受付担当の方の指示に従ってお出しください。 

★ 校区リサイクルステーションの利用について ★

★ 段ボールコンポスト講習会 ★ 

初めての方でも分かり易くご説明いたします。 
日 時 2 月 6 日（月）10:00～12:00  
場 所 今宿公民館学習室  

段ボールコンポスト代金… 

実費 700 円（初回のみ 1,000 円） 

※お申し込みは、1 月 27 日（金）までに

公民館（☎806-0242）へお願いします。

司法書士による相続・遺言・成年後見 法律相談会（予約優先） 

【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） 

料理教室 

『おひな祭りの行事食を伝えよう』 

日時 1 月 28 日（土）10:00～13:00 

場所 今宿公民館講堂 

講師 管理栄養士 恵良 なを子 さん 

会費 無料  

定員 先着 12 名  

（申込は公民館へ） 

持ってくる物… 

エプロン、バンダナ

主催：今宿校区食生活改善推進員協議会 

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２４日（火）１３：３０～１６：３０ 

【 会 場 】 今宿公民館 講堂 

【 対象者 】 西区に住民票のある方 

【事前予約期間】 １月５日～１月１９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。） 


