
 
 

 

 
 

 

 

 

 
  

令和５年 １月予定 

１ 日 休館日（～１月３日） 

５ 木 おひさまサロン 

７ 土 自治協議会 運営委員会(１９時～) 

８ 日 どんど焼き（雨天の場合は９日） 

11 水 読み聞かせ「絵本の会」 

12 木 校庭開放調整会議（１９時～） 

13 金 ぷらっとカフェ 

16 月 ひまわり会 

17 火 人権尊重推進協議会 定例会 

18 水 にこにこ広場 

20 金 おとな講座①「筋トレ１回目」 

24 火 絵本の読み聞かせ おとな版 

25 水 
シルバー石丸大学 

行政相談（１４時～１６時） 

27 金 
おとな講座②「そば打ち実演会」 

おとな講座①「筋トレ２回目」 

28 土 子ども講座 

29 日 臨時休館日 
 
※今月の月１回の臨時休館日は１月２９日（日）の予定
です。１月１９日（木）１７時までに利用申込みがな
い場合は臨時休館致します。 

～石丸公民館～ 
 
〒819-0025 福岡市西区石丸 2-5-10 
電話：881-4983 Fax：881-4986 
✉ ishimaru108@jcom.home.ne.jp 

 

 

 

石丸公民館 LINE 公式アカウント  
公民館だよりなど公民館の情報を 
配信しています。右記二次元コード 
よりご登録ください。 

石丸子ども講座 
「バルーンアートで遊ぼう！」 

１月 ２８日（土）  
時 間：１０時～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：原田 弘美 さん（遊びの達人） 
定 員：２０名程度 
参加費：無料 
持ち物：飲み物 
 
※風船でいろいろな形を作ってみよう！ 

 
申込みは１月４日（水）から 

 
 次回は２月２５日（土）ｸﾗﾌﾄ小物入れ作り  

シルバー石丸大学「ウォーキング講座」 
１月２５日（水）  

時 間：１０時３０分～１２時 

場 所：公民館 講堂 

講 師：佐藤 美香代 さん 

(日本姿勢改善ｳｫｰｷﾝｸﾞ協会 インストラクター) 

内 容：筋力低下による歩き方の見直し 

対 象：シルバー大学生 

持ち物：室内用運動靴  
 ※歩く姿勢を見直して、転びにくい歩き方を

身につけましょう！ 
 

 次回は２月２４日（金）健康づくり教室③  

読み聞かせ 「絵本の会」 
１月１１日（水）  

時 間：１１時～１２時 

場 所：公民館 講堂 

講 師：和才 尚美 さん（地域指導者） 

対 象：未就園児と保護者  
※読み聞かせの後は、ママやパパ達の交流の
場となっています。お気軽にどうぞ！ 

 
 次回は２月８日（水） 

おひさまサロン 
１月５日（木）  

時 間：１０時３０分～１１時４５分 

場 所：公民館 講堂 

対 象：未就学児と保護者 
 
 ※フリースペースとなっておりますので、 
  時間内であれば自由に出入りできます。 
 
主催：おひさまサロン   次回は２月２日(木)  

絵本の読み聞かせ おとな版 
１月２４日（火）  

時 間：１０時３０分～１１時３０分 
場 所：公民館 児童等集会室 
講 師：篠原 富美子 さん（ぶぅぶぅ文庫） 
内 容：「あらしのよるに」 
   「ふぶきのあした」 ほか 
対 象：どなたでも  
※嵐の夜に出会ったオオカミのガブとヤギの
メイ。「食うもの」と「食われるもの」とい
う関係を超えた友情の行方やいかに…？ 

 
 次回は２月２８日（火） 

～石丸公民館～ 
 
〒819-0025 福岡市西区石丸 2-5-10 
電話：881-4983 Fax：881-4986 
✉ ishimaru108@jcom.home.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

おとな講座 ①「筋トレ講座」 
１月２０日（金）・２７日（金）・ 
２月３日（金）  

時 間：１９時～２０時３０分 
場 所：公民館 講堂 
講 師：福岡西体育館インストラクター 
内 容：ミニ体力測定と運動教室 
対 象：どなたでも 
定 員：１５名程度 
参加費：無料 
持ち物：タオル・飲み物  
※１回目と３回目に同じ体力測定をします。
基礎体力や柔軟性の向上などを目的とし
たトレーニングを行います。 

 
申込みは各日の前日までに公民館へ 

にこにこ広場 「乳幼児歯科」 
１月１８日（水）  

時 間：１０時３０分～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：保健福祉センター 丸山 典子 さん 
対 象：未就園児と保護者  
※歯科衛生士さんによる、乳幼児のお口の 
手入れについてのお話などがあります。 

 
 次回は２月１５日（水） 

おとな講座 ②「そば打ち実演講演会」 
１月２７日（金）  

時 間：１０時～１２時 
場 所：公民館 講堂・学習室 
講 師：井 誠輔 さん（出前蕎麦打 不知道） 

対 象：どなたでも 
定 員：１５名程度 
参加費：１,５００円（試食・持ち帰り含）  
※コロナのため、講師のそば打ちを座学で 
学ぶ「実演会」です。 

 
申込みは１月４日（水）から 

 
 次回は２月７日（火）クラフトかご作り  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

今年も石丸公民館を 

よろしくお願いします！ 
 

みなさまにとって 素敵な一年に 

なりますように・・・。 
 

石丸公民館 館長 山田 美千代 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ノルディックウォーキング同好会 

 
毎月第２水曜日に行っております、ノルディックウォー 

キングですが、１月～３月は中止します。 
 

福岡市スポーツ推進委員：吉野 澄子 

ど ん ど 焼 き 
 

  お正月のしめ飾りを焼く火にあたると身が 

清められ、この一年の無病息災がかなえられる 

と伝えられています。 

コロナ禍の中ではありますが、年の初めに、 

健康と幸せと疫病退散を願う行事に、ご参加 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜注意＞ 

・注連縄についているダイダイは、はずしてください。 

・燃やすものは、注連縄やお札等に限ります。 

・コロナ感染予防のため、マスク着用をお願いします。 

（当日、発熱の方や体調が悪い方は、ご遠慮ください） 
 

※お問い合わせは下記にお願いします。 
           肥塚 TEL ８８２-６７１３ 

 

 
・日  時：１月１３日（金） 

       １４時３０分～１５時３０分 

・場  所：公民館 講堂とロビー 

・定  員：１５名程度 

・茶菓子代：１００円（持ち帰り用） 
 
☆今月のテーマ「謹賀新年！レクｄｅ初笑い！」  
※新年最初のぷらっとカフェは初笑いです。 
 レクリエーションを通して、お正月をテーマにした初笑い 
を楽しみましょう 

 

～ぷらっとマルシェ～ 
・時 間：１３時３０分～１４時３０分 

・場 所：公民館 学習室  
※障がい者福祉サービス事業所「みどりのその」さんの、 
手作り菓子・野菜・雑貨などを販売します。  

主催：石丸校区自治協議会 

「ぷらっと カフェ いしまる」 

「プラスチック製品回収モデル事業」にご協力ください 

■ 回収するプラスチック
・プラスチックのみでできているもの 

・一辺の長さが 50 ㎝未満のもの 

■ 回収できないもの 

・食品の容器やシャンプーボトルなどの 
プラスチック製の容器包装 

・金属やゴム、電池などが含まれているもの 

令和 5 年3 月31 日まで 
（12月29日～1月3日除く） 

実施期間 
・西区役所 
・西部出張所 他 

回収場所 

ご家庭で不要となったプラスチック製品のリサイクルについて検証するため、
プラスチック製品の回収モデル事業を実施しています。 

※可能な範囲で本事業にご協力ください 

10 月 1 日から対象を拡大しています 

午前 9 時～午後 5 時 

 

受付時間 

福岡市環境局 計画課 
TEL：092-711-4308 

お問い合わせ 

詳細は市 HP をご覧ください 

【人権標語】石丸小５年生の作品 
 
・人のことを思って行動 すればするほど 花が咲く（5-2） 
・私たち ひとり一人を 大切に（5-2） 
・友達に声をかければ いつかはできる 心の輪（5-3） 

 日時：令和５年１月８日（日） 

    午前６時３０分 開始 

（７時３０分終了予定） 
 
※雨天の場合は翌日９日（月・祝）に実施します。 

※コロナの感染状況により中止する場合もあります。 
 
 場所：石丸小学校 中庭 
 
※例年のぜんざいやお神酒は、ご用意できません 

のでご了承ください。 

主催：石丸校区青少年育成連合会 

後援：石丸校区自治協議会 

～インスタグラム始めました！～ 
 
石丸公民館でのイベントや地域の情報 
などを発信していきます。 

右記二次元コードを読み取って 
ぜひご覧ください。 

～しいたけコマ打ち体験会【予告】～ 
 
日   程：令和５年２月１８日（土） 

   ※石丸小学校３年生との合同コマ打ち体験会の予定です。 

場   所：石丸小学校 中庭 ※雨天の場合は体育館 

対   象：どなたでも参加できます（要申込） 

協力・指導：JA 阿蘇小国郷のみなさん 
 
※申込み用紙は１月中旬頃に全戸配布します。 
※詳しくは「いしまる公民館だより２月号」を 
ご確認ください。 

主催：石丸校区自治協議会 

         
       1７．パートナーシップで目標を 

達成しよう 
         

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、 

グローバル・パートナーシップを活性化する 
 
・各国が定めた開発の優先課題と成果に見合う開発協力を
行うためには、特に脆弱な国々で、より一層の取り組みが
必要です。 
・目標１７には【持続可能な開発のための政策の一貫性を
強化する。】や【すべての国々、特に発展途上国での持続可
能な開発目標を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び
資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パート
ナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のための
グローバル・パートナーシップを強化する。】など、１９の
ターゲットがあります。 
 
今回で SDGｓの１７のゴールを紹介し終えました。 

SDGｓ達成に向けた道のりは決して明るい 
ものではありません。だからこそ、私たち 
一人ひとりにできることをしっかり考え、 
一歩踏み出す姿勢が求められています。 


