
ビタミンスペース（運動の場）   
✾日 時 １月１０日(火) １０:００～１２:００ 
１９日(木)、２６日(木)、３０日(月)１０:００～１３:００ 
２６日(木)は運動指導があります。(1０:３０～1１:３０) 
場所は姪北公民館 講堂です。 
時間内は出入り自由。タオルや運動靴はご持参ください。 

なんかからん ne（相談の場）  

✾日 時 １月２４日（火）１０：３０～１１：３０ 
✾場 所 姪北公民館 老人いこいの家 

❐日 時 １月３１日（火）１０：３０～１１：３０ 
❐場 所 姪北公民館 講堂 
❐対 象 乳幼児と保護者 
❐内 容 「親子で遊ぼう」 
❐講 師 福岡市立姪浜保育所の先生 
❐持ってくるもの 水分補給のための飲み物  
定員１８組。１/２４（火）までに，姪北公民館にお申
込みください。 

 
 
※お子さんの飲み物やタオル等必要なものはお持ちくだ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権に関する標語  
 
めざそう 助け合い  協力の町 

   （姪北小学校６年生の作品） 

全てに共通しています。 
検温とマスク着用をお願いします。 
発熱，風邪の症状がある方，ご家族に具合が悪い
方がいらっしゃる場合は，ご遠慮ください 

 

 

高齢者教室 

  

みんなの公民館 
  

乳幼児ふれあい学級 
  

  

公民館だより Ｎｏ.154 2023 年(令和 5 年) 1 月１日 
 

 

姪 
めい 

ほく 

北 
館 長 コ ラ ム  

 謹んで新年のお慶び申し上げます。 
 皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます
とともに、本年もなにとぞよろしくお願いいたします。 

 
１２月の主催事業「乳幼児ふれあい学級」は、子育てサロ

ン「もぐもぐ」と一緒に「おんがく会」を行いました。親子
で音楽に合わせてマラカスや鈴を振り、楽しそうに身体を動
かしていました。毎回、サンタクロースになってプレゼント
を渡すのですが、子どもたちはびっくりした顔になります。
今回は泣き出す子どもがいなくてよかったです。 
また、第２回の公民館運営懇話会は、各委員の方から有意

義な意見が出て、今後の公民館運営の参考になりました。 
ところで、第５１回人権を尊重する市民の集い（西区会場）

に参加しました。演題の「いのちをみつめて」は、舞台俳優
の方の差別と闘う演技と語りがとても心に響きました。人権
を尊重する大切さを改めて感じましたが、同時に栃木県での
全国障がい者スポーツ大会での帰路のことを思い出しまし
た。車椅子の選手の搭乗に時間がかかり出発時間が遅くな
り、ビジネスマンの方が不満そうにされていました。誰もが
優しく受けとめてくれる時代が来ればいいなと思いました。 
小学生の頃、姪浜に映画館が２館あり、正月興行の時代劇

は白黒（モノクロ）が多い時代に総天然色（カラー）でした。
見終わると、姉たちと近くの食堂で、うどんを食べて帰るの
が楽しみでした。良い年にしていきましょう。  館長 眞鍋 

❖日 時 １月１２日（木）１３：３０～１５：３０ 
❖場 所 姪北公民館 地域団体室 
❖対 象 どなたでも 
❖内 容 「手話教室」 
❖持ってくるもの 飲み物・筆記用具 
 
❖持ってくるもの 筆記用具・飲み物   
 

 

 

裏面もごらんください。 

 

ライフプランセミナー 

おとな塾～子どもだけじゃ、
もったいない！～ 

姪北公民館にお申込みください。 
 

めいほくっ子広場 

  

✐日 時 ２月２日（木）１０：0０～１２：００ 
✐場 所 姪北公民館 講堂 
✐対 象 おとな  
✐内 容 「博多おきあげ」～立ち雛～ 
✐講 師 清水 裕美子 さん（博多おきあげ三代目） 
✐材料費 ２，４００円 
✐持ってくるもの はさみ・手芸用ボンド・竹串・材料費 
定員１８人。１/2６（木）までに姪北公民館にお申し込
みください。 

 

②「いろいろな遊びを体験しよう」 
✱日 時 １月２１日（土）１０：００～１２：００ 
✱場 所 姪北小学校 体育館 
✱対 象 小学生  ※動きやすい服装で 
✱講 師 福岡市立中央児童会館 あいくる 
✱持ってくるもの 運動靴・タオル・飲み物 
定員２４人。１/１４（土）までに，姪北公民館にお申込
みください。 

 

①陶芸「自分だけのお皿づくり」 
✱日 時 １月１４日（土）１０：００～１２：００ 
✱場 所 姪北公民館 講堂 
✱対 象 小学生  ※汚れてもいい服装で 
✱講 師 樋口 経観 さん(工房スマイル代表) 
✱材料費 １，０００円 
✱持ってくるもの タオル・飲み物・材料費 
定員２０人。１/１０（火）までに姪北公民館にお申し込
みください。 

✾日 時 １月２５日（水）１０：００～１１：３０ 
✾場 所 姪北公民館 講堂 
✾対 象 おとな ※定員１８人 
✾内 容 「どこでも美術館アウトリーチ」 
マルク・シャガール「空飛ぶアトラージュ」を鑑賞後、 

油彩画を描きます。 
✾講 師 福岡市美術館職員 
✾持ってくるもの エプロン ※汚れてもいい服装で 
１/１８（水）までに姪北公民館にお申込みください。 
 

 

✰日 時 １月１７日（火）１０：００～１２：００ 
✰場 所 姪北公民館 講堂 
✰対 象 おおむね６０歳以上 ※定員１８人 
✰内 容 「ゲームを楽しもう」 
動きやすい服装でお越しください。 
１/１３（金）までに姪北公民館にお申込みください。 
 

 
 

 

心の音楽会 

ハープ・ギター癒しの演奏会 
❉日 時 ２月１２日（日）１０：３０～１２：００ 
❉講 師 ミュージックアトリエ てみてる 
❉場 所 姪北公民館 講堂 
細胞の修復作用があり、リラックス効果が高い究極の
癒しの周波数を取り入れた音色を使ったアイリッシュ
ハープとギターによる演奏を聴きに来てください。 
定員３６人。２/７（火）までに姪北公民館にお申込みく
ださい。 

 
 

 

 

 



♥時間および対象年齢  
１月１０日（火）♡対象年齢・・０～４歳 

 定員８組。８組を超えたら２部制になります。 
 ２部制の時は、おはなし会①11:00～11:20、 
 ②11:30～11:50 です。本の貸出･返却のみの 
方は、11:00～11:50 までに来てください。 

１月２４日（火）♡対象年齢・・３歳以上  
  定員５組。15:45～16:05 です。  

本の貸出･返却のみの方は 16:05～16:30
に来てください  

場所はいずれも姪北公民館です。姪北公民館へお申し
込みください。                      プーさん文庫 

 

 
 

   

✾日にち １月２４日（火） 
✾場 所 姪北公民館 地域団体室 
今回も感染症対策を徹底したうえで、定員を設け、
２回に分けて開催します。時間内は出入り自由です。 
①１０：３０～１１：４５ ②１２：００～１２：４５  
どちらも定員１２人。ご都合の良い時間帯にお申し
込みください。お申し込みは、姪北公民館へお願い
します。皆様のお越しをお待ちしています。  

地域カフェ委員会 

❖日 時 １月１２日（木）１０：００～１１：００ 
     １月２４日（火）１９：００～２０：００ 
❖場 所 姪北公民館 講堂 
❖内 容  DVD「あなたの笑顔がくれたもの」～周り 

から見えにくい障がい・生きづらさ～ 
鑑賞と講話 

❖講 師  池野 尚昭 さん 
（西区生涯学習推進課人権教育推進員） 

 
  
 
❖日 時 １月１２日（木）人権学習終了後 
 サークル代表者の方へは、ハガキで案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

公民館の休館について 

おはなし会 
  

子育てサロン「もぐもぐ」 
  

地域カフェに寄ってみませんか 

 
 

地域カフェで「人権ひろば」を行っています。 
人権に関わらず、気軽に話ができる場として、みな
さんに利用していただければと思っています。また、
個別のご相談もできますので、お声かけください。  

池野人権教育推進員 

ここに記載している事業は開催を予定していますが， 
新型コロナウイルス感染症の状況によって，中止・延

期・時間変更になることがあります。ご了承ください。 
 

 

公民館補助要員(有償ボランティア)を募集 

【公募要件】 
 職務の遂行に意欲的で、土日祝日・夜間、勤務できる
人。公民館活動を特定の政党や宗教または営利に利用し
ない人。 
校区自治協議会等の主要な役職にない人。 
パソコン（Excel・Word）基本操作ができる人。 

【募集人数】 １名 
【謝礼等】 

時間数に応じた時給のほか、傷害保険に加入します。 
【業務内容】 
 電話等の応対・受付、清掃作業ほか。 
 【応募方法】 
履歴書（略歴１通）を公民館までご持参ください。 

 ※個人情報の取り扱いについては十分に留意します。 
※詳細はお尋ねください。  

 

男女共同参画委員会「講演会」 

♦日 時 ２月４日（土）１４：００～１５：００ 
♦場 所 姪北公民館 講堂 
♦内 容 「食べることは生きること」 
♦講 師 安武 信吾 さん(ノンフィクション作家-映画監督) 
ドキュメンタリー映画「弁当の日 『めんどくさい』は幸せ
への近道」で初監督、「いただきます みそをつくるこども
たち」ではプロデューサーを務められました。「弁当の日」
制作のことや乳がんを患い、2008 年に３３歳で他界され
た妻の千恵さんが娘に伝えたかったことなど、一緒に「命」
について考えてみませんか。 
定員３６人。１月４日（水）受付開始。 
定員になり次第、締め切ります。 
姪北公民館（TEL ８９５-１０７５）へお申し込みくださ
い。参加、お待ちしています。     

姪北校区男女共同参画委員会 

校区人権のつどい 
 
♧日 時  １月２８日（土）１４：００～１６：００ 
♧場 所 姪北公民館 講堂 
♧内 容 「弁当の日」『めんどくさい』は幸せへの近道 

上映会（上映時間９７分） 
自分でつくる。家族につくる。小さな実践が子どもの成長
を後押しし、教師や親を変えていきます。 
１００年先の日本を見据えた食育活動のドキュメンタリ
ーです。子どもたちの笑顔があふれています。 
定員５０人。１月４日（水）受付開始。 
定員になり次第、締め切ります。 
姪北公民館（TEL ８９５-１０７５）へお申し込みくだ
さい。参加、お待ちしています。 

              姪北校区人権尊重推進協議
会 

サークル人権学習 

  

サークル代表者会議 

１月２９日（日）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１９日（木）

１７時までにご連絡をお願いいたします。 

      

 

⁂ 日 時 １月２０日 (金 )１０：００～１２：００ 
⁂ 場 所 姪北公民館 講堂 
⁂ 対 象 ０歳～未就園児とその家族 

 妊娠中の方もどうぞ 
交流・遊び・情報交換・くつろぎの場として自由にご
利用ください。時間内は出入り自由です。 
地域のボランティアさんがサポーターとして見守り
ます（託児スタッフではありません）。サロンやサポ
ーターに関心がある方は、事前にご連絡ください。 
※おやつやおもちゃの持ち込みは，ご遠慮ください（水分
補給のみ）。定員５組。１/１８(水)までに，姪北公民館に
お申込みください。 
 
 
定員５組。水分補給用の飲み物以外のおやつやおもちゃの
持ち込みは、ご遠慮ください。 
１２/１５(水)までに、姪北公民館へお申込みください。 

 

            

 

 

 

 

 

    

姪北公民館は 

こちらです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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。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、西区市民課（TEL 
895-7010）へお問い合わせください。 

 

 

 


