
西都公民館だより 西都校区は、徳永・女原・西都の３つの
町内でできています。まん中の３つの丸
はその町内を表しています。

＜1月の主な行事予定＞

西都校区の人口 11232人 世帯数5018世帯

※場所の記入がない場合は公民館です

西都校区のスローガン
みんなで創ろう西都の絆
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日 曜
日 行 事 名 時 間 場 所

10 火 小・中学校始業式 各小・中学校

12 木 にこにこ学級 10時～11時

15 日 パパ二ティ 10時～11時30分

25 水 ほがらかシニア広場 13時30分～15時

26 木 マイナンバーカード申請 13時30分～
16時30分

28 土 フードドライブ 10時～15時

裏面もご覧ください福岡市西都公民館 〒819-0377 福岡市西区女原北１２番１１号
TEL 834-2352 FAX 834-2353

当公民館は駐車場が狭いため、ご来館の際はなるべく徒歩や
自転車、公共の交通手段等をご利用いただきますようご協力
をお願いいたします。

令和4年度西都校区人権標語 福岡舞鶴高校 大城 実乃里

ありがとう この一言が 笑顔つくる
公民館講座のお知らせ

にこにこ学級（乳幼児ふれあい学級）
0歳児を対象とした親子で参加する事業です。

月 日 曜日 時 間
1 12 木 10時～11時

月 日 曜日 時 間
1 25 水 13時30分～15時

ほがらかシニア広場（高齢者地域参画支援講座）

講師 西第8いきいきセンターふくおか

＜月１回の臨時休館日1月29日(日)のお知らせ＞
利用を希望される場合は、1月19日(木)までに連絡をお願いします。

「乳幼児救急講習」

新年のご挨拶

講師 福岡市防災センター

＜年末年始の休館日のお知らせ＞
12月28日(水)～1月3日(月)

【令和5年度公民館サークルを募集します】
公民館、小学校の体育館・校庭の利用を希望する校区団体や

サークルは、 1月4日から公民館で配布する申請書及び要領をよく
お読みのうえ、お申込みください。締切は1月18日(水)です。
現在利用されているサークル・団体も改めて申請が必要です。

「介護保険について」
～健康チェックと口腔体操も行います♪

お気軽にお越しください ～

福岡市西都公民館 職員一同

＜新型コロナウイルスに関する公民館の対応について＞
感染症対策のため、マスクの着用、入館時の検温と手指の消毒

にご協力をお願いします。なお、事業等が中止・延期となる場合
がありますので、詳細については公民館までお問合わせください. 
★掲載している情報は、12月20日時点のものです。

～事故がおこった時の対応について～

※今月はもも・さくらグループ合同で開催します。
開催時間が違いますので、ご注意ください。

※参加を希望される方は公民館までお申込みください。

※にこにこ学級の受付は終了しています。

さいとぴあ
福大大濠高校・
福大野球場
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西都公民館

国道202号バイパス

九大学研都市駅

1.営利目的でないこと。
2.会員はおおむね5名以上で館区内住民が主体であること。
3.講師による申請は受け付けていません。
4.会費が適正であること。
5.人権学習や公民館事業等への参加、協力をお願いします。

★公民館サークルは、次のような条件が必要です。

※その他、詳しいことは公民館(834-2352)へお尋ねください。令和５年度
公民館サークルは、公民館運営懇話会(2月開催)に諮り、決定します。

校区社会福祉協議会からのお礼
ご逝去にあたり、香典返しとして多額のご寄付をいただきました。

厚くお礼申し上げ、心からご冥福をお祈り申し上げます。
社会福祉のため有意義に活用させていただきます。

池 千歳 様 亡夫 池 哲雄 様 （女原）

【福岡市からのお知らせ】
令和4年度採用福岡市西都公民館主事の募集について
生涯学習や地域コミュニティ活動に関する深い理解と関心を持

ち、公民館事業を積極的に推進していく上で必要な能力と熱意を
有する人で、居住または職業等の関係で館区内の実情に明るい人
を募集します。(詳細は募集案内をご確認ください)
◆任 用 期 間 令和５年３月１日～令和５年３月３１日

※上記任用期間終了後、公募によらない再採用（更新）が可能な場合があります
◆募 集 期 間 令和４年１２月１４日（水）～令和５年１月４日（水）
◆募 集 案 内 募集期間内に西区地域支援課及び西都公民館で配布

（市ホームページにも掲載）
◆問い合わせ・申込先 西区地域支援課 TEL 895-7035 FAX 882-2137

謹んで新年のお喜びを申し上げます。
昨年中は、公民館活動に対してよきご理解とご協力、
ご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
本年も｢集まる｣｢学ぶ｣｢つなぐ｣の役割を担う公民

館として皆様のくらしを健康で豊かにする講座の開
催やサークル活動の支援に取り組んでまいります。

よりよい公民館運営、魅力ある公民館を
目指してまいりますので、
どうぞよろしくお願いします。

月 日 曜日 時 間
1 15 日 10時～11時30分

対象：妻が妊娠中または生後6か月までのお子さま
がいる西都校区に住むパパ

※1月9日（月）までに公民館にお申し込みください。

特別講師：森島 孝氏

パパ二ティ

「産後の夫婦のコミュニケーションについて」

健康衛生部会・男女共同参画部会・地域保健福祉課・公民館共催



ご家庭で余っている未使用の食品を寄付していただき、
食べ物を必要としている方々に、無償で提供する活動です。提供され
た食品は、「特定非営利活動法人フードバンク福岡」を通して福祉施設や
子ども食堂などへ届けられます。

フードドライブで「もったいない」を「ありがとう」に変えましょう。

フードドライブ（食品ロス削減の取組み）について

★日時 1月28日（土）10時～15時 場所 西都公民館

【引き取り対象食品】
・未使用、未開封
・賞味期限が持込み日より1週間
以上あるもの

・常温保存が可能なもの

【食品例】
お米/パスタ/レトルト食品/
そうめん等の乾麺/ふりかけ/
缶詰/インスタント食品/のり/
お菓子/飲料水/食用油/非常食

主催 校区自治協議会（校区環境活動部会）

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

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

●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

【問い合わせ先】 区課税課 電話 895－7017 FAX 883－8565

フードドライブとは

※お問い合わせは公民館（834-2352）までお願いします。

西都校区自治協議会(校区環境活動部会)では、下記のようにフードドラ
イブを開催します。皆様のご協力をお願いいたします。

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。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。
※事前予約制です。
【日 時】 1月26日（木）13時30分～１6時30分
【会 場】 西都公民館 講堂 【対象者】 西区に住民票のある方
【事前予約期間】1月9日（月・祝）～1月23日(月） ９時～１８時

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 ２６０－３５９０ FAX 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）

西部出張所
２階201・202

会議室

【日 時】 2月10日（金）10時～1３時
【場 所】 西部出張所（さいとぴあ：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
の着用をお願いします。
【費 用】 無料
【予約】 福岡県司法書士会福岡西総合相談センター

電話 ８５２－７１５０
受付時間 平日１０時～１６時（前日は１１時３０分まで受付）

司法書士による相続・遺言・成年後見 法律相談会（予約優先）
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