
育児サロン（のびっこ） 

★日 時  1 月 6 日（金）20 日（金）10：00～

場 所  周船寺公民館 講堂

対 象 未就園児と保護者

～お子さんと保護者が一緒に遊べるスペース

とおもちゃを用意しています。 

皆さんのご参加をお待ちしています。～   

周船寺校区社会福祉協議会 

“皆さんが集い、学び、つなぐ場所” 〒819-0371 

福岡市西区大字飯氏 876-1 (電話 806-1371 / ファックス  806-1395) 

知って得する情報学級 

～公民館スマホ塾～ 

公民館だより 

ＮＯ．497令和５年１月 

ＮＯ．２９３ 平成１７年１２月

１１月号

裏面もご覧ください 

★日 時 1 月 18 日（水）13：30～

場 所 周船寺公民館 講堂

内 容 「お口から健康に」

～お口のささいな不調や衰えを感じていませ

んか？お口の機能の低下が、全身の機能低下

につながると言われています。最近少しむせ

る方、硬いものが食べにくいと感じている方、

是非お越しください。～

指 導 歯科衛生士 長澤 和世さん 

＊コロナ感染防止の為、人数制限、 

先着 40 名で開催します。 

1/6（金）から申込み受付いたします。 

お待ちしています！ 

楽周院大学(高齢者教室) 

1 月の公民館臨時休館について 

1 月 29 日（日）を公民館臨時休館に予定しています。この日に

利用を希望される場合は、１月 19 日（木）正午までに「公民館利

用申請書」を提出してください。     周船寺公民館館長 

《新年のご挨拶》 
新年明けましておめでとうございます。皆様には

お健やかによい年をお迎えのこととお喜び申し上げ

ます。 

昨年はコロナ感染防止にご協力を賜りありがとう

ございました。本年もコロナ情勢は厳しいことが予

想されますので引続きご協力をお願いします。 

今年はウサギ年。その跳躍する姿から「飛躍」「向

上」を象徴するものとして親しまれており、新しい

ことに挑戦するのに最適な年でもあります。公民館

が 1つでも２つでも「飛躍」「向上」できればと思っ 

ています。 

寒さが厳しくなりますので、くれぐれも 

ご自愛下さいますようお祈り申し上げます。 

周船寺公民館 職員一同 
参加費 

無料 
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シリーズ！公民館長の【ウサギクイズ（第 32弾）】 

１．ウサギの前歯は何本？ 

①２本 ②４本 ③６本

２．ウサギの数え方は？ 

①１兎 ②１頭 ③１羽

  ３．ウサギの特徴は？ 

①耳をかくす ②死んだふりをする

③穴を掘る

答えは、この号の 

どこかにありますよ 

参加費 

無料 

＊コロナ感染拡大状況により中止する場合があります。事前に公民館へご確認いただきますようお願いいたします。 

★日 時 1 月 19 日（木）10：00～

対 象 スマホをまだ持っていない方や、

スマホを買ったばかりの方、

使い方がよく分からない方。

★日 時 1 月 26 日（木）10：00～

対 象 基本操作はマスターしたけど・・ 

もっと！使いこなしたい方。 

＊体験用のスマホを準備しています。両日とも 

周船寺公民館 地域団体室で行います。講師

は NTT ドコモ 内山 啓佑さんです。 

【参加費 無料】各先着 16 名です。 

1/6（金）から申込み受付いたします。 

それぞれご希望の講座でお申込みください。 

すせんじ交流広場～もちつき大会～ 

【下記講座の申込みは、周船寺公民館（806-1371）まで】 

★日 時 1 月 21 日（土）

午前の部 10：00～ 

午後の部 12：30～ 

場 所 周船寺公民館 駐車場（小雨決行） 

対 象 小学生以上 （各先着 25 名） 

＊小学２年生以下は保護者同伴１名でお願いします。 

参加費 300 円 

持参品 手拭きタオル、お茶 

＊マスク着用で、汚れていい服装で参加してね。 

1/6（金）から申込み受付いたします。 

 主催：青少年育成連合会・周船寺公民館 

共催：JA福岡市周船寺支店青年部・更生保護女性会 



クイズの答え１．③  ２．③  ３．③ 

その勇気 差し出す先に 笑顔あり 

（令和 4 年 周船寺校区人権標語 

千 里 江藤 一成） 

令和 5 年 人権標語看板設置場所のお知らせ 

令和 5 年の人権標語入選作品を、「人権標語看板」として 

下記に設置しています。ぜひご覧ください。 

・声かける いじめをなくす 第一歩    （宇田川原公民館） 

・その言葉 あなたが言われて 嫌じゃない？   （千里公民館） 

・さべつない 安心な町 つくろうよ （千里集会所） 

・ごめんねと 言ってスッキリ いい気持ち（飯氏雷山豆腐付近） 

・気づいたら 助けに行こう 自分から （周船寺小学校西側フェンス） 

・みてるだけ？それはいじめと 同じだよ   (周船寺分団消防車庫）

・声かけは 人の輪づくり まちづくり   （にしてつストア前） 

・本当に 使っていいの その言葉  （東町内第一公園前） 

・考えよう 自分が言った あの言葉 （周船寺小学校正門）

・気づいたら 行動しよう 自分から  （元岡中学校玄関）

・挨拶は 人より先に 自分から  （周船寺公民館） 

周船寺校区人権尊重推進協議会 

【行政相談所からのお知らせ】 

～困ったら一人で悩まず行政相談！～ 

【日 時】令和５年 1 月 17 日（火）13：00～15：00 

【場 所】周船寺公民館 児童等集会室 

＊くらし・行政・何でもご相談ください。秘密は 

厳守されます。  行政相談委員 内川 義則 

あっぱれ！！念願の全九州小学生バドミントン選手権大会に出場！ 
11 月 4 日～6 日に、沖縄県那覇市で開催された上記の大会に、周船寺公民館サークル 

「すせんじジュニアバドミントンクラブ」から３名出場しました。 

田川 悠帆（元岡小学校 6 年） 成績：６年生男子シングルス５位 

～大会をおえて～ 
小学校１年生からバドミントンをはじめ、コロナ禍で不便なことが多く思ったように練習できない時期も

ありましたが去年手の届かなった九州大会へ出場することができました。結果はベスト８で目標としていた

全国大会への出場は叶いませんでした。しかし、とてもいい経験ができましたし目標に向かって努力を続け

ることが大切だとわかりました。これまで支えて頂いたクラブの監督、コーチ、保護者をはじめ周りの方々の

支えがあって今の自分があります。ありがとうございました。これからも頑張りますのでよろしくお願いし

ます。 

～今後の目標～ 
人に感動を与えれるプレーヤーになりたい。中学での全国大会出場！高校で日本一！ 

鶴田 昊（周船寺小学校３年）・松島 奏太（西花畑小学校 3 年） 成績：４年生以下男子ダブルスベスト 16 

～大会をおえて～ 
１年生の終わり頃よりペアを組みダブルスの練習に取り組んで来 

ました。今年の福岡市、県予選でやっと結果が残せるようになり 

福岡県２位で九州大会に出場することができました。九州大会では 

４年生ペアに圧され、なかなか自分たちの思うようなプレーができ 

ませんでしたが１勝することができ嬉しかったです。目標にして 

いた九州大会に出場できとても良い経験になりました。 

～今後の目標～ 
自分たちを磨き、来年は必ず全国大会に出場します！！ 

《すせんじジュニアバドミントンクラブ：代表者 中島 純》 

～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込みください。

【日  時】 令和 5年 2月 8日（水）13：30～16：30 

【会  場】 周船寺公民館 講堂  【対象者】 西区に住民票のある方 

【事前予約期間】 1月 20日（金）～2月 3日（金） 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 

【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】令和 5 年 2月 10日（金）10：00～13：00（相談時間 30 分） 

【場 所】西部出張所（福岡市西区西都 2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 TEL:092-852-7150 

（受付時間 平日 10：00～16：00 前日 11：30 迄受付） 

左:鶴田 昊(3 年) 中央:田川 悠帆(6 年) 

     右:松島 奏太(3 年) 

http://#

