東区版 2017 年（平成 29 年）10月１日
海 の 中道海浜公園 に 咲
く東区の花「コスモス」（昨
年 月）
。

10

313,411人（＋231）

男 152,584 人 / 女 160,827 人

147,963 世帯（+132）

平成29 年９月１日現在推計
（前月比）

d=日時、
期間 l=場所 t=対象 c=定員 y=料金、
費用 e=申し込み i=問い合わせ f=ファクス m=メール h=ホームページ n=託児 j=持参 b=受付時間

10月7日㈯、14日㈯、15日㈰ 開催

志賀島金印まつりへ出掛けませんか

勝馬口バス停

第11回金印まつりが志賀島一帯で開催され e不要i市博物館 a845-5011 f845-5019
ます。志賀島の歴史や自然に触れに、ぜひお越
15日
貝殻で工作しよう！（マップ④）
10：30～15：30
しください。
海岸で見つかる貝
７日
金印シンポジウム（マップ①）
10：00～17：00
殻や小石、ガラス片
「
『金印』はホンモノだ」をテーマに、シンポジ などで動物や花を作
ウムが開催されます。l休暇村志賀島c200人 ります。参加受け付
y資料代1,000円e不要iNPO法人志賀島歴史 け は 午 後３時 ま で。
研究会 a090-1168-9596(坂本) f414-1698 l志賀公民館y400円iＮＰＯ法人志賀島歴史
研究会 a080-5245-3468(赤瀬) f414-1698

休暇村志賀島バス停

● 休暇村志賀島
①

金印シンポジウム

貝殻で作られた作品

７日、８日、９日
14日、15日
10：00～17：00

志賀島クエスト 歴史発見
スタンプラリー（マップ②）

15日
13：30～14：30

脳トレや有酸素運動などを行います。d11
月６日～12月18日の月曜日（11月27日は除く）
午後１時半～３時半。全６回lなみきスクエア
（千早四丁目）t65歳以上で介護保険サービ
スを利用していない人。軽い運動ができ、全
回出席できる人c抽選20人y無料e10月16日
㈪午後５時までに電話で問い合わせ先へ。i
区地域保健福祉課 a645-1088 f631-2295

正しい歩き方を身に付けよう！
ウオーキング講座
膝や腰に負担の少ない姿勢や歩く速度な
ど、正しいウオーキングの方法について学び
ま す。d10月26日 ㈭ 午 前10時～11時 半l
区保健福祉センター（保健所）t区在住の
18歳以上（高血圧、心臓疾患などの持病の
ある人を除く）c先着40人y無料e10月３
日㈫午前９時から電話かファクスで、住所・
氏名・年齢・電話番号を問い合わせ先へ。i
区健康課 a645-1078 f651-3844

香椎灯明まつり
8,000個の灯明が、香椎川（香椎橋～御
幸橋周辺）を照らします。バザーや路上ラ
イブもあります。香椎校区男女共同参画推
進会「明日香」主催。d10月14日㈯午後４
時～ ９ 時。 点
火は午後６時。
荒天翌日順延。
i香 椎 公 民 館
a661-3258
f661-3517
色とりどりの灯明（昨年）

弘バス停

子育てビギナーズ教室

地引き網体験
受付場所

貝殻で工作しよう！

和カフェ

金印公園
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金印公園リニューアル （マップ⑤）

リニューアル工事のため閉鎖していた金印
公園を金印まつりに合わせ10月14日㈯から
開園します。新しい展
望公園からは、博多湾
を望めます。 ※駐車
場は工事中のため、公
共交通機関でお越しく
ださい。

金印公園から望む博多湾

地引き網体験
（昨年）

認知症予防教室

カフェで JAZZ と歴史を
楽しむ夕べ @ 志賀島

地引き網体験（マップ②）

午後０時半から、受け付けで整理券を配布し
８日㈰、９日（月・祝）を加えた５日間、島内
の名所を巡るスタンプラリーを実施。抽選で景 ます。l志賀島漁港浜辺c先着150人y300円
品が当たります。15日㈰の参加受け付けは午
他にも宝探しや産直市な
後3時まで。l志賀島島内y無料
どを実施します。詳しくは
ジ
ャ
ズ
カフェでＪＡＺＺと歴史を
14日
区ホームページ（
「金印ま
17：00～19：00 楽しむ夕べ＠志賀島
（マップ③） つり」で検索）をご確認く
島内に多数存在する万葉歌碑などがテーマで ださい。志賀島クエスト、
す。ジャズの生演奏もあります。l和
（なごみ） 地引き網体験については金印まつり実行委員会
カフェ y入場無料(飲み物１杯以上の注文必要) （a603-0248 f603-6172）
へ問い合わせを。

志賀島マップ

子育て支援ボランティア・サポーター養成講座
〜みんなで楽しむ子育て〜

初めて赤ちゃんを育てるマ
マ・パパが対象の教室です。
子育て支援サークルやサロン、育児サーク
ミニ講話や参加者同士の交流
ルで活動するボランティアを養成する講座で
を通して、子育てについて学
す。d下表の午前10時～正午 ※③は実習場
びます。d11月８日㈬午後
所ごとに異なりますlなみきスクエア（千早
１時半～３時lなみきスクエア
（千早四丁目） 四丁目）※③は実習場所を一カ所選択t全回
t平成29年８～９月生まれの第１子とその
出席できる人c抽選30人y無料n抽選８組
保護者c先着25組y無料e10月６日㈮午前 （満１～３歳）e往復はがきに、住所・氏名・
９時から電話かファクスで、住所・氏名・電
電話番号、託児希望者は子どもの名前・年齢
話番号、子どもの氏名（ふりがな）
・生年月
を書いて、
問い合わせ先へ。10月12日㈭必着。
日を問い合わせ先へ。i区地域保健福祉課
i区生涯学習推進課（〒812-8653住所不要）
a645-1088 f631-2295
a645-1144 f651-5097

スポーツ施設無料開放
10月９日（月・祝）は、
東体育館・東市民プール・
コミセンわじろの体育施
設を無料開放します。利
用は午前９時から午後９
の
時（ 東 体 育 館は 午 後10
時）まで。小・中学生が午後６時以降も利用
する場合は、保護者の同伴が必要です。
■東市民プールで「見つけて、解いてクロス
ワード」を開催します
正解者には景品をプレゼントします。d同
日 午 前 ９ 時 ～ 午 後5時t中 学 生 以 下c先 着
100人y無料
i▷東体育館（香住ケ丘一丁目）a6720301 f672-0302▷東市民プール（名島
二丁目）a662-6111 f662-6112▷コミ
センわじろ（和白丘一丁目）a608-8480
f608-8485

体育 日

回

開催日

内容

① 10月23日㈪ 子育て支援について学ぶ
② 10月31日㈫

行政と地域の子育て支援の
活動報告

11月６日㈪～ 区内の子育て支援サークル

③ 11月17日㈮の や子育てサロン、育児サーク
いずれか２日 ルでの実習

④ 11月24日㈮

実習の振り返りとこれから
の子育て支援活動に向けて

東市民プールの教室
■スッキリ♪ヨガ教室
d11月１日〜12月20日の水曜日午前10
時～11時。 全 ８ 回t18歳 以 上c抽 選20人
y5,100円e往復はがきに、教室名・住所・
氏名（ふりがな）
・年齢・性別・電話番号を
書いて、問い合わせ先へ。10月15日㈰必着。
i東市民プール（〒813-0043名島二丁目
42-1）a662-6111 f662-6112

