
公民館を多くの方が利用できるように、新しくサークルを
開きたいグループを公募します。
現在、公民館を定期的に利用している団体やグループ・
サークルが、引き続き利用を希望される場合も、新たに「利
用許可申請書」の提出が必要です。
利用期間は、4月から3月までの1年間です。
公民館を利用希望の団体やサークルの代表者の方は、公
民館に申請書類がありますので、必要事項を記入し、期間
厳守の上、事務室に提出して下さい。

◆提出期限：令和2年2月18日（火）
期限厳守

◆提出された申請内容は全体を調整の上、公民
館運営懇話会で審議の上決定します。

◆新規サークルの申請については、公民館へ
お問い合わせ下さい。

愛宕公民館 ℡891-7962

あたご 公民館だより

第432号 (令和2年)

2020年 2月号

愛 豊 大 学 （高齢者大学）2/4
（火）

『 閉講式 』
・『人権講座 身近な高齢者問題 』

10：00～11：00
福岡市西区役所総務部生涯学習推進課

河原 行孝 人権教育推進員
※ 一般の方もどうぞ

・『修了式』 11：00～12：30
※ 愛豊大学生のみ

☆ 次回の愛豊大学は、5月開講です。

子育てミニ広場（乳幼児ふれあい事業）

『 親子体操 』
講師 健康運動指導士

高松 麻子氏

10:00～12:00
対 象 ：乳幼児と保護者
会 場 ：愛宕公民館 講堂

申し込み不要、無料

飲み物、マット又はバスタオルをお持ちください。

☆次回の子育てミニ広場は、3月5日（木）です。

2/6
（木）

介 護 家 族 と の 交 流 会

2/15
（土）

介護をしている家族と介護を体験した家族との交流会。
「見る 話す ふれる 立つ」 の技術を実際に体験しましょう。

福祉ビデオシリーズ「優しい認知症ケア ユマニチュード」
（NHK厚生文化事業団制作）を参考にしています。
後半はコーヒーを飲みながら、お話ししましょう。

時間： 11:00～13:00
場所： 愛宕公民館 児童等集会室
対象： 介護している家族

地域の方で参加意欲のある方
参加費 ： 100円
地域ボランティア 下島 康則さん

ぽんぽこ（子育て交流サロン）

『足型を取り成長を楽しもう 』

～ちびっ子ちゃんの足型を取りかわいく飾ろう～

日時：2月25日（火）10:00～12:00
対象：乳幼児と保護者
会場：愛宕公民館 講堂

申し込み不要 （無料）

主催：愛宕校区社会福祉協議会

２５日
火曜日

汚れても大丈夫な
服装で来てね❣

お互いが尊重される地域づくり

公民館からのお知らせ
・2月23日（日）に月1回の臨時休館を実施します。
公民館の利用を希望される場合は、2月13日（木）
17:00までに「公民館利用許可申請書」を提出して
ください。

愛宕公民館

2月の行事
1日（土）自治協議会運営委員会
3日（月）節分
11日（火・祝）建国記念日
23日（日・祝）天皇誕生日
24日（月・振替休日）
25日 (火) 民生委員・児童委員会議

お知らせ、イベント案内、公民館だよりをブログで
ご覧いただけます。“愛宕公民館ブログ”で検索く
ださい。

愛宕公民館 〒819-0015 西区愛宕４丁目11-11
TEL891-7962 FAX891-4677

E-mail:atago112@jcom.home.ne.jp

2/12
（水）

令和２年度公民館利用について
～グループ・サークル、各団体の方へ～

笑顔で健康づくり講座 ～第5回～

『 コグニサイズ 』
時間：10:00～12:00

ストレッチや筋力トレーニング、認知症予防に
効果的な運動コグニサイズです。
初めての方もどうぞ！

講師 ： 健康運動指導士 筑地 公成 氏

会場 ： 愛宕公民館 講堂
対象 ： どなたでも（無料）

※ 運動のできる服装。
※ 水筒をお持ちください。

共催 ： 愛宕校区健康・環境推進委員会

「折り紙教室」
2月21日（金）10：00～12：00
対 象：どなたでも
持ち物：のり、はさみ
参加費 500円
会 場：愛宕公民館 児童等集会室

親子で楽しく
体を動かしま
しょう！



すこやか教室（高齢者ふれあいサロン）

『 終活について～最近のお葬式事情、生前整
理、相続など気軽に聞いてみませんか？～』
講師：天国社 終活アドバイザー 執行氏

日時：2月19日（水）13：30～15：30
会場：愛宕公民館 講堂 無料

協力：ふれあい愛宕、民生委員・児童委員

主催：愛宕校区社会福祉協議会

あたごすみれ会（高齢者ふれあいサロン）

テーマ：「ゲーム大会」
日時：2月13日（木）13：30～15：30
会場：愛宕六町内集会所
会費：100円
代表：竹村 節子（元民生委員）

サロン・マリーナ（高齢者ふれあいサロン）

どうぞ、ふるってご参加下さい。（無料）

『ギターアンサンブル』
演奏：６０カノン
日時：2月21日（金）13：30～15：30

会場：ｳｪｰﾌﾞｺｰｽﾄ管理センター 2階

対象：高齢者 代表：下島 康則

日 時：2月16日（日）10:00～ 集合9:30

会 場：愛宕小学校 体育館
競 技：ファミリーバトミントン

羽根のついたスポンジボール短いラケットを使い

家族で楽しみやすくしたバトミントンです。

参加者：校区に居住する小学校生以上
1チーム３～6名とします。

練習会日程：２月 １日（土）10:00～12:00
２月 8日（土）10:00～12:00
2月 15日（土）14:00～16:00

申込み：各町内の体育委員さんへ
持ってくるもの：体育館シューズ タオル 飲み物
主 催：愛宕校区体育振興会

かふぇ・あたご （地域のお茶のみ処）

ボランティアさんが、おいしいコーヒーを入れて
お待ちしています。 どなたでも参加どうぞ！！

日時：2月27日（木） 13:30～15:30

会場：愛宕公民館 講堂 （無料）
主催：愛宕校区社会福祉協議会

2月27日（木） 14:00～15:00

会場：愛宕公民館 講堂

【 血管年齢測定(無料）】

「室見川自然観察ウォーキング」
加者募集！

市民ボランティア団体「西区まるごと博物館推進会」

は、自然についてより一層関心を持ってもらうために

室見川をウォーキングしながら、野鳥や草花について

の解説を行うイベントを開催します。

【日時】3月14日(土) 午前10時～午後３時頃

【集合場所】地下鉄橋本駅ロータリー ※午前9時45分集合

【定員】抽選で20人

【料金】300円 ※現地までの交通費は自己負担

【申込方法】ハガキ、FAX、メールいずれかにイベント名

住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を書いて、3月2日(月)

（必着）までに西区まるごと博物館推進会事務局

（〒819－8501住所不要，西区企画振興課内

TEL ： 895-7032 、 FAX ： 885-0467 、 メ ー ル ：

shinko.event24@city.fukuoka.lg.jp）へ。応募者多数の場合は

抽選し、結果は3月6日(金)までに発送します。

確定申告などに関するお問合せ

～西福岡税務署からのお知らせ～

申告に関するご質問や必要な書類の

確認などは、

お電話で問い合わせることができます。

よかドック（福岡市国民健康保険加入の40歳～74歳対象の
特定健診）は，保健福祉センター，さいとぴあのほか，近
くでは次の医療機関でも受診できます。（要予約）
保健福祉センターやさいとぴあの健診はネット予約もでき
ます。
「けんしんナビ」で検索もしくは
ＱＲコードを読み取って予約ページへ！

問い合わせ先：
西区健康課 ８９５－７０７３

毎月１～７日 は

よかドック（福岡市国民健康保険加入の40歳～74歳対象
の特定健診）は，保健福祉センター，さいとぴあのほか，
近くでは次の医療機関でも受診できます。（要予約）

中村クリニック
はしぐち脳神経クリニック
たけのしたクリニック

年に一度は健康チェック!
問い合わせ先：西区健康課 ８９５－７０７３

自宅で申告書を作成していたら、ちょっと分

からないことがあるんだけど、どこに聞けば

いいかな？

西福岡税務署にお電話いただきますと、自動音声に

よりご案内しておりますので、相談内容に応じて該

当の番号を選択してください。

【西福岡税務署】８４３－６２１１


