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〒819-0002 西区姪の浜２丁目 20－28 

電話 895-1075  FAX 895-1076 福岡市姪北公民館 

❖日 時 ２月１８日（火）１９：００～２０：４０
❖場 所 姪北公民館 講堂
❖内 容 「なかよしなコミュニケーションのとりかた」
❖講 師 長阿彌 幹生 さん

（教育文化研究所・不登校サポートネット代表） 

 

❐日 時 ２月１９日（水）１０：３０～１２：００
❐場 所 姪北公民館 講堂
❐対 象 乳幼児と保護者
❐内 容 「絵本の世界へようこそ・・２０２０」
❐講 師 プーさん文庫のみなさん
※お子さんの飲み物やタオル等必要なものはお持ち
ください

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

ビタミンスペース（運動の場）

✾日 時 ２月７日(金)，１４日(金)， 
２０日(木)，２５日(火) 

時間と場所はいずれも１０：３０～１５：００ 
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 ２月２５日（火）１０：３０～１１：３０

✾場 所 姪北公民館 老人いこいの家

裏面もごらんください

 人権に関する標語 

「 手をつなご」 きみの手が  勇気をくれる 
（姪北小学校６年生の作品） 

みんなの公民館 

２０日(木)転倒予
防運動あります。

(13～14 時) 

 1995年(平成７年)１月17日未明に発生した阪神淡路大
震災から今年で25年が経ちました。さらに2005年(平成
17年)３月20 日，午前10時53分震度６弱の地震が発生
した福岡県西方沖地震から15年が経とうとしています。 
西方沖地震時は，ちょうど日曜日でした。内浜小学校のグ

ラウンドの側溝をソフトボール愛好会の仲間で清掃し側溝の
蓋を閉めようとした時，地下鉄がグラウンドの下を走ってい
るかのような大きな音と揺れが来て，みんな急いでグラウン
ドの真ん中に集まったのを今でも鮮明に覚えています。しか
し，人々の記憶は時間と共に曖昧になり風化してしまいます。 
福岡市では，市の職員が皆さんのところに訪問し，市の防

災・減災の取り組みや自らの身を守るノウハウなどを話す出
前講座を開設しています。 
・講座名「福岡市の防災・減災～覚えておこう！災害への
対応～」①地震②地震(マンションにおける防災・減災)
③風水害④総合ハザードマップ⑤避難行動要支援者支
援⑥原子力災害など，希望に沿っていろんなテーマにつ
いて話を聞くことができます。

・講座名「使ってみよう！防災アプリ『つながる＋(プラ
ス)』～ICT を活用して災害に備える～」
平時から使え，災害時に役立つ防災アプリについて，分
かりやすく説明されます。

 校区自治協議会ではこの出前講座を積極的に推進する
よう検討されていますが，ぜひ，記憶の風化防止のために
も各自治会でも出前講座を受講されてはいかがでしょう
か。詳しくは公民館にお尋ねください。   公民館館長 

おとな塾～子どもだけじゃ、
もったいない！～ 

公民館の休館について 

高齢者教室 

乳幼児ふれあい学級 

２月９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、２月１日（土） 
１７時までにご連絡をお願いいたします。 

サークル人権学習
ライフプランセミナー

✱日 時 ２月 ６日（木）１０：００～１２：００
✱場 所 姪北公民館 講堂
✱内 容 「筋力トレーニングと機能改善トレーニング」
✱対 象 どなたでも ※動きやすい服装でお越しください。
✱講 師 前田 和美 さん（西体育館スポーツ指導員）

「心の音楽会」～ギターの弾き語り～
私たちの歌を「風」のように伝えたい・・ 

❉日 時 ２月２９日（土）１０：００～１１：３０
❉講 師 vocal unit「foo」
❉場 所 姪北公民館 講堂 入場無料。申込不要 

✱日 時 ２月１日（土）１０：００～１２：００
✱場 所 姪北公民館 地域団体室
✱内 容  陶芸「おひなさまづくり」
✱対 象 小学生 ※おとなの参加もどうぞ
✱講 師  樋口 経観 さん（工房スマイル 代表）
✱材料費 ２体で１，０００円
姪北公民館（TEL ８９５-１０７５）にお申込みください。

めいほくっ子広場 

✤日 時 ２月１３日（木）１０：００～１２：００
✤場 所 姪北公民館 講堂
✤対 象 おおむね６０歳以上
✤内 容 「人権学習」～DVD 鑑賞とお話～
✤講 師  一ノ瀬 昌純 さん

（西区役所生涯学習推進課人権教育推進員） 
人権学習の前に姪北小「かもめ・いるか学級」児童 
の学習発表があります。 

✾日 時 ２月２７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」～七福神･弁財天さま～
✾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・

タオル・材料費
２/２０（木）までに姪北公民館（TEL ８９５-１０７５）
にお申込みください。

人権学習はサークル会員全員対象です。 

サークル会員以外の方のご参加も、お待ちしています。

✤日 時 ２月２８日（金）１０：００～１２：００
✤場 所 姪北公民館 講堂
✤対 象 おおむね６０歳以上
✤内 容 「高齢者向け救急講習」
✤講 師  福岡市民防災センター職員

防災・減災の出前講座について 



わいわいこどもキッチンぷらす 

❐日 時 ２月１６日（日）１０：００～１３：００
❐定 員 定員２０人。こどもは無料，おとな２００円

【申込先】イイジ(TEL 090-7291-1717)
夕やけひろば ※５０食限定。申し込み不要。

❐日 時 ２月２０日（木）１６：３０～１８：３０
※受付は１８：１５まで。時間内でも５０食提供で終了です。 

❐参加費 おとな(ひとり２００円)，こどもは無料。

キッチンボランティアを募集しています！
一緒に食事つくりをしませんか。参加ご希望の方は， 
各前日までに，イイジ(TEL 090-7291-1717)へご連絡 
ください。※エプロン・三角巾をご持参ください。 

NPO 法人ゆい 

♥時間および対象年齢
① ２月１１日（火）１１：００～１１：３０

♡対象年齢・・０～４歳
② ２月２５日（火）１５：４５～１６：１５

♡対象年齢・・３歳以上
場所はいずれも 姪北公民館 児童等集会室 
この日は本の貸し出しを行います。①は 1２：００， 
②は１６：３０までにお越しください。
読み聞かせや絵本に興味がある方，一緒に
活動しませんか。   プーさん文庫 

✾日 時 ２月２５日（火）１０：３０～１３：００
✾場 所 姪北公民館 学習室

緑茶，コーヒー，紅茶，ジュースを準備しています。
飲み物はすべて無料です。時間内は出入り自由です。

皆様のお越しをお待ちしています。

地域カフェ委員会 

 

 

 

おはなし会 

わいわいこどもキッチンぷらす 
お知らせ 

地域カフェに寄ってみませんか 

子育てサロン「もぐもぐ」 

姪北公民館は 

こちらです 

⁂ 日 時 ２月２１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，気軽にのぞ
いてみませんか。

男女共同参画委員会「上映会」 

✱日 時 ２月１日（土）１４：００～１６：３０
✱場 所 姪北公民館 講堂

✱内 容  映画「ずっと，いっしょ。」上映会(上映時間 122 分)
ドキュメンタリー映画『ずっと，いっしょ。』は，血のつな

がりのない家族，愛する人に先立たれる家族，死と向き合
う毎日を生きる家族と，それぞれの事情に向き合う３家族

の姿を通して，自分たちが生まれてきた意味や家族の絆，
命の大切さ，幸せのあり方を考え，感じる作品です。

人生を大切にするあなたにこそ，観ていただきたい 
作品です。みなさんの参加，お待ちしています！ 

姪北校区男女共同参画委員会 

入場料は無料です。申込は要りません。 

令和２年度公民館または小学校 
体育館・校庭の施設利用について 

 姪北公民館または姪北小学校体育館・校庭を年間通

して利用されるサークル・グループは，利用登録申請

が必要になります。 

申請にあたっては，いくつか条件がありますので，

申請要領を熟読，同意の上，２月２９日（土）までに

公民館にお申し込みください。 

 申請要領と申請用紙は，２月１日から公民館に準備

しています。提出された申請書は，公民館運営懇話会

に諮り調整して決定します。 

 お問い合わせは姪北公民館（TEL ８９５-１０７５）

にお願いします。 

毎月①～⑦日は 
健診受診推進週間 

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） 

姪北校区内よかドック実施医療機関は，ひろかたクリニ
ック，三宅クリニック，めいのはま白翠内科クリニック，

茂木病院です。 
年に一度は健康チェック！ 

【問い合わせ先】  

西区健康課 TEL：８９５-７０７３ 

西福岡税務署からのお知らせ 

スマホ×確定申告！ 令和 2年１月から

e-Tax の利用手続がより 便利 になります！

e-Taxの送信方法は２通り！

 

※マイナンバーカードを利用して e-Taxで申告できます。

※既に e-Taxの ID（利用者識別番号）をお持ちの方も、e-Tax

の ID・パスワード（暗証番号）が不要になります。

用意するものは、次の２つ！ 

① マイナンバーカード

② ICカードリーダライタ

① マイナンバーカード方式

※ＩＤとパスワードの発行を希望される方は、運転免許証などの

本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。 

※2/17（月）から 3/16（月）の間に確定申告会場で申告される

方は、申告手続の際に発行できます。 

確定申告会場については、西福岡税務署 ☎８４３－６２１１ 

にお問合せください（自動音声案内に沿って、「２」を選択）。 

用意するものは、次の２つ！ 

ID・パスワード方式に対応した 

① ID（利用者識別番号）

② パスワード（暗証番号）

② ID・パスワード方式

マイナンバーカードやＩＣカードリーダライタを

お持ちでない方は・・・




