
【3回目 12時～】
宇宙 ～その大きさを感じてみよう～

対象 小学5年生以上
定員 30名

西都校区の人口 10,661人 世帯数 4,554世帯

月 日 曜日 時 間

2 26 水 13時30分～15時

月 日 曜日 時 間

2 13 木 10時～12時

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。

＜2月の主な行事予定＞

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

2 日 西区インディアカ大会 9時15分～ 西体育館(拾六町）

2 日 ジャンプ広場 10時～

4 火
味噌を使ったおいしい料理づくり
（健康衛生部会）

10時～

11
火
(祝)

多文化共生の地域づくり
（国際交流事業）

10時～12時

13 木 にこにこ学級 10時～12時

15 土 さいとぴあ健診 9時30分～ さいとぴあ

16 日
お正月遊び・絶叫大会（西都小PTA、
子ども会・青少年部会他自治協議会、
シニアクラブ、公民館）

9時30分～
12時30分

西都小学校
体育館・運動場

17 月 子育てサロン「さいと」 10時～12時

22 土 ジャンプ広場 10時～ 西都小学校体育館

26 水 ほがらかシニア広場 13時30分～15時

27 木 西都公民館運営懇話会 13時30分～

28 金 公民館全館清掃

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

さいとぴあ
福大大濠高校・
福大野球場

ミニ
ストップ

西都小学校

西都公民館

国道202号バイパス

九大学研都市駅

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。

公民館講座のお知らせ

教えてね いやな事でも なんでもね

令和元年度西都校区人権標語 西都小学校 なつきさん

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。

※場所の記入がない場合は公民館です

「おひなさまづくり」
講師 西都保育園

園 長 田中 美日先生
主任保育士 大和 みき先生

ほがらかシニア広場（高齢者地域参画支援講座）

ジャンプ広場（子どもの健全育成事業）

2月2日実施の「プログラミングの教室」
受付終了しています。

月 日 曜日 時 間

2 11 (火・祝） 10時～12時

多文化共生の地域づくり（国際交流事業）

「留学生と親子で交流」

＜月1回の臨時休館日2月23日(日)のお知らせ＞
利用を希望される場合は、2月13日(木)までに
ご連絡をお願いいたします。

【令和2年度公民館サークルを募集します】
令和2年4月から令和3年3月迄、公民館、小学校体育館・校庭を利用希望

の校区団体・サークルは、申請書及び要領（2月１日から公民館窓口におき
ます）をよく読んでお申込みください。締切は2月10日（月）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。
※公民館サークルは、次のような条件が必要です。
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。

※その他、詳しいことは公民館(834-2352)へお尋ねください。提出された
申請書は、公民館運営懇話会(2月開催)に諮り、決定します。

受付は終了しています。

「西都周辺の歴史」

講師 郷土史家・薬剤師 大内 士郎さん

「移動プラネタリウム」

【1回目 10時～】
こぐま座のティオ ～星空だいぼうけん～

対象 小学1年生～2年生
定員 親子15組

【2回目 11時～】
The Moon ～月のふしぎ～

対象 小学3年生～4年生
定員 親子15組

～柑子岳城と高祖城について学習しましょう～

※参加を希望される方は、2/11（火）までに
公民館にお申し込みください。

※定員になり次第締め切ります。

西都公民館運営懇話会開催のお知らせ
日時 2月27日（木）13時30分～
場所 西都公民館 老人いこいの家
※傍聴をご希望の方は、会議開催の15分前
までに公民館にお申し出ください。

～福岡市科学館がやってくる！移動プラネタ
リウムで星空の解説や番組を見てみよう！～

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。

國友 明德 様 亡妻 國友 悠子 様（女原）

また、周船寺第二幼稚園様からご寄付をい
ただきました。社会福祉のため有意義に活用
させていただきます。

日時 2月22日（土）10時～
場所 西都小学校体育館



「スロージョギングをみんなで楽しんで健康になろう！」

さいとぴあ健診日程のお知らせ（予約制です）
よかドック（福岡市国民健康保険の特定健診）・がん検診（胃がん、大腸がん、

子宮頸がん、乳がん、肺がん、結核・肺がん）健診が行われます。
日 時 2月15日(土)9時30分～11時30分 場所 さいとぴあ

※ご予約は集団健診予約センター ☎0120-985-902
※健診の10日前（土日祝日等を除いて）までにご予約をお願いします。

【問い合わせ】西区保健福祉センター（保健所・健康課） ☎895-7073

日 時 3月1日（日）10時30分～ 場 所 西都公民館 講堂
対 象 どなたでも 定 員 30名
講 師 健康科学研究所 LOPS 健康運動指導士 松原 健史さん
※持ってくる物 ・室内シューズ（素足でも可） ・汗ふきタオル
※飲み物は当方で準備します。動きやすい服装でご参加ください

主催：校区健康衛生部会（校区での健康づくり活動の推進を図り、明るく住みよい
まちづくりに寄与することが目的の部会です）

✭参加を希望される方は、西都公民館（☎834-2352）までお申し込みください。

第5回西部七校区歌の祭典
西部七校区歌の祭典実行委員会においては，今年も歌の祭典を開催します。

日頃から鍛えたのどをたくさんの皆さんに応援いただきたく，ご来場をお待ち
しています。
【日 時】 2月23日（日）10時～17時
【場 所】 さいとぴあ 多目的ホール
【入場料】 無料

※当日のパンフレットは、西部七校区各公民館で配付しています。
【問い合わせ先】実行委員長 竹園（℡090-1921-7455）

スロージョギングは、話せるくらいのペース（にこにこペース）で走るエネルギー
代謝消費の高い運動です。若い人から高齢者まで天候に関係なく行え、運動不足の方
やジョギングが苦手という方に特におすすめです！

「お正月遊び・絶叫大会」
<お正月遊び>
大人には懐かしく、子どもたちには「初体験」の昔遊びを計画しました。
日 時 2月16日（日）9時30分～12時30分
場 所 西都小学校 体育館・運動場（集合は体育館）
内 容 コマまわし・けん玉・羽子板・お手玉・かるた・すごろく・あやとり・

竹馬・もぐら打ち・たこあげ・シャボン玉・車輪まわし 等
指 導 ・シニアクラブ ・地域指導者 ・子ども会 ・西都小PTA
参加費 無料 対 象 どなたでも
※若いお父さん、お母さん方も挑戦しませんか？
（幼児は保護者同伴でお願いします。)

主催：西都小PTA、子ども会・青少年部会、シニアクラブ、西都公民館

<絶叫大会>

当日、お正月遊びと並行して「絶叫（ぜっきょう）大会」も行います。
不審者に声をかけられた時、だれが一番大きな声で周囲に危険を知らせる
ことができるかを競います。

主催：防犯・防災部会

協賛：校区自治協議会、九州郵便局長協会

子育て交流サロン「さいと」

日 時 2月17日(月)10時～12時
場 所 西都公民館 講堂
※申し込みは不要です。 ※駐車場が狭いので、車での来場はご遠慮ください。

主催：校区社会福祉協議会

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）

安藤内科・循環器科クリニック、昭和病院、
GKC学研都市クリニック

年に一度は健康チェック!
問い合わせ先：西区健康課 ８９５－７０７３

毎月１～７日は

～西福岡税務署からのお知らせ～
確定申告などに関するお問合せ

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

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。

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？

「室見川自然観察ウォーキング」参加者募集！
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) 10時～15時頃
【集合場所】地下鉄橋本駅ロータリー ※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895-
7032、FAX885-0467、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。


