
4月4日（土）～ 5月6日（水）は
休館です。

緊急事態宣言を踏まえ、各公民館は休館して
います。休館の期限については、状況により延
長になることがあります。

勢いで 動画をのせて 大丈夫？（第12回「いじめ防止標語コンテスト」全国賞作品より）

子育てサロン「ひよっこ」

2020年 5月 今津公民館だより
福岡市西区今津２１３１－３

電話 ８０６－２０２１
FAX ８０７－２５５０

imazu32@jcom.zaq.ne.jp

5月21日（木）に予定して
いた「ひよっこ」は新型コロナ
ウイルス対策のため中止です。

今津イノシシ情報
3月２１日～4月２０日の間に

1 頭捕獲

フレッシュアップ教室

5月25日(月)は
臨時休館します

この日に利用を希望される場合は，
5月15日（金）正午までにご連絡を
お願いします。

気軽に

お立ち寄り
ください

5月13日（水）に予定していたフレッシュ
アップ教室（開講式と運動）は新型コロナウ
イルス対策のため中止いたします。

1 5/13
開講式★いつまでも動ける身体をつくろう！

～スロージョギング（持久力アップ）～

2 6/10
★いつまでも動ける身体をつくろう！
～バランスの良い食事の話と運動～

3 7/8
★いつまでも動ける身体をつくろう！
～お口の健康（オーラルフレイル予防）と運動～

８月 夏休み

4 9/9 調理実習～ヘルスメイトによる健康食～

5 10/14
★いつまでも動ける身体をつくろう！

～体力測定と運動～

6 11/11
いつまでも動ける身体をつくろう！

～筋トレ講座①～

7 12/9 調理実習～おせち料理～

8 1/13
リフトアップ・美顔

～マイナス5歳の美肌作りと顔の体操～

9 2/10
いつまでも動ける身体をつくろう！

～筋トレ講座②～

10 3/10 閉講式・ウォーキング

R2年度フレッシュアップ教室 中止

中止

紙リサイクルステーション
場所 今津公民館
日時 毎週土曜日・日曜日 ９時～１７時
回収できるもの 新聞紙（含む折り込みチラシ）・ダンボール・雑誌・書籍

牛乳パック類・紙製手提げ袋・包装紙・封筒
ティッシュ箱（ビニール部分は取り除く）など

回収要領 種類ごとに紐で縛ってお持ちください
紙以外は回収できません

 
にっこりいちご文庫（文庫活動） 

公民館が開館した場合に活動します。 

5月の活動日 9日(土)・14日(木)・23日(土)  

場所 今津公民館 児童等集会室/貸出期間 2週間  

時間 土曜日 10:00～12:00 

木曜日 13:00～15:00  

 

今津いきいき健康講座

6月15日（月）に「今津いきいき
健康講座」（日赤病院、シーサイド
病院共催）を予定していましたが、
中止となりました。

ただいま公民館は休館中です。みなさまには
大変ご迷惑をおかけしています。
身体と心を元気に保つための講座が次々と中

止になってしまうことは心苦しい限りですが、
食事や日々の運動など、こんな中でもできる方
法で健康を保ち、開館したら元気にお会いしま
しょう！

～6 水

5 火 10:00 今津ふれあい市 運動公園

10 日 9:00 校区親善ソフトバレーボール大会 運動公園

13 水 10:00 フレッシュアップ教室　開講式 公民館

21 木 10:00 子育てサロン　ひよっこ 公民館

25 月

6 土 13:00 第1回福祉配食 公民館

10 水 10:00 フレッシュアップ教室 公民館
6月

臨時休館日

緊急事態宣言を踏まえ休館

5月



曜日
太極拳 太極拳 1,2,3火 10:00 ～ ホール
社交ダンス 社交ダンス 1,2,3火 13:00 ～ ホール
トモエ会 日本舞踊 2,4火 17:00 ～ ホール
わかば会 日本舞踊 1,2,3火 20:00 ～ ホール
将棋 将棋 1,2,3水 9:00 ～ 老人いこいの家

コーロ・ステッラ コーラス 1,3水 10:00 ～ ホール
生け花 生け花 2,4水 13:00 ～ 学習室
歴男歴女の会 歴史 2水 13:30 ～ 地域団体室

今津のことば　かたろう会 ことば 3水 13:00 ～ 地域団体室

TAOエナジー 健康体操 1,3水 20:00 ～ ホール
和裁 裁縫 1,2,3木 13:30 ～ 地域団体室

縫布の会 洋裁 4,5木 10:00 ～ ホール
もくよう会 手編み 1,2,3木 13:00 ～ 老人いこいの家

卓球(金） 卓球 1,2,3金 9:00 ～ ホール
ににぎの会 文学講座 1金 10:00 ～ 地域団体室

吟友会 詩吟 1,3金 10:30 ～ 老人いこいの家

虹 水彩画 2,4金 10:00 ～ 学習室
ヨガ ヨガ 1,2,3金 13:30 ～ ホール

子ども英会話 英会話 1,2,3金
15:30

16:30 ～
児童等集会室

地域団体室

三味線・浄瑠璃 浄瑠璃 1,2,3金 19:00 ～ 老人いこいの家

将棋（初心者） 将棋 1,2,3土 9:00 ～ 老人いこいの家

子ども書道 書道 2,4土 10:00 ～ 地域団体室

書道 書道 2,4土 13:30 ～ 老人いこいの家

にっこりいちご文庫 文庫 3木2,4土
木13:00

土10:00 ～ 児童等集会室

俳句会 俳句 3土 13:00 ～ 地域団体室

卓球（日） 卓球 1,2,3日 9:00 ～ ホール
櫻井流璞支部 詩吟 1,2,3日 9:00 ～ 老人いこいの家

興国吟詠会 詩吟 1,2,3日 10:00 ～ 地域団体室

ひだまり 育児サークル 1,2,4木 10:00 ～ 児童等集会室

ひよっこ 子育てサロン 3木 9:30 ～ ホール
今津ミニバスケットクラブ バスケット 土・日 9:00 ～ 今津小学校体育館

今津少年空手道教室 空手 月・火・木 18:00 ～ 今津小学校体育館

Verdeバトミントンクラブ バドミントン 土 19:00 ～ 今津小学校体育館

歩こう会 ウォーキング 不定期 ～ その他
TEAM Ima-zu ソフトバレー 水・金 20:00 ～ 今津小学校体育館

今津少年サッカークラブ サッカー 火・木・土 16:30 ～ 今津小学校校庭

福岡ダイヤモンドナイナーズ ソフトボール 日 9:00 ～ 今津小学校校庭

鳳の会 日本舞踊 水・金 20:00 ～ 大原集会所

館
外

館
内

R2公民館サークル活動一覧
サークル名 内容

主な開催日程
場所

時間帯

コロナに負けない身体づくり！おうちで筋トレ①

コロナに負けない身体づくり！おうちで筋トレ②
②スクワット＜立ち座り＞①片足立ち

5秒間でお尻をゆっくり下ろし

5秒間でゆっくり立ち上がりましょう
左右1分間ずつ 5セット

西区地域保健福祉課（895-7080）

 


