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≪健康づくり≫（スポーツ講座） 対象：一般
～地域探検ウォーキング～

≪下山門大学≫ 対象：高齢者（下大会員）
～開講式～

毎月 10 日（土日祝の場合は翌平日）に校区周辺を探検
ウォーキングします。どなたでもお気軽にご参加ください。

〔日 時〕 ６月２６日（金） １０：００～

雨天の場合は、館内で健康体操を行います。
〔日 時〕 ６月１０日（水） １０：００～
〔持ってくる物〕 水筒・タオル
動きやすい服装・靴でご参加下さい。
【今年度の実施予定日】
7/10（金）
9/10（木） 10/12（月）
11/10（火） 12/10（木）
1/12（火）
2/10（水） 3/10（水）
≪人権学習講座≫ 対象：高齢者・一般
〔日 時〕 ６月２６日（金） １０：００～
〔講 師〕 西区生涯学習推進課 河原 行孝さん
※どなたでも参加できます。

◆下山門大学会員募集中です◆
月１回程度、バスハイク・健康講座・料理教室・歴史講座
などいろいろな講座を実施します。
（年会費：１０００円）

自分たちで楽しい企画を考えてみませんか？
随時加入できます。
（概ね６０歳以上）

曜
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月

【以下の行事は中止になりました】
≪わいわい子育て≫ 対象：乳幼児と保護者
～お父さん、お母さんのための救命救急～
≪子どもの広場≫ 対象：小中学生

～七夕会・短冊に願いを込めて～

〔日 時〕 ６月２５日（木） １３：３０～
〔対象サークル〕館内 月・水・金 利用サークル

小中学生対象の学習支援をします。
（登録制）
【参加費】 無料
≪今月の学び舎≫1 日・8 日・15 日・２２日・２９日
小学生 １７：００～１８：３０
中学生 １９：００～２１：００
※コロナ対策で学校が休校する場合はお休みになります。

★★★★★ 特に記載がない場合、会場・申込みは下山門公民館です ★★★★★
※公民館にお越しの際はマスクの着用をお願いいたします。

今 月 の 行 事
防災防犯部会定例会
さんさんサロン
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◆放課後学び舎◆ 毎週月曜日

※軍手・ゴム手袋・雑巾を持参頂けると助かります。

日

開講式当日の申し込みも可能です。

公民館清掃のお知らせ

各サークル２～３名の参加をお願いします。
清掃後、避難訓練を行います。

下山門子育て支援
乳幼児と保護者の交流の場です。
開催時間 10:00～14:00（時間内出入り自由）
6 月 ９日（火） 通常サロン
６月２３日（火） プール遊び（気温による）
※オムツがとれていないお子様は水遊び用オムツをご持参く
ださい。

火

社会福祉協議会理事会
人権尊重推進協議会事務局会議

１０

水

地域探検ウォーキング

１３

土

ふり～すぺ～す えん

１６

火

自治協議会役員会

２３

火

さんさんサロン

２５

木

全館清掃・避難訓練

２６

金

２７

土

ふり～すぺ～す えん

２９

月

老人クラブ連合会定例会

下山門大学 開講式
交通安全推進部会定例会

6 月の臨時休館について
６月３０日(火) 利用の申し込みがないときは臨時休館
いたしますので ご理解のほどよろしくお願いいたし
ます。利用を希望される場合 ６月２０日(土)17：00
までにお申込み下さい。

環境衛生部会からのお知らせ
ラブアース２０２０について
６月１４日（日）に予定されていました「ラブアース・ク
リーンアップ２０２０」は、新型コロナウイルス感染拡大
予防のため中止になりました。

『西区の宝』 募集中！
市民ボランティア団体「西区まるごと博物館推進会」では，
区内の様々な魅力を発掘し，
「西区の宝」として認定・登録
して守り育てていく事業を行っています。
美しい自然や歴史的価値のあるもの，地域で活躍されてい
る人・団体など，宝にふさわしいと思われるものを推薦し
てください。同推進会で審査のうえ，認定します。現在登
録されている西区の宝は，区ホームページなどで確認でき
ます。認定基準など詳細は，区ホームページ，または区企
画振興課，西部出張所，区内各公民館に備付の案内チラシ
をご覧ください。
【推薦方法】
名称，所在地，地図（団体や人の場合は連絡先住所）
，
写真，内容（資料がある場合は添付）
，推薦者の氏名，
電話番号を書いて，郵送，ファクスまたはメールで
７月３１日（金）
（必着）までに
同推進会事務局（〒819-8501 住所不要，西区
企画振興課内
TEL：895－7032 FAX：885-0467
メール：shinko.NWO@city.fukuoka.lg.jp）へ。

新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル
℡：０９２-７１１-４１２６ （24 時間受付）

サークル会員募集中！！

【健康マージャンクラブ】

【新規購入書籍の紹介】

今年から活動を始めたサークルです。体験・見学いつでも

《子ども・幼児向け》

可能です。お待ちしています！
〔活動日〕 毎週月曜日（月４回）１０時～１２時
〔会 費〕 １回５００円

ロウソクの科学
マイケル・ファラデー 著 竹内敬人 翻訳
「ロウソクの科学」が教えてくれること
マイケル・ファラデー 著 白川英樹 監修

消費生活センターからのお知らせ

新型コロナウイルス
給付金を装った詐欺に注意！
新型コロナウイルス感染症に関する給付金に関連した相談
が寄せられています。
★行政・公的機関、金融機関の職員が訪問し、通帳やキャッ
シュカードを預かったり、電話やメール・SMS で個人情報や
暗証番号を聞き出したりすることは絶対にありません。
★行政から委託されたという業者などからの電話や訪問、
メール・SMS などで、個人情報は教えないようにしましょ
う。
★困ったときは，福岡市消費生活センターにご相談くださ
い。
（消費者ホットライン１８８：お住まいの地域の消費生活
センターへ繋がります）
根拠のないうわさなどに惑わされずに、正確な情報に基づ
いて冷静に対応することが大切です。

あたらしい憲法のはなし
じゃあじゃあびりびり
もしものせかい
こども六法
ざんねんないきもの事典

高見 勝利
まついのりこ
ヨシタケシンスケ
山崎 総一郎
今泉忠明

ちいさなあなたへ
アリソン・マギー
オニじゃないよおにぎりだよ
シゲタサヤカ
キャベツがたべたいのです
シゲタサヤカ
まないたにりょうりをあげないこと
シゲタサヤカ
いのちのおはなし
うまれてきてくれてありがとう
マンガでわかるオトコの子の「性」

日野原 重明
にしもと よう
染矢 明日香

《一般向け》
とんび
マリアビートル
グラスホッパー

重松 清
伊坂 幸太郎
伊坂 幸太郎

おそろし 三島屋変調百物語事始
あんじゅう 三島屋変調百物語続
鴻上尚史のほがらか人生相談
すみっコぐらし ここがおちつくんです

宮部 みゆき
宮部 みゆき
鴻上 尚史
よこみぞゆり

すみっコぐらし そらいろのまいにち
《直木賞・芥川賞受賞作品》
背高泡立草
むらさきのスカートの女

よこみぞゆり

熱源
渦 妹背山婦女庭訓魂結び

川越 宗一
大島 真寿美

古川 真人
今村 夏子

