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姪 
めい 北 

ほく 

〒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 

  

下記の時間に本の貸し出しと返却のみ行います。 

おはなし会はありません。 

９月 ８日（火）１１：００～１２：００ 

９月２９日（火）１５：３０～１６：３０ 

場所はいずれも 姪北公民館 児童等集会室 

                 プーさん文庫 

 

 
 

 
   

ビタミンスペース（運動の場）   

✾日 時 ９月１０日（木），１７日（木），２４日（木）， 

２５日（金） 

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。 

おつきみコンサート～音楽と語りの夕べ～ 
♪日 時 １０月３日（土）１９：００～２０：００ 
♪場 所 姪北公民館 講堂 

♪内 容 ①コントラバス･篠笛･琴の演奏②おはなし 
♪参加費 無料 

✱夜の時間帯の開催ですので，お子さんだけの参加
はご遠慮ください。 

✱定員３６人。１０/１（木）までに，姪北公民館
（TEL 895-1075）にお申込みください 

                      

 
 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 人権に関する標語  
 
目の前の  小さないじめ  見逃すな 

   （姪北小学校６年生の作品） 

 玄関横，事務室窓際の花壇に環境委員の方たちがゴー
ヤを植栽され，葉が多く茂るこの頃は，午後の強い日差
しを防ぐカーテンとなり，とても助かっています。 
 館長就任前から，新型コロナウイルス感染予防のため，
公民館は６月半ばまで閉館していたので，来館される方
がとても少なく戸惑う毎日でした。７月よりサークル等
活動が始まり，少しずつ賑やかになってきました。 
 館長になり防火管理者研修など初めて経験することも
多く，あっという間に５ケ月が過ぎようとしています。 
 遅くなりましたが，共に公民館を支える職員を紹介し
ます。姪浜・内浜公民館から分離し，開館と同時に事務
全般を担当し，人から頼まれると断ることができない人
柄ではと心配するくらい働き，新型コロナウイルス感染
では予防対策を徹底する田中さゆり主事。朝９時前に開
錠し，土日や夕方７時まで窓口，電話対応等担当してい
る事務補助の森八千代，西嶋和義，遠藤美典さん。公民
館事業開催時は，一丸となって進めるパワーは，自治協
役員時から感心していましたが，改めて頼もしく感じて
います。 
 事務室には，自治協議会事務の岡部陽子さんが隔日勤
務されています。 
 これからも，職員一同，来館される皆さんに笑顔で対
応したいと思いますし，新型コロナウイルス感染拡大防
止に向けて，感染予防に気を配り，安心して利用できる
よう努めてまいります。 
                    館長 眞鍋   
 
                      

 
 

 

 

 

公民館の休館について 

公 民 館 風 景  

裏面もごらんください。 
 

 

プーさん文庫からのお知らせ 

全てに共通しています。 
検温とマスク着用をお願いします。 
発熱，風邪の症状がある方，ご家族に具合が悪い
方がいらっしゃる場合は，ご遠慮ください 

 

みんなの公民館 
９月２２日(火)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、９月１２日（土）

１７時までにご連絡をお願いいたします。     

 

子育てサロン「もぐもぐ」 

⁂ 日 時 ９月１８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，事前にご連絡

ください。 

定員５組。おやつやおもちゃの持ち込みは，ご遠慮くださ

い（水分補給のみ）。９/１６(水)までに，姪北公民館（TEL 

８９５-１０７５）にお申込みください。 
 

✐日 時 ９月３日（木）１０：0０～１１：００ 
✐場 所 姪北公民館 講堂 

✐対 象 どなたでも  ※動ける服装でお越しください。 
✐内 容 「はじめてのヨガ」 

✐講 師 久保 澄恵 さん（健康運動指導士） 
✐持ってくるもの 飲み物・タオル 

定員１６人。９/２(水)までに，姪北公民館（TEL ８９５

-１０７５）にお申込みください。 
 

おとな塾～子どもだけじゃ、
もったいない！～ 

✰日 時 ９月３０日（水）１０：００～１１：３０ 

✰場 所 姪北公民館 講堂と周辺 

✰対 象 おおむね６０歳以上 

✰内 容 「ウオーキング教室①」 

✰講 師 柴田 伊津子 さん（健康運動指導士） 

城山  有美 さん（西区保健福祉センター保健師） 

ウオーキングの話の後，外を歩きます。動きやすい服装で

お越しください。定員２４人。９/２４（木）までに，姪北公

民館（TEL ８９５-１０７５）にお申込みください。 

 
 

 

高齢者教室 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



本年度委員になっていただく方をご紹介します。（敬称略） 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

氏 名 選出団体 氏 名 選出団体 

川上 健次 自治協議会 江藤 憲章 スポーツ振興会 

吉村 邦夫 自治協議会 水町  覚 青少年･子ども育成会 

市村 正一 自治協議会 小林 悦子 民生委員・児童委員協議会 

河野 文彦 姪北小学校 君塚 明子 衛生健康委員会 

田上 健二 姪浜中学校 森山 俊哉 スポーツ推進委員 

野上 博充 姪北小学校 PTA 小野 なが子 公民館サークル 

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） 

 体づくりのための運動を紹介しています。 
運動の内容はホームページや QR コードで 
確認できます。 
【ホームページで検索】【QRコードで検索】 
よかトレ 
（介護予防に効果的 
な体操の紹介） 

 

１０月 1日から自転車保険の加入が義務化へ 

「福岡市自転車の安全利用に関する条例」の一部改正

により，１０月１日から，自転車利用者に自転車保

険（自転車損害賠償保険等）への加入が義務付けら

れます。 

近年，自転車利用者が加害者となり，高額の賠償を

命じられる自転車事故が全国的に相次いでいます。

万が一の事故に備え，自転車保険に加入しましょう。 

●加入対象者 

 ▽自転車利用者（子どもが利用する場合は，その

保護者） 

 ▽業務中に従業員に自転車を利用させる事業者 

 ▽自転車貸出業者 
 
詳細は，市ホームページ（「福岡市 自転車保険」で

検索）でご確認ください。 
【問合せ先】 
防犯・交通安全課（TEL ７１１-４０６１） 

高齢者乗車券の手続きが郵送に変わります 

令和２年国勢調査を実施します 

「国勢調査」は令和２年１０月１日現在，日本に住ん
でいるすべての人と世帯が対象です。９月１４日か
ら，調査員が各世帯に回答用の書類をお配りします
ので，調査へのご協力をよろしくお願いします。 
なお，回答につきましては，便利なインターネット
回答をご利用ください。  
かたり調査にご注意ください 
 調査票をお配りする前に電話で調査を行うことは
ありません。また，調査員は必ず「調査員証」を
携帯し，「腕章」をつけています。「国勢調査」を
装って個人情報を聞き出そうとするかたり調査に
ご注意ください。  

【お問い合わせ】西区役所総務課財務・調査係 
（TEL ８９５-７００４） 

╲環境にいいこと始めてみませんか！╱ 

✲日 時 １０月１日（木）～全６回（隔週木曜日） 

１０：００～１２：００ 

✲場 所 西区役所会議室ほか 

✲内 容  雑誌の分別やマイクロチップとレジ袋有料

化，エコものづくりや施設見学など，身近な

環境活動について楽しく「学び合い」ます。 

✲定 員 ６回講座１０名（応募者多数の場合は抽選） 

【応募方法】電話またはハガキ，FAX，メールで①住所 

②氏名③年齢④電話番号⑤「地域環境サポ

ーター養成講座受講希望」と書いて，９/

１７（木）までに西区生活環境課へ（〒8

19-8501 住所不要，TEL：895-7054，

FAX：882-2137，メール：seikatsuk

ankyo.NWO@city.fukuoka.lg.jp） 

※詳しくは，西区ホームページまたは公民館に置いてあ

るチラシをご覧ください。  

地域環境サポーター養成講座 
～第１７期生 大募集～ 

参加費無料 

✚日 時 ９月１７日（木）１３：３０～１５：３０ 
✚場 所 姪北公民館 地域団体室 
✚内 容 「聴覚障がい者の方を招いて学ぶ手話講座」 
✚費 用 初回のみ 2,500 円（テキスト代･講師お礼含む） 
全５回（２回目）の福祉講座です。「やさしい手話」の本
を教材とし、プロジェクターを使用して学習します。 

参加希望される方は、姪北公民館（TEL ８９５-１０７５）へ 

お申し込みください。 

みなさんの参加、お待ちしています！ 
社会福祉協議会 

「福祉講座（手話）」受講者募集 

新型コロナウイルス感染症対策のため，下記の 

イベントを中止します。 

９/ ８(火)「プーさん文庫おはなし会」 

９/２９(火)「地域カフェ」 

「プーさん文庫おはなし会」 
変更があれば，随時，掲示物等でお知らせします。
楽しみにしていただいている方には，申し訳ござい
ません。安心して参加していただけるよう，準備中
です。もうしばらくお待ちください。 

 

中止のお知らせ 

公民館運営懇話会委員の紹介 

【申請】郵送・オンラインで受け付け 
 申請書は市政だより８/１号，または下のセンターへ 
【交付】簡易書留で郵送（９月下旬から順次） 
 ◆新型コロナウイルス感染症対策のため，区役所

では交付しません 
 ◆申請時にＩＣカードの提出は不要です（新しい

ものをお送りします） 
 
お問い合わせは・・・・・ 
高齢者乗車券郵送受付センター 
（平日９：００～１７：００） 
０１２０-５０２-６３３（通話無料） 
ＦＡＸ ０１２０-８８０-２１９ 

 

            

 

 

 

 

 

姪北公民館は 

こちらです 
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