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◎令和４年度事業チラシ 

 （主催事業） 

・早良区人権講座（第１回）  （P1） 

・早良区人権を考えるつどい  （P2） 

・早良区人権講座（第２回）  （P3～４） 

  （指定管理者企画事業） 

・親子で楽しむミュージカル  （P5） 

・名作映画を楽しむ    （P6） 

・早良市民センター秋の文化祭  （P7） 



日時：令和４年6月21日（火）

10：00～12：00 (受付 9：30～）

場所：福岡市立早良市民センター

４階ホール
早良区百道２丁目２番１号

市営地下鉄「藤崎駅」下車 2番出口

西鉄バス「藤崎バスターミナル」下車

【お問い合わせ・申込先】

早良区役所生涯学習推進課

〒814-8501

早良区百道２丁目１-１

TEL ０９２-８３３-４４０１
FAX ０９２-８５１-２６８０

E-mail gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

主催：早良区人権啓発連絡会議 早良区役所

国立病院機構 九州医療センター小児科医長

NPO子どもとメディア代表理事

九州大学医学部臨床教授

佐藤 和夫 さん

「電子メディアの子どもへの影響」
～親子でスマホリテラシー～

令和４年度 早良区人権講座（第１回）

リテラシーとは・・・

読み解く力、ある分野に関する知識やそれを活

用する能力です。スマホリテラシーとは、スマホ

（タブレット等）に関するリテラシーです。

スマホやタブレット等の情報機器を正しく安全

に使うことができる知識や能力、スマホが溢れる

現代では「スマホから離れる力」も必要です。

医学博士、小児科専門医、新生児専門医として、医療

現場で活躍中。願いは「すべての子どもが幸せになるこ

と」。

昭和57年に九州大学医学部を卒業し、同大学病院小

児科に入局。福岡市立こども病院や九大病院、大分県立

病院で研修・経験を積み、平成12年4月に九州医療セ

ンター小児科医長に就任、現在に至る。平成22年4月

からは、九州大学医学部臨床教授としても研究や後進の

指導・育成に従事。

平成16年、小児科医会子どもとメディア委員会委員

として、「子どもとメディア」の問題に対する提言作成

にかかわる。子どもとメディアの問題や子どもを取り巻

く環境に関心を持ち、電子メディアが子どもに与える影

響等について各地で講演中。

定員：先着200名 入場無料・事前申込必要
申込方法 ５月30日（月）から電話、FAX、Eメールのいずれかの方法で。

・電話、FAXでお申込みの方は、裏面をご利用ください。

・講演を録画した動画配信（後日：期間限定）をご希望の方は、裏面を参照して

Eメールでお申込みください。（動画の二次利用、無断転載は禁止します。）

・当日は、検温・手指消毒・マスクの着用をお願いします。

・手話通訳・要約筆記があります。（会場のみ）

・新型コロナウイルス等の感染状況により、定員が変更、または中止となる

ことがあります。

動画配信あり（後日：期間限定）
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令和４年度 早良区人権を考えるつどい

「助けて」と言える社会へ
～コロナの時代を生き抜くために～

NPO法人抱樸 理事長

おく だ とも し

奥田 知志さん

日時 令和４年７月７日(木)
14：00～15：30 (13：30開場）

会場 早良市民センター 4階ホール
（福岡市早良区百道2-2-1）

【プロフィール】
1963年生まれ。関西学院神学部修士課程、
西南学院大学神学部専攻科をそれぞれ卒業。
九州大学大学院博士課程後期単位取得。
1990年、東八幡キリスト教会牧師として赴
任。同時に、学生時代から始めた「ホームレス
支援」に北九州でも参加。事務局長等を経て、
北九州ホームレス支援機構（現 抱樸）の理事
長に就任。これまでに3500人(2020年3月
現在)以上のホームレスの人々の自立を支援。

主催：早良区人権啓発連絡会議 早良区役所

【お問い合わせ・申込先】 早良区役所生涯学習推進課

Tel ０９２(８３３)４４０１ FAX ０９２(８５１)２６８０
E-mail gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

事前にご希望の方へ

録画を配信します

（後日，期間限定）

200名

入場無料
先着順

申込 ６月１３日（月）から電話、ＦＡＸ、Eメールのいずれかで
※裏面の申込書をご利用ください。

◎講演の録画配信（後日、期間限定）をご希望の方は、裏面を参照のうえ、
Ｅメールでお申し込みください。

◎手話通訳・要約筆記あり（会場のみ）。
◎当日は、検温・手指消毒・マスクの着用をお願いします。
◎新型コロナウイルス感染症等の状況によっては、定員の変更や中止となる
場合があります。

定員

2



令和４年度 早良区人権講座（第２回）

日時…令和4年9月20日(火)
開場 13時
講演 13時30分

～15時30分

申込…8月29日 受付開始

場所…福岡市立早良市民センター
４階 ホール
早良区百道２丁目２番１号
市営地下鉄「藤崎駅」下車 2番出口
西鉄バス「藤崎バスターミナル」下車

【お問い合わせ・申込先】
早良区役所生涯学習推進課 〒814-8501 早良区百道２丁目１-１
TEL 092-833-4401 FAX 092-851-2680
E-mail gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

早良区人権啓発連絡会議・早良区役所 主催

福岡県弁護士会所属
弁護士法人福岡西法律事務所
代表社員弁護士
い とう たく

伊藤 拓 さん

先着200名

申込は
裏面へ→

録画の

後日配信
有

【伊藤 拓 プロフィール】
東京都中野区出身
平成21年弁護士登録（福岡県弁護士会）
平成23年10月 長崎県対馬市に赴任。
対馬ひまわり基金法律事務所所長として、
司法過疎の解消に取り組む。
平成27年5月 福岡西法律事務所開設
平成30年11月 弁護士法人福岡西法律事務所設立
成年後見の受任をはじめ、高齢者支援の医療・介護
ケース会議への助言、医療職向けの研修講師の実績も
多数。
街の身近な法律相談所として、年間300件以上の相談
にのっている。

100歳まで生きるとしたら・・・
人生は山あり谷あり。
高齢になって、健康や財産などで、
先の見えない不安をお持ちの方も
いらっしゃるでしょう。
どうすれば、安心な生活を送る
ことができるでしょうか？
高齢期に、あなたと家族の
人権を守る方法、一緒に
考えてみませんか。

陽のあたる道を歩こう
～あなたと私を守るもの～

（高齢期の人権を考える）
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令和４年度 早良区人権講座 第2回

１ 電話、FAXでお申し込みの方
（※後日の録画配信希望の方は「Eメール」でお申し込みください）

２ Ｅメールでお申し込みの方

【申込先】 早良区役所総務部生涯学習推進課 宛て
TEL 092(833)4401 FAX 092(851)2680
Eﾒｰﾙ gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

※録画配信(後日期間限定で配信)をご希望の方は、上記２によりお申し込みください。録画の二次利用、無断転載は禁止します。
※ご提供いただいた個人情報は厳重に管理し、目的外には使用いたしません。
※新型コロナウイルス等の感染状況により、定員が変更、または中止となることがあります。
お申し込み時に定員を超えていた場合や、感染拡大防止等のため中止する場合は、その旨ご連絡いたします。

※会場には手話通訳・要約筆記があります。また、会場へは公共交通機関をご利用してお越しください。
※参加者に新型コロナウイルスの感染が確認された場合は、講演後にご連絡することがあります。
なお、その場合、氏名、連絡先を保健所等の公的機関へ提供させていただくことがありますのでご了承ください。

お申込は

8月29日

(月)から

　　下記の①～②をお電話にて092(833)4401へお申し込みいただくか、

　　下欄に記入のうえFAXにて092(851)2680へご送信ください。

（ふりがな） （ ）

①ご氏名

※日中に連絡が取れるお電話番号をご記入ください

（ ）

②お電話番号

(1)右のQRコードを読み込み、入力フォームからお申し込みください。
(8月29日から入力フォームが使えます。）

(2)QRコードが読み込めない場合は、
件名を「人権講座申込み」とし、本文に、
①氏名 ②電話番号(日中連絡が取れる番号)
③ 当日受講 (する・しない) ④録画配信を希望 (する・しない)
を記載し、gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jpへ、
8月29日以降に、メールを送信してください。

陽のあたる道を歩こう
～あなたと私を守るもの～

（高齢期の人権を考える）
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早良市民センター文化事業

【日時】 6月12日（日曜日）

【場所】 早良市民センター4階ホール

【定員】 各500名

【事前申込】

【出 演】 劇団ドリームカンパニー
【主 催】指定管理者ふくおか市民施設管理ＪＶ 【共 催】早良区役所生涯学習推進課

【問合せ先】早良市民センター ☎092-831-2321 Fax092-831-2355 メールアドレス sawaracivic@ｈotmail.co.jp

〈駐車場は台数に制限がございます。公共交通機関でお越しください〉

【午前の部】開場10:30 開演11時 終演12時
【午後の部】開場13:30 開演14時 終演15時

“木の人形のピノキオが、人間の少年に生まれ変わる奇跡
のドラマを歌とダンスで丁寧に綴っています。「ピノキオ」に
は、お子様方にお伝えしたい大切な命のメッセージがいっぱ
い詰まっております。どうぞ、皆様でお楽しみください！

入場無料

電話・ファックス・メール・来館で６月11日までに代表者氏名・住所・電話番号・人数
午前の部・午後の部をおしらせください

（新型コロナウイルスの感染状況により人数変更・中止あり）

定員になり次第受付終了
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早良市民センター文化事業

【日 時】 8月28日 （日曜日）
【午前の部】 開場 9 時30分 上映10時 終了 12 時 30分

【主 催】 指定管理者ふくおか市民施設管理JV 【共 催】早良区役所生涯学習推進課

【午後の部】 開場13 時30分 上映 14時 終了 16 時 30分

【事前申込】往復はがき、メール、窓口（白紙の官製はがき持参下さい）にて

氏名、住所、電話番号、人数、午前の部、午後の部を明記のうえ
下記宛までお申し込みください

【定 員】 各500名 （定員になり次第、受付終了となります）

（新型コロナウィルスの感染状況により人数変更・中止あり）

【お問い合わせ】 早良市民センター
〒814-0006     福岡市早良区百道2丁目2番1号

☎ 092-831-2321 FAX 092-831-2355 メールアドレス sawaracivic＠hotmail.co.jp

入場無料

【場 所】 早良市民センター4階ホール

〈駐車場は台数に制限がございます。公共交通機関でお越しください〉

7
月
10
日
よ
り
受
付
開
始
！

6



⑥サークル作品展示会（俳句・川柳・絵画等）
（10/1～10/30まで2階ロビーで展示します）

早良市民センターをご利用の
サークルの皆様が、日頃から
楽しんで創作した作品を展示
しています。
皆様の素晴らしい
力作を是非ご覧ください！

【場 所】 ２階ロビー

⑤早良図書館のイベント
・ブックリサイクル

( 図書館の除籍本の頒布会)
・雑誌の付録プレゼント
10/1より図書館で貸出者に
引換券配布 先着順です。
図書館ご利用の皆様へ向け
楽しいイベントを用意いた
しました。
【会場】第2会議室
【時間】11時～16時30分

③ファニーフタガワの
マジックショーと手品教室

【出演】マジックファニーフタガワ氏
【会場】視聴覚室
【受付】10時
【時間】10時30分～11時30分
【定員】50名
テレビでもおなじみの
マジックファニーフタガワ氏
によるマジックショーと
楽しい手品教室に参加しませんか?

④春まで楽しめる
ハンギングポットの寄せ植え講座

お花の魅力、アレンジの楽しさを学びませんか！
【講師】緑のコーディネーター 石井康子先生
【会場】実習室（各受付は３０分前）
【午前の部】11時～12時
【午後の部】14時～15時
【定員】
・各１２名 (小学生以上)
・持ち帰り用の袋をお持ちください

●事前申込み不要のイベント 図書館イベント 雑誌付録プレゼントは図書館へ 10/1から事前申し込み

【申込み/お問合せ】福岡市立早良市民センター
〒814-0006 福岡市早良区百道2-2-1
☎092-831-2321 Email sawaracivic@hotmail.co.jp

【主催】福岡市立早良市民センター
指定管理者 ふくおか市民施設管理JV

【共催】早良区生涯学習推進課

ご来場は公共交通機関をご利用ください。地下鉄藤崎駅・バスターミナルの直上が早良市民センターです。

【午前の部】
開演
10時00分～11時40分
【午後の部】
開演
13時00分～14時40分
【会場、定員】
4階 ホール
各500名
各回 ３０分前受付

【出演】

【会場】第1会議室
【受付】14時30分
【時間】15時～16時30分
【定員】50名

●①②③④⇒往復はがき投函、センター窓口来館(白紙官製はがき持参) 、メール送信
でお申込みください。先着受付です。10/15頃までに入場整理券送付いたします。
希望イベント(午前・午後)、代表者名、電話番号、住所、参加人数、ご記入ください。

②おもしろ落語2人会

六
松
亭
ぽ
ん
太
氏

粗
忽
家
勘
心
氏

①みんなで楽しむアニメ映画

「内浜落語会」会長 粗
忽家勘心師匠、六松亭ぽ
ん太師匠 今年は２人の
師匠で笑いも２倍にパ
ワーアップ

先生と
ハンギングポットイメージ

すべて無料
9/15(木)より申込受付
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