
 

馬出公民館では概ね 60 歳以上の方を対象に防犯や省エ

ネ、人権問題など様々な課題を取り入れ講座を行ってい

ます。本年度は、5 月の開講式になります。皆様お誘いあ

わせの上ご参加ください。詳しくは 5月号に掲載します。 
馬出おんがくの広場 

今年度も続けます。お時間のある方はぜひご参加く

ださい。毎月第 3 水曜日午後 7 時から 2 時間です。

ミニコンサートもあります。練習のつもりで出演し

ていただける方は公民館までご一報ください。 

お待ちしています‼ 

曜 サークル名 時　間 会　費 指導者 代表者 備　考

火 観世流　心謡会 １４：００～１６：００ 3,000 伊藤　松儀 有隅　高春 月３回

フレッシュ体操 １０：３０ ～１２：３０ 2,000 稲光志保子 柴田ヨシ子 月4回

　吟詠　華京会 １３：３０～１５：３０ 3,000 薄　　 華京 加藤　愛子
月３回

（平山流）

押し花
蘭・ラン

１２：３０～１４：３０ 3,000 若狭ちとせ 伊藤須三子
月2回
第１・３

日本舞踊 １３：３０～１６：３０ 3,000 藤間　勢勇 堀　宮子 月4回

剛柔会　悟空塾 １８：００～２１：００ 3,000 小山　義則 小山　義則
火木/週

火は小学校

体育館

ヘルシーフラ
レインボーシャワー

１３：２０～１４：５０ 3,000 前田　文代 中田由紀子 月3回

馬出子ども
体育教室

１５：１５～１６：５０ 2,500 肥後橋　誠 塩沢　佳子 月4回

華麗太極拳 １９：３０～２１：３０ 3,000 水町　晴美 森　千枝子 月４回

子ども囲碁 ９：３０～１２：３０ 1,000 宮崎　重人 深浦　詠美 月４回

書道教室 １０：００～１１：３０ 2,500 池上　帰燕 松畠千鶴子 月３回

月・木･

金

婦人バレー
馬出チーム

１９：００～２２：００ 1,500 西田　桜子
月・木・金
体育館

土・日 バドミントン １９：００～２２：００ 3,000 福嶋　亨 平井　輝人
土・日
月８回

月木金

土日祝 ミニバスケット
１７：００～１９：００
午前もしくは午後

3,000 高橋　賢一 岡本未菜 火、水曜日　休み

金
ビクトリー

バトミントンクラブ
１９：３０～２１：３０

月１６００
教材費実費

山口　誠和 濱上　亜矢

火・木

土 馬出柔道クラブ １９：００～２１：００ 1,500 松永　順 森山　里美
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令和 3 年度 

 
1．生涯学習の場として、講座･事業の推進。人権尊重を

基調とした人権学習を推進し、明るく住みよい地域づ

くりを目指し人尊協の活動に協力する。 
2．乳幼児とその親が、育児に深く悩むことなく子育て

ができるよう支援する。 
3．子ども達が様々な体験を通して他の保護者や地域と

の関わりを深め健全に育成されることを推進する。 
4．高齢者大学の充実と新規加入を促進する。 
5．グループ･サークルの増員を行う。地域コミュニティ

活動の拠点としての役割を向上させ、校区諸団体との

連携に努める。 

令和 3 年度も 
よろしくお願い致します。 

陽春の候、校区の皆様方におかれましてはご健勝の

事とお喜び申し上げます。日頃より公民館事業に対し

ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
令和２年度は、世界中がコロナ禍感染防止対策一色

に染まり、校区の定例事業をはじめ公民館事業もほぼ

全事業中止を余儀なくされました。令和３年３月に入

りようやくワクチン接種に着手され始めましたが、ま

だ安心は出来ません。公民館事業に於きましても、マ

スク、消毒、対人距離の確保を遵守しながら主催事業

を復活したいと考えております。令和３年度も昨年に

引き続きサークル活動公募に取り組んでまいります。 
新しい情報等がありましたら公民館まで、ご連絡お

待ちしております。皆様方のご協力の程よろしくお願

いいたします。 
福岡市馬出公民館 
館長 小池善夫 

 
 

福岡中学校 4 月 9 日（金） 
馬出小学校 4 月 14 日（水） 

あいさつは 心がかよう おまじない 
（平成 27 年度 福岡市人権尊重推進委員会 人権作品集より） 

 
4 月になりました。毎月サークル紹介を掲載します。 
気になるサークルがありましたら、見学も可能です。ご連
絡ください。今月の紹介は華麗太極拳です。 
 
 
 

サークル会員募集 

令和 3 年 4 月号 

 
 

日 時 4 月 26 日（月）午前 10 時から 
場 所 馬出公民館 講堂 
内 容 リズム体操 

ふれあいサロン  
主催 男女共同参画協議会カトレア 

まいだし英会話講座が 
始まります 

申し込みは 4月 8日までに公民館にお知
らせください。 
日時 4月 12・19・26日 
   5月 10・17日 いずれも月曜日 
   19時～20時 30分 
講師 地域指導者 西田正治さん 
場所 馬出公民館  
 

皆さんご存知ですか？馬出公民館では毎週金曜日午後 7 時 30
分から 9 時 30 分まで 1階の講堂にて老若男女で太極拳の練習

をしています。コロナ禍の昨今、アメリカでは太極拳のゆった

りした呼吸と動きが見直されブームになったとか！適度な運

動負荷が免疫力アップに繫がるそうです。 
肩や足腰の痛い方じっとしていては 
いけません、ますます身体は 
固まります。あなたのペースに合わせて 
ゆっくりと太極拳をやってみませんか？ 

The new school year begins from April in 
Japan. Let‘ｓ start something new! 
There are various circle clubs in our 
public hall. If you have any circle clubs 
that interest you, please ask us. 
 

◎ 

華麗太極拳 

4 月から「ミニ喫茶まいだし」が始まります。詳しくは裏面です 

臨時休館のお知らせ 
・4 月 30 日（金）は臨時休館です。 
・5 月 3 日～5 日（月・火・水）利用申し込みがない

時は臨時休館します。 
※この日に利用を希望される場合は、4 月 26 日（月）

17 時までにご連絡をお願いします。 

ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

まいだし公民館だより 

福岡市東区馬出 1 丁目 12-33 TEL651-0605/FAX651-0609 


