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第１回 開講式

5月12日（水） 10：00～12：00
歴史講座

『 筥崎宮の歴史』

～私のまちの筥崎さん～

筥崎宮 宮司

・講師：田村 邦明氏

★令和3年度開講式を行います。

令和３年４月１日 ４月号

双寿大学

毎週月曜日 10：00～15：00
（祝日も開いています）
『0才児～未就園児と親』の情報交換の場です。

妊婦さんも、どうぞお越しください。

お弁当やお茶を持ってお気軽にご参加ください♪

ご都合のよい時間にどうぞ！

＜4月＞

5日・12日・19日・26日予定です

＜5月＞

10日・17日・24日予定です

ハムエッグサロン（子育てサロン）

優しさは 暗い心を 照らしてる
人権標語入選作 筥松小学校 ６年生

【公 民 館 か ら の お 知 ら せ 】

第1回 開講式

5月19日（水） 10：00～12：00
出前講座

『 緑のカーテン プロジェクト 』

* 講 師：福岡市環境局

環境・エネルギー対策課

* 対 象：会員及び一般の方

★令和３年度開講式を行います。

女性学級

日 曜 予定

1 木

2 金

3 土

4 日

5 月 ハムエッグサロン

6 火

7 水 筥松小・箱崎清松中　始業式

8 木 ふれあいサロン

9 金 箱崎清松中学校入学式

10 土

11 日

12 月 ハムエッグサロン

13 火

14 水 筥松小学校入学式

15 木 ふれあいサロン

16 金

17 土

18 日

19 月 ハムエッグサロン

20 火

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月 ハムエッグサロン

27 火

28 水

29 木 臨時休館

30 金

４月29日（木・祝）・5月2日（日）は、施設の補修等

のため臨時休館いたします。

５月３日～５日につきましては、利用申込みがない場合

には臨時休館します。利用申込は、４月26日（月）17

時までにお願いします。

詳しくは公民館までお問合せください。621-4999

今年で５７年目を迎える筥松公民館の伝統ある

『双寿大学』に入会されませんか？

５月１２日開講です。みんなで楽しい学習をしましょう。

みなさまの入会をお待ちいたしております。

日  時
 5/12・6/9・7/14・8/18・9/8・10/13・11/10
12/8・4年1/12・2/9・3/9　※毎月第２水曜日

(8月のみ第3）       計11回の予定です。

内  容
 講演（政治、経済、歴史、音楽、健康など）の他
体操講座や創作園芸など多彩です。

年会費
（材料代等実費）

 3,000円　（ 5/12にお支払ください。）
受講料は無料です。
（ただし、バス研修等別途費用が発生する場合もあります。）

『女性学級』は性別や年齢を問わず、興味の

ある方がいつでも自由にご参加いただける

講座です。

毎月第３水曜日１０時～１２時に開催しています。

ぜひお友達、お知り合い等お誘い合せのうえ

お気軽にご参加、入会ください。

※会費は無料です（材料代等実費が必要です）

R3．3/10

令和2年度閉講式にて

R2．12/16

クリスマススワッグ作りにて

公民館の利用の皆さまへ

公民館主催事業については、新型コロナウイ

ルス感染の状況によっては、中止もしくは延

期する場合があります。ご了承ください。

筥 松 公 民 館
〒812-0061 福岡市東区筥松１丁目２１－１

☎６２１-４９９９ FAX ６２１-５０１７

E-ｍail：hakomatsu20＠jcom.home.ne.jp

http：//gakushu.city.fukuoka.lg.jp/

ドラモリ

R3.1/20

西部ガス「パン教室」にて

R2.9/16

陶芸教室「豆皿作り」にて

R2.8/26
健康講座「簡単ストレッチ」にて



　  

　
　

　

　

　

　

「環境美化・ごみ減量推進・紙資源のリサイクル推進」にみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。筥松公民館駐輪場横にリサイクルボックスを設置しています。毎日（土・日・祝日も）9時00分より17時までご利用できます。ただし臨時休館と年末年始とお

盆はお休みです。なお事業所からの資源物は持ち込めません。持ち込むことができるものは「新聞紙・段ボール・雑紙」などリサイクル可能な紙類です。筥松校区には、ほかに筥松小学校裏門（校区紙リサイクルステーション）、筥崎緑道（JR九州高架下）、三愛

シティライフ箱崎10駐車場横、社領北公園、二又瀬運動広場に設置しております。利用時間をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。【筥松校区ごみ減量リサイクル推進会議】

筥松小学校・箱崎清松中学校

ご入学おめでとうございます

・箱崎清松中学校

・筥松小学校

サークルについてのお問合せは

公民館までお願いします。

【お問合せ】 筥松公民館 ６２１－４９９９

筥松公民館以外の会場で活動

されている公民館サークルを

ご紹介します。

活動種目 活動日 時間

バレーボール 毎週・木曜 19:30～21:30 一般

バスケットボール 毎週・土曜 19:30～22:00 一般

バスケットボール 毎週・月曜 19:30～21:30 一般

バスケットボール 毎週・土曜 19:30～22:00 一般

ソレイユ

JAVA　（ジャワ）

清松シニアバスケットボール愛好会

GOIS

名称

活動種目 活動日 時間 対象

バレーボール 毎週・火曜 19:00～21:20 一般

バレーボール 毎週・水曜 19:00～21:30 一般

バレーボール 毎週・木曜 19:00～21:30 一般

バレーボール 毎週・月・木曜 17:00～19:00 小・中・高

バレーボール 毎週・金曜 20:00～22:00 一般

ソフトバレーボール 毎週・月曜 19:00～21:20 小学生～一般

毎週火・水・金 17:00～19:00

土・日・祝 9:00～18:00

バレーボール 毎週・土曜 19:00～21:30 一般

　毎週木曜 17:00～19:00

土・日・祝 9:00～17:00

毎週火曜 17:00～19:00

土・日・祝 8:30～18:00
筥松少年野球クラブ

少年野球
（軟式）

小学生

小学生

シュガーズ

ジュニアフォツクスクラブ 少年ソフトボール 小学生

ミニ

バスケットボール

福岡育児院

チーム筥松

筥松ソフトバレーボールクラブ

筥松ミニバスケットボールクラブ

名称

社領クラブ

ロキシーズ

原田クラブ

名称 内容 活動日 時間 会費 対象

日 歌声サークル筥松①③ コーラス 月2回 10:30～12:30 1,000円 一般

着付け前結び教室①～④ 着付・帯結び 毎週 13:30～15:30 500円 一般

初級トラベル英会話①～④ 英会話 毎週 19:00～20:30 3,000円 中学生以上

おとな習字①～④ 習字 毎週 18:00～20:00 3,000円 中・高・成人

いない いない ばあ② 育児サークル 月1回 10:00～12:00 300円 0.1.2歳児親子

げんきっこ①③ 育児サークル 月2回 10:30～12:30 200円 1才～3才児親子

10 :30～12:00

13 :00～14:30

やさしい気功と整体①～⑤ 気功、整体 毎週 13:30～15:00 2,000円 どなたでも

チュチュ・エトワール①～④ 子どもバレエ 毎週 17:00～19:00 3,000円 5歳～

PINE　BOX①～⑤ ピラティス 毎週 13:00～14:40 3,000円 一般

子ども習字（水）①～④ 習字 毎週 16:30～18:30 3,000円 年長・小・中

Newdigger's ①～⑤ ダンス 毎週 18:00～20:00 3,000円 幼児～大人

AEROsun-tha①～⑤ エアロビクス 毎週 10:00～10:45 500円 どなたでも

パワーキッズ① 17 :50～18:35 小学低学年

パワーキッズ② 18 :40～19:25 小学高学年

KIDS DANCE（木）①～⑤ ダンス 毎週 19:00～21:00 1レッスン500円 4歳～大人

親子リトミック 育児サークル 月2回 10:00～11:00 2,500円 1才半～3才

親子リトミックベビークラス 育児サークル 月1回 11:15～11:45 1回500円 6ヵ月～1才半

15 :00～16:00

16 :00～17:00

子ども習字（金）①～④ 習字 毎週 16:30～18:30 3,000円 年長・小・中

Newdig ger's  Jaz z  h ip hop①～⑤ ダンス 毎週 18:00～20:00 3,000円 幼児～大人

筥松子ども合気道①～⑤ 子ども合気道 毎週 10:00～11:30 3,000円 小・中学生

レアレアマカニ①～③ 子どもフラダンス 月3回 10:00～11:30 1,500円 幼児・小学生

KIDS DANCE（土）①～⑤ ダンス 毎週 14:00～16:00 1レッスン500円 4歳～大人

月

2,500円

3,300円 一般火 舞オカリナ教室②④

水

どなたでも11 :00～12:15

土

オカリナ 月2回

ヨガ 毎週

子ども英語 毎週

子ども体操 毎週

木

YOGAsun-tha①～⑤

3,000円

2,500円 幼児～小学生金
筥松キッズトレーニング

①～⑤

令和３年度始めの「そば打ち教室」です

＜開催日＞・ 5月9日 (日)(出欠連絡締切日５/6（木）まで)

・ 5月23日 (日)(出欠連絡締切日５/18（火）まで)

14：00～できるまで

＜場 所＞ 筥松公民館 １日体験も大歓迎！
＜持 参＞ 帽子（三角巾など）・エプロン・タッパー・スリッパ

＜講 師＞ 佐々木正高氏（博多夢そばの会 師範）

＜参加費＞ 2,500円/回（材料代含む）
（お一人10人分の蕎麦打ちをします）

＊粉の手配がありますので、公民館へに申し込みください。

３月1日(月)、幼稚園・

保育園・お引越しなどで

３月ハムエッグサロンを

卒業される親子さん達の

修了式を行いました。

🌸公民館の裏の桜で記念写真！
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