
    

 
 

 

   

 

日時：4 月25 日（日） 

        13:00～15:30 

集合：和白公民館（ちょっと学習） 

場所：和白干潟（潮干狩り） 

公民館から徒歩で移動します。 

参加費：無料 

定員：親子 20名になり次第締め切ります 

申込み：ウエットランドフォーラム 

Tel 080-5251-8677 （松本）                    
 

5 月のゴールデンウィークについて 

5 月 3 日（月）～5 日（水） 

上記の期間は公民館利用が少ないため、 

申し込みがない場合は臨時休館します。 

利用申し込みは 4 月 26 日（月）17:00 まで

にお願いします。 

待っていま～す♪ 

人との間隔をあけて 

行います。 

マスクとお茶をお忘れなく！ 
 

７日 楽しく歌おう♪ 

2１日 健康体操！ 

 
 

令和３年４月号 

月号 

福岡市和白公民館 
福岡市東区和白 3-28-31 

TEL 092-606-3001 FAX 092-606-5262 
Eメール:wajiro48@jcom.home.ne.jp 

http://gakushu.city.fukuoka.lg.jp/ 
ひろげよう だれかを思う やさしさを 

【お友だちいっぱいできるよ】 

日時：４月 23 日（金）10:00~12:00 

場所：和白公民館 講堂 

対象：未就園児親子 

申込み：不要 

2021年度和白公民館の基本方針 

１、 校区住民及び各種団体の活動拠点として信頼され親しまれる公民館となることに努める。 

２、年間をとおして予定している公民館主催事業をもれなく実施する。 

３、地域の各種行事の支援を行うとともに支援に必要な情報の収集に努める。 

４、地域住民が親しく話し合い笑顔をもって 集い差別もいじめもない人権を大切にする地域 

コミュニティーづくりの場となることに努める。 

５、公民館及び各種団体が行う事業を通して高齢者支援や青少年の健全育成、安心して子育てが

できる環境づくりを行なうとともに地域の特性となる自然や歴史を大切に保存していく。 

６、自治協議会をはじめ、各種団体と行政とのパイプ役に努める。 

７、災害時の一時緊急避難の場所として提供する。 

 

 

 

和白校区の皆様に『信頼され親しまれる公民館』であるよう以下の職員・スタッフで 

頑張ってまいりますのでご指導とご協力の程宜しくお願い致します。 

和白公民館  館長 稲葉 勝祥 ／  主事 菊川 香代子 

事務補助要員  占部 恵美子 ・髙原 三保子 ・小林 まゆみ ・賀屋朎子 
 

和白公民館職員・スタッフ紹介 

日時：４月２５日（日）13：00～16：00 

場所：和白公民館 児童等集会室 

対象：和白中学校の生徒 

申込み：不要 

マスクを必ずつけてきてください。 

 

 
主催：第 2・3地区民生委員児童委員協議会 

   主任児童委員 
 

 

臨時休館日のお知らせ 
４月の臨時休館日 4 月 30 日（金） 
5 月の臨時休館日 5 月 2 日（日） 

 

 きょうだいも一緒に 

来ていいよ！ 

 

簡易型防犯カメラの設置について 
 

公民館の利用者と公民館職員の安全確保に向け

た対策として、公民館に簡易型防犯カメラを設置

しています。 

簡易型防犯カメラの設置は、公民館の利用者と

公民館職員の安心感の向上と犯罪の抑止を図るこ

とを目的としており、プライバシーの保護に配慮

した適正な管理及び運用を行ってまいりますの

で、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

  

  

本紙掲載の内容について、今後の新型コロナ 

ウイルス感染対策により、延期もしくは中止と 

なる場合がございます。 

【ドコモスマホ講座】  

日時：4 月 22 日（木）13:30~15:30 

場所：和白公民館 講堂 

対象：どなたでも 

定員：10 名 

(締め切りは 4 月 19 日（月）まで) 

申込み：和白公民館 ℡ 606-3001 

 

 【持ってくるもの】 
・マスク・軍手・汚れてもいい

服装。長靴や汚れてもいい靴 

・アサリを採る道具 

アサリ持ち帰り用容器、袋 

【樹脂粘土で兜
かぶと

をつくろう】  

日時：4 月 22 日（木）10:00~12:00 
場所：和白公民館 講堂 

講師：中上真千子氏 

対象：どなたでも 

材料費：500 円 

定員：10 名になり次第締め切ります 

申込み：和白公民館 ℡ 606-3001 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4月 曜 公民館関係 校区・自治協議会関係 

１ 木  小中学生大会説明会 

２ 金   

３ 土  自治協議会定例会 

４ 日   

５ 月   

６ 火   

７ 水 和みカフェ  

８ 木   

９ 金   

１０ 土  自治協総会 

１１ 日  県知事選挙 

１２ 月   

１３ 火   

１４ 水   

１５ 木  小学生大会説明会 

１６ 金   

１７ 土  各種団体総会  

１８ 日  中学生大会 

１９ 月   

２０ 火   

２１ 水 和みカフェ  

２２ 木 樹脂粘土で兜をつくろう・ドコモスマホ講座 

２３ 金 わじろワイワイサロン 校区役員全体会議 

２４ 土   

２５ 日   

２６ 月   

２７ 火   

２８ 水   

２９ 木 昭和の日  

３０ 金 公民館休館日（予定）  

曜 サークル名

ひまわりカラオケ教室 10：00～12：00 1・3週

和白GOクラブ 17：00～18：00 1週のみ

「プラム」
パソコンクラブ

10：00～12：00 2・4週

車いすレクダンス　矢車草 12：00～14：00 1週のみ

和白句会 13：00～15：00 3週のみ

和白書道会（学生） 16：00～18：00 1・2・3週

和白書道会（大人） 18：00～20：00 1・2・3週

ヒップホップダンス
DEEP-W（ディープウー）

18:00～20：30 1・2・3・4週

健康体操 9：30～11：30 1・2・3・4週

フラワーアレンジメント
フラワーフローレンス

10：00～12：00
14：00～16：00

3週

パッチワーク 13：30～15：30 2・4週

エアロビクス
「美」トレーニング 12：00～14：00 1・2・3・4週

リトミックサークル
いちごみるく

15：00～16：00 1・2・3・4週

絵手紙サークル（Ｂ） 10：00～12：00 1・3週

絵手紙サークル（Ａ） 13：00～15：00 1・3週

和白キッズダンス 17：00～19：00 1・2・3・4週

花謡会（B） 18：00～20：00 1・3週

天狗会囲碁 13：00～16：00 1・3週

花謡会（A） 18：00～20：00 1・3週

ギターアンサンブル
クレシェンド 19：00～21：00 2・4週

リラックスアロマヨガⅠ 13：00～14：30 1・2・3週

リラックスアロマヨガⅡ 19：30～21：00 1・2・3週

茶道・表千家（初心者） 10：30～12：30 2・4週

詩吟

亀井神道流 香椎晴陽会
13：30～16：00 1・2・3・4週

和白フォークダンス 14：00～16：00 1・2・3・4週

NAOチアダンスクラブ 16：30～19：30 1・2・3・4週

 和白公民館 グループサークル一覧表【場所：本館】
時間

月

火

水

木

金

曜 サークル名

和白柔道教室（子ども） 18：00～20：00 1・2・3・4週

空手（昇蓮塾） 20：00～22：00 1・2・3・4週

油絵（和白水曜会） 14：00～16：00 1・2・3・4週

和白柔道教室（子ども） 18：30～20：30 1・2・3・4週

和白柔道教室（大人） 20：30～22：00 1・2・3・4週

木曜太極拳 10：00～12：00 1・2・3・4週

日本空手道　誠心館 16：45～21：00 1・2・3・4週

合気道（和白祥平塾） 19：00～21：00 1・2・3・4週

和白太極拳（初級） 9：30～11：30 1・2・3・4週

和白太極拳（上級） 11：30～13：30 1・2・3・4週

碧心会和白なぎなた
クラブ 15：00～17：00 1・2・3・4週

和白柔道教室（子ども） 18：30～20：30 1・2・3・4週

和白柔道教室（大人） 20：30～22：00 1・2・3・4週

卓球（和白卓球） 9：30～11：30 1・2・3・4週

卓球（トータルクラブ） 13：00～15：00 1・2・3・4週

空手（拳誠塾） 15：00～17：00 1・2・3・4週

少林寺拳法
和白スポーツ少年団

17：00～19：00 1・3週

合気道（和白祥平塾） 17：00～19：00 1・2・3・4週

日本空手道誠心館
19：00～21：00
18：00～20：00

1・3週
2・4週

ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ（鳳泉会) 9：30～12：30 1・2・3・4週

和白公民館剣道教室 16：30～18：30 1・2・3・4週

 和白公民館　グループサークル一覧表【場所：武道場】

時間

月

水

木

金

土

日

曜 サークル名

新体操（シーナRG） 17：00～20：00 毎週

雁の巣バレーボール 20：00～22：00 毎週

ミニバスケットボール

（和白ブルインズ） 17：00～18：30 毎週

和白少年剣道部 18：30～21：00 毎週

木 空手（武神会） 18：30～20：30 毎週

ミニバスケットボール
（和白ブルインズ） 17：00～19：30 毎週

和白バドミントンクラブ 20：00～22：00 毎週

NAOチアダンスクラブ  9：00～13：00 1・3週

新体操（シーナRG）
13：00～17：00
9：00～13：00

1・3週
2・4週

和白ジュニア
フットボールクラブ

14：00～17：00 2・4週

和白少年剣道部 18：30～21：00 毎週

ミニバスケットボール
（和白ブルインズ）  9：00～13：00 毎週

ソフトバレーボール
（ソルトソウル） 18：00～21：00 毎週

曜 サークル名

月
バレーボール
（ＢＥＲＲＹ） 20：00～22：00 毎週

バレーボール
（ＴＲＵＳＴ） 20：00～22：00 毎週

バレーボール
（スマイル） 20：00～22：00 毎週

バレーボール
（和白パワーズ） 19：30～22：00 毎週

バレーボール
（奈多ママバレーボール） 20：00～22：00 毎週

バレーボール
（ＢＢＳ） 20：00～21：45 毎週

婦人バレーボール
（和白クラブ） 19：30～22：00 毎週

バレーボール
（どんぐりクラブ） 19：30～22：00 毎週

器械体操
（和白体操クラブ） 19：30～21：30 毎週

バレーボール
（和白パワーズ） 19：30～22：00 毎週

ソフトバレーボール
(オーシャンズ) 20：00～22：00 毎週

日 和白バスケットボールクラブ 19：30～22：00 毎週

日

 和白公民館 グループサークル一覧表【場所：和白小学校】

時間

火

水

金

土

土

 和白公民館 グループサークル一覧表【場所：和白中学校】

時間

火

水

木

金

4 月の主な行事（予定） 

 

 
 

 

和白校区町内会及び各種団体の役員の方におかれましては、新

年度を迎えご多忙中のことと存じます。 

今年度の各種行事に対しましてもご協力とご指導の程宜しくお

願い申し上げます。 

 又今年度も和白公民館と一体となって地域力アップに努める

所存です。 

 恒例の役員全体会議を開催する予定でしたが、コロナ感染拡

大防止の為中止とさせていただきます。 

日時：4月 23日（金） 

和白校区自治協議会 会長 野口 公治 

 

入学おめでとう 

和白中学校 4月 9日（金） 

和白小学校 4月 14日（水） 

安心安全マップについて 

必要な箇所を目立たせるために誇張されており実際の地図と少々異なる点があります。 

ご了承ください。 

犬の登録と狂犬病予防注射 

日時：4 月 16 日（金） 

受付時間：13:30~14:00 

場所：和白公民館駐車場 

第 58回 女子ソフトバレーボール大会 

  第 63 回 男子ソフトボール大会 

  

  

 


