
令和２年度奈多公民館講座
ゴールド大学（高齢者教室）

4月9日（金）

今回は 4月11日(日)の知事選投票会場設営のため、

第１部のみの開催となります。
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奈多公民館だより

(はくさ)

裏面のお知らせもご覧ください

4月２3日（金）

フレンドキッチン

掲載されている行事等につきましては、今後の情勢により 変更する場合があります。

変更した場合は公民館の掲示板、各町内の掲示板に掲示しますので、そちらでご確認ください。

臨時休館のお知らせ

4月25日(日) ： ４月臨時休館日
5月 ２日（日) : ５月臨時休館日
5月 ３、４、５日 : GW臨時休館日

第１部１４：００～１５：００

～ 明治食育セミナー～

ヨーグルトのひみつ
講師：株式会社明治

子育てサロンきらきら星☆彡

開催日 4月5、12、19、26日
5月10、17、24、31日

（祝日を除く月曜日）

時 間：10:00～12:00

場 所：奈多公民館 講堂

対 象：乳幼児親子、プレママ

飲み物は各自ご準備ください。

また、マイスリッパもご持参ください。

保健師さんに相談がある時はご連絡ください。

☆ボランティア募集中・見学いつでも歓迎

公民館だより(白砂)より詳しい情報を!!

「奈多公民館ブログ」

で検索してください．

中学生大会・中止

その他の行事につきましては、町内掲示板等にてお知らせいたします。～お知らせ～

第6期
フレンドキッチンが始まります。
4～9月全6回 楽しく料理しましょう!

・開催日＆時間
4月２4日（土）9:30～12:00

・持って来るもの (名前の記入をお願いします)

エプロン・三角巾・水筒・タオル・マスク・

うわぐつ（公民館のスリッパは使えません）

主催 奈多公民館 ６０７－４６９７

今後コロナの感染状況で

変更の可能性があります

日時：4月27日(火）10:00～12:00

場所：奈多公民館

内容：お･た･の･し･み!!

第１部１４：００～１５：００

～口腔ケア～
講師：東区保健福祉センター

第２部１５：００～１６：００

～よかよかよかトレ～
講師：和白病院 櫻 木 先生

（ヨガマットをお持ちの方はご持参ください）

奈多公民館ボランティアさん大募集!

① 鉛筆削り名人（３～５人）
【1週間に１ダースを、自宅でカッターで削ってください】

② 包丁研ぎ名人（３～５人）

【月に一回包丁５本を、砥石でといでください】

登録申し込み先 奈多公民館 ６０７－４６９７

報酬はありませんが、お礼として公民館敷地内での季

節の収穫物をプレゼントします。

③ グリーントンネル制作スタッフ（１０人）
【ゴーヤ・朝顔などで、公民館スロープにグリーントンネルを作ります】

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、3月中旬から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、ご理解いただけ
ますようお願いいたします。

○提供（両方）会員養成講習会日程

○場所：福岡市市民福祉プラザ６階601研修室
○申し込み・お問い合わせ先

5/11（火）10時から15時

5/14（金）10時から14時30分

5/19（水）10時から15時

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会

福岡ファミリー・サポート・センター本部

〒810-0062 中央区荒戸3-3-39

TEL：７３６-１１１６ FAX：７１３-０７７８

Eメール：f-support@fukuoka-shakyo.or.jp

福岡ファミリー・サポート・センターの提供（両方）会員になって、
託児あり（抽選・

4/30申込締切）

4/15以降5/6までに 電話・はがき・

メール・FAXのいずれかで申し込ん

でください（先着順）。

○福岡ファミリー・サポート・センターの詳細につい

てはこちらをご覧ください。

不正利用かも！？利用明細は必ず確認
●「クレジットカード会社から利用
した覚えのない請求があった」とい
う相談が寄せられています。第三者による不正利用の
おそれもあります。
●利用明細は必ず毎月確認しましょう。クレジット
カードを利用した際の伝票や注文確認メール等は保管
しておき、日付や金額等を利用明細と突き合わせて確
認しましょう。

薬の包装シートの誤飲に注意

●薬を包装シートごと誤って
服用してしまう事故が起きて
います。包装シートは誤飲防止のため、１
錠ずつ切り離せないように横か縦の一方向
にのみミシン目が入っています。はさみな
どで１錠ずつに切り分けないようにしま
しょう。

初老賀

餅まき
4月4日(日)

志式神社にて

10:00～

厄払い神事

10:30～

記念撮影

11:00～

紅白餅振る舞い

左記の日については、利用申し込みがない場合は、
臨時休館とします。 利用申し込みされる場合は、
４月26日(月)17時までに申し込みください。

奈多公民館 館長 木村 洋

今後変更の可能性あり



種　目 名　　称 時間帯 利用週

28 29 30 31 1 2 3 カラオケ 白百合会 13:00～15:00 1・3 ママさんバレー 奈多クラブ

童　謡 きらきらハーモニー 14:00～16:00 2 毎週 19:30～21:30

童　謡 童謡サークル　野ばら 14:00～16:00 4 少年空手 日本空手道　　誠心館

ヒップホップ ダンス 和白中ダンスサークル 16:00～19:00 1～4 毎週 17:30～19:30

水 墨 画 あじさい会  9:30～12:00 1・3 中学・大人卓球 奈多卓球クラブ

卓　球 はまゆう 9:30～12:30 1～4 毎週 19:30～21:30

韓国料理 チャングム 9:30～13:30 1 大人バトミントン 奈多バトミントンクラブ

洋　裁 さくら 9:30～13:00 1～4 毎週 19:30～21:30

4 5 6 7 8 9 10 フラダンス 奈多フラダンス教室 12:30～15:30 1～4 小学　ミニバス 奈多サンライズ

詩　吟 錦城流詩吟 13:00～15:00 1～3 毎週 17:00～19:30

カラオケ ひまわり教室 13:30～15:30 1・3 ママさんバレー 奈多クラブ

絵 手 紙 絵手紙サークル 13:30～16:00 1・3 毎週 19:30～21:30

ヒップホップ ダンス Candy Drops　Ａ 16:00～19:00 1～4 小学　ミニバス 奈多サンライズ

ヒップホップ ダンス Candy Drops　Ｂ 19:00～21:00 1～4 毎週 17:00～19:00

体　操 ＴＡＯエナジー気づきの体操  9:30～11:00 1.2.4 小学　剣道 奈多剣道少年団

カラオケ うぐいす会 9:20～12:00 1・3 毎週 18:45～20:45

11 12 13 14 15 16 17 書　道 書道教室 9:30～12:00 1・3 小学　ミニバス 奈多サンライズ

育　児 キラキラママキッズ 10:00～12:00 2・4 毎週 13:00～17:00

着物着付 着付教室 10:00～12:30 1・3 中学なぎなた 奈多なぎなたクラブ

手　芸 手芸教室 10:00～13:00 1～4 毎週 9:00～12:00

ラージボール ラージボール同好会 13:00～16:00 1～4 ママさんバレー ＴＲＵＳＴ(トラスト)

詩　吟 香雲堂吟詠　奈多教室 13:00～16:00 2～4 毎週 19:30～21:30

ヒップホップ ダンス 和白中ダンスサークル 16:00～19:00 1～4 小学　ミニバス 奈多サンライズ

ヨ ガ ヴァーマ 19:00～20:30 1～4 毎週 9:00～17:00

18 19 20 21 22 23 24 卓　球 ピンポンズ 9:30～12:30 1～4

和菓子教室 楽卓(らった) 9:30～13:00 3

パン教室 パセリ 9:30～14:00 2

定例会 パン教室 スマイル 9:40～14:00 1

社交ダンス ダンスサークル奈多 14:00～16:00 1～4 小学ソフトボール 少年ソフトボールクラブ

定例会 書　道 書道サークル 14:00～18:00 1～4 土・日・祝 9:00～18:00

ｸﾗｼｯｸﾊﾞﾚｴ 奈多子どもバレエ 17:00～19:30 1～4

社交ダンス 奈多ソシアルダンス 19:30～21:30 1～4

25 26 27 28 29 昭和の日 30 1 健康体操 ジョイトレ奈多 10:00～11:30 1・3

料理教室 スクスク365 10:00～13:00 1

親子 ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟﾀﾞﾝｽ Ｍｉｌｋｙ（ミルキー） 10:00～12:00 1・3

民踊舞踊 めぐみの会 10:30～12:30 2・4

詩 舞 道 詩舞道錦城流 13:00～15:00 2・4

麻　雀 すずめ同好会 13:00～16:00 2・4

護身術拳法 護身流拳法　武影信館 15:30～19:00 1～4

中国武術 中国武術　新風拳社 19:00～22:00 1～4

日 ヨ ガ ヨーガ・プラス 10:00～12:00 1・3

金

土

4 April～奈多校区カレンダー～

「奈多の会」 自治協議会

奈多小入学式 民児協定例会

休館日

防災士会

ヘルスメイト

・詳細のお尋ね、見学、入会申込等は当該サーク

ルの活動日に活動場所(公民館又は小学校)へ行

かれて、当該サークル代表者に直接お尋ね下さい。

2021年度奈多公民館サークルの利用について

日

奈多小運動場利用

水

木

曜日・種目・名称・時間帯

男女共 ゴールド大学 フレンドキッチン

総会予定

総　会

雁の巣自治会

水

金

土

ゴールド大学
木

火

月

少年補導員・

指導員定例会

社協　定例会 子育連定例会 和白中入学式

サークル代表者

会議

狂犬病

予防接種

～奈多公民館サークル紹介～

奈多公民館利用　 　奈多小体育館利用

日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat 曜日・種目・名称・時間帯

月
自治協全体会議

火

～第5週サークル休み～

～年度初めサークル休み～

三
月
の
階
段
ア
ー
ト

春
霞
に
浮
か
ぶ

～
赤
富
士
～
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