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令和３年（２０２１年） 

４月１日発行  
お問い合わせ、申込みは 

三苫公民館へ 

皆様のご協力をお願いします。

４月のいちごカフェ 

  13:00～16:00 

 

。

皆さんに、ゆっくりとくつろいでいただく 

スペースです。

コーヒーやお茶を用意しています

お気軽にお越しください 

。

『オリーブ保育園・第二オリーブ保育園』と『みとま保育園』のご協力により、ベテラン保育士さんがやさしく 

指導してくださいます。 

歌ったり、踊ったり、工作、ゲーム、芋ほりなどをしたり、楽しい体験がいっぱいです。親子でストレス解消

して友達の輪もひろげましょう！  

弟や妹がいてもだいじょうぶ！ 子育て支援ボランティア『スイトピー』の託児もあります。(要相談) 

☆対 象 Ａグループ･･･三苫校区在住の未就園児（１歳～２歳）と保護者

Ｂグループ･･･三苫校区在住の未就園児（２歳以上）と保護者 

☆定 員 各グループ ５組（定員になり次第締め切ります）

☆時 間 １０：３０～１２：００

☆場 所 三苫公民館（「おいも畑に行きましょう」は公民館に集合後近くの芋畑に移動します）

☆日 程 下記の表のとおり ☆申込み 三苫公民館 ☎６０６－４５１１

※１０月の「おいも畑に行きましょう」参加者は当日、いも代(実費)を徴収しますので、ご了承ください。

Ａグループ Ｂグループ 内 容 

５月 １１日（火） ５月 1８日（火） はじめまして よろしくね 

６月  ８日（火） ６月 １５日（火） 歌って踊って音楽会 

７月 １３日（火） ７月  2０日（火） 暑い夏に負けないぞ 

９月 １４日（火） ９月 ２１日（火） ホップ！ ステップ！ 運動会

１０月 未定（火） ♪ＡＢ合同です♪ おいも畑に 行きましょう 

12 月 1４日（火） 12 月  ２１日（火） みんなたのしみ クリスマス 

１月 １１日（火） １月 1８日（火） あけまして おめでとう 

２月 ８日（火） ２月 1５日（火） ポカポカ 春がやってくる 

※日程につきましては変更する場合がありますのでご了承ください。

５月３日（月）～６日(木)に、利用申込みがない 

場合はゴールデンウイークは臨時休館します 

（５月６日（木）は５月の臨時休館日です） 

【 ときめきホリデー 】 

☆日 時 ５月 ８日(土)

１０：００～ 

☆場 所  三苫公民館 

☆講 師  田中 政甫 氏 

（嵯峨御流 福岡司所 正教授） 

☆対 象  三苫校区にお住まいの小・中学生 

☆材料費  ５００円（当日徴収します） 

☆定 員  １０名 （４/１より先着順受付） 

☆申込先  三苫公民館 ☎６０６－４５１１ 

☆持ってくるもの

・花バサミ（普通のハサミでも可）

・お持ち帰り用袋（レジ袋など）

感謝の気持ちを込めて大好きお母さんに 

お花を贈りましょう 

今年度の公民館事業計画 
◇ときめきホリデー（子どもの健全育成関連事業）

子ども達の個性を豊かに伸ばすため、活動の場を提供する◦ 

◇にこにこふれあい広場（乳幼児ふれあい学級）

地域ぐるみで子育てを支援する環境づくりを行い、乳幼児をもつ親と子の健やかな成長を手助けする。 

◇さわやか教室（高齢者地域参画支援）

高齢者が若い親や子ども達の健全育成の場に参加したり、研修会を通して生きがいづくりの場を提供する。 

◇優しい思いやり学級（男女共同参画学習）

講演会やその他の学習を通して、日常生活の中にある男女の性的偏見に気づき、人権の尊重について自らを 

見つめ直していく場をつくる。 

◇明るい家庭づくり学級（家庭教育学級）

未来を担う子ども達の健全な育成について、家庭における基本的生活習慣を学び、身につける場をつくる。 

◇地域体育振興事業

地域の体育振興・普及及び親善のため、卓球教室やグラウンドゴルフ講習会を実施する。

◇人権問題学習講座

地域の人権意識を高め、差別や偏見のない環境づくりを目指す。 

◇地域ボランティア講座

地域や公民館事業などの活動に参画していただける人材発掘を目指す。 

◇安全・安心まちづくり講座

防災講座を通して、地域の防災意識を高め、安全・安心な校区を目指す。 

≪グループ・サークル活動≫ 裏面に記載しておりますが、詳細については回覧板をご覧ください。 

退任のご挨拶 
 前年度は、コロナ禍の中で公民館、各種団体のイベント等も中止や延期で大変な１年でしたが、ご協

力いただきありがとうございました。 

さて、私こと３月３１日をもちまして、三苫公民館を退職いたしました。 

 ５期１０年間の間、社会教育や生涯学習に携わり多くの方々の出会いや校区の皆様をはじめ関係機関

及び各種団体の方々の温かいご支援ご協力を賜り、有意義に楽しく勤めさせていただきました。 

心より厚くお礼申し上げます。 

これからも三苫公民館同様よろしくお願い申し上げまして、退任のご挨拶といたします。 

副田 幸治 

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、ご理解いただきますようお

願いいたします。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592461282/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWktbGlicmFyeS5jb20vc296YWkvMTA5NTY-/RS=%5EADB64gOY4Zoj0TpTrxfQBt0s0PrMVA-;_ylt=A2RiomBhtuleI0QAHy2U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1592461282/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWktbGlicmFyeS5jb20vc296YWkvMTA5NTY-/RS=%5EADB64gOY4Zoj0TpTrxfQBt0s0PrMVA-;_ylt=A2RiomBhtuleI0QAHy2U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


日 曜 公 民 館 関 係 校区・自治協議会関係 

1 木   

2 金  ○評議員会（３丁目）     20:00～ 

3 土 

〇ときめきホリデー 

 『子ども生け花教室』   10:00～ 

〇公民館サークル開講式   14:00～ 

○評議員会（５丁目）      19:30～ 

〇6・7丁目新旧評議員会･総会  19:00～ 

4 日  
〇1丁目総会         10:00～ 
〇2丁目総会         10:00～ 

5 月  
〇老ク連総会         10:00～ 
〇各種団体予算（案）審議   19:30～ 

6 火   

7 水 
〇スイトピー広場      10:00～ 
〇スイトピー定例会     12:00～ 

 

8 木  
〇小学生大会・壮年ソフトボール・ママ

さんバレーボール大会説明会 19:30～ 

9 金  
〇和白中学校入学式    【和白中】 
〇福岡県知事選挙会場準備 

10 土  

○評議員会（２丁目）     19:00～ 

○評議員会（6・7丁目）     19:30～ 

〇５丁目総会         19:00～ 

              総会終了後 評議員会 

〇福岡県知事選挙会場準備 

11 日 

 

 

 

〇福岡県知事選挙投票日    

〇４丁目総会         10:00～ 

        総会終了後 評議員会 

12  月  〇いちごカフェ     13:00～16:00 

13 火  ○評議員会（１丁目）     20:00～ 

14 水  〇三苫小学校入学式     【三苫小】 

15 木  

〇地域カフェ『ひだまり』 

    11:00～15:00【4・5丁目集会所】 

〇母子巡回健康相談      13:30～ 

16 金   

17 土  
〇ヘルスメイト総会      10:00～ 

〇第 18回自治協議会総会   19:30～ 

18 日   

19 月  
〇ほのぼのサロン『お手玉で脳を活性化 

 しよう』          10:00～ 
20 火   

21 水 〇スイトピー広場      10:00～  

22  木   
23 金   

24 土  

○自治協４役＆自治連４役会  9:00～ 
○自治協定例会(５月定例会）  10:00～ 
〇自治協活動講座       11:30～ 
〇救急救命講座        13:30～ 

25 日  〇『くるり』13:00～16:00【和白公民館】 

26 月 〇公民館臨時休館日  

27 火  〇男女共同参画みとま輪の会総会 13:30～                 

28 水   

29 木 昭和の日  

30 金   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三苫公民館地図 
※さわやか教室とは、｢高齢者教室（高齢者地域参画支援）｣のことです。  

※ときめきホリデーとは「子どもの健全育成関連事業」のことです。  

※【 】は開催場所。記載がない行事は三苫公民館です。ただし未定の場合もあります。 

※各町内会の評議員会や総会の開催場所はそれぞれの町内会の【集会所】です。 

 

三苫公民館地図 

  
       三苫校区 

    人権尊重推進協標語 
     友達を  

きずつけないで 

         仲良くね 

三苫校区の様々な情報を発信してい

ます。ちょっと覗いてみてください。 

★４月の主な行事★ 

                     

計１２日間 

月 日 曜日 

４月 ２６日 月曜日 

５月  ６日 木曜日 

６月 ２８日 月曜日 

７月 ２６日 月曜日 

８月 ３０日 月曜日 

９月 ２０日 月曜日 

１０月 ２５日 月曜日 

１１月 ２９日 月曜日 

１２月 ２８日 火曜日 

１月 ３１日 月曜日 

２月 ２８日 月曜日 

３月 ２８日 月曜日 

 

１．目 的 
  ・施設メンテナンス 

・職員の研修等の円滑な実施 

 
 ２．実施予定日 

 

≪館内サークル≫ 

〇鶯國流剣琳館（剣舞）      〇玄海相撲甚句(相撲甚句)  

〇太極拳三苫サークル（太極拳）  〇居合道（居合） 

〇３B スパンコール（健康体操）  〇ストロベリーフィールズ(コーラス) 

〇和光三苫教室（硬筆）      〇ステップ 21（健康体操） 

〇さくらの会（民踊）      〇三苫囲碁同好会（囲碁対局・親睦） 

〇日向ひょっとこ踊り三苫愛好会（ひょっとこ踊り）  

〇楽しいラインダンス（ラインダンス） 

〇hope dance school（キッズダンス）  

〇よさこい舞斬（よさこい）      

〇リラックスヨガ＆リンパ（ヨガ＆セルフリンパ） 

 

≪小学校利用サークル≫ 

〇ファニーズ（バレーボール）   〇パインコーンズ（バレーボール）   

〇ＣＯＬＯＲＳ（婦人バレーボール）〇和白少年剣道部（剣道） 

〇日本空手道誠心館（空手）    〇ＡＭＯＲＥ（サッカー） 

〇和白ブルインズ（ミニバスケットボール） 

〇福岡三苫ヤンキース（小学生軟式野球） 

〇ＮＡＯチアダンスクラブ（チアダンス） 

〇三苫バドミントンクラブ（バドミントン） 

〇ＣＬＵＢ東福岡ジュニア（サッカー） 

〇ＵＮＩＸ（バドミントン） 

※活動曜日、時間、月会費などの詳細は、4 月の回覧板のサークル一覧

で、お知らせします。興味のある方は、公民館までご連絡ください。 

 

ボランティアさんを探しています 

ボランティアとしてお手伝いいただける方、ご連絡ください。 

◇スイトピー広場（子育て支援：子ども達の見守り） 

◇いちご文庫（子どもの居場所作り支援：読み聞かせ、昔遊びなどのお手伝い） 

◇いちごカフェ（地域の憩いの場作り：お茶などの接待、参加者の話相手） 

宝の人材を探しています 

何かの専門的な知識がある。手品がうまい。 

音楽活動をしている。バンドを組んでいる。 

など、その経験を公民館や地域で生かしてみませんか？ 

思い当たる方、公民館までお知らせください。 




