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照葉北公民館だより
照葉北公民館

≪人権擁護委員の日≫
「全国一斉『人権擁護委員の日』特設人権相談所」を

開設します。
あなたの悩みを人権擁護委員に相談してみませんか

日 時 ６月１日（火）午前１０時～午後１６時
場 所 福岡市役所１階多目的スペース

６月１日は，「人権擁護委員の日」です。あなたの街の身
近な相談パートナーである人権擁護委員が，家庭内の悩
みごとや隣近所とのトラブル，いじめや差別などの相談に応
じます。
相談は無料で，秘密は固く守られますので，お気軽にご
相談ください。
【問い合わせ先】福岡法務局 福岡人権擁護委員協議会

（TEL 092-722-6199）

照葉北公民館だより

お花で母の日プレゼント

～新年度のご挨拶～

【福岡市からのお知らせ】

令和３年度福岡市香椎浜公民館主事の募集について
～香椎浜校区及び近隣校区にお住まいの皆様へ～

地域コミュニティ活動等に関する深い理解と関心を持ち、公民
館事業を積極的に推進していく上で必要な能力と熱意を有す
る人で、居住または職業等の関係で館区内の実情に明るい人
を募集しますので、お知らせいたします。(詳細は募集案内をご
確認ください）

◆募集期間 ３月２９日（月）～４月１１日（日）
◆募集案内 東区地域支援課及び照葉北公民館で配布
（市ホームページにも掲載）
◆問合わせ及び申込み先 東区地域支援課
◆ TEL645-1036 FAX645-1042

東第１０いきいきセンターふくおか
移転のお知らせ

センター職員の増員などにともない
令和３年４月１日より下記住所に移転します。
電話番号・ＦＡＸ番号などはこれまでどおり変わりま
せん。
新住所）東区香椎照葉３丁目２ｰ１シーマークビル

２階 ２０５号
電話番号）６７４－２５１１
FAX番号）６７４－２５１２
相談時間）月曜日～土曜日 午前９時～午後５時まで
担当校区）照葉北、照葉、香椎浜、城浜

日時：５月８日（土）１０時～１２時
場所：照葉北公民館 講堂
対象：小・中学生
講師：木村 愛氏

（㈶国際こども花基金ボランティア）
材料費：５００円
定員：２０名（先着順）
受付開始：４月5日（月）
必要な物：花ばさみ（普通のハサミでも可）

お持ち帰り用袋（ビニール袋）
申込先：照葉北公民館

子育てラボのご案内

おうちにいる子 集まれ～
パパもママもみんなであそぼ～

日時：５月１３日（木）１０時～１２時
場所：照葉北公民館 講堂
対象：未就園児（1歳以上の方）
定員：１０組（先着順）
受付開始：４月５日（月）９時～
申込先：照葉北公民館
※ごきょうだいで参加できます。

お気軽にお問い合わせください❕
空調・換気工事に伴う利用制限のお知らせ新年度がスタートしました。

新型コロナウイルス感染症を過剰に恐れることなく、
また気を緩めることもなく、新しい春を明るく迎えた
いものです。
照葉北公民館も初めての新年度を迎えます。
実行と定着の一年として、ひとつひとつ丁寧に事業
を行ってまいります。
引き続き、照葉北公民館の事業に、ご理解とご協力
をお願いいたします。
新たに、照葉北校区へご転入の皆さま、校区の情報
などお気軽にお尋ねください。
お会いする日を楽しみにしております。

照葉北公民館 館長 相澤麻美
スタッフ一同

月 日 曜日 月 日 曜日

4 29 （木） 10 17 （日）

5 2 （日） 11 21 （日）

6 20 （日） 12 28 （火）

7 25 （日） 1 4 （火）

8 16 (月） 2 20 （日）

9 23 （木） 3 27 （日）

＊変更になる場合は公民館だよりでお知らせします。

４月

5月

※利用申し込みがなければ、臨時休館とします。

   利用を希望される場合は、４月２６日（月）17時までに

《月1回の臨時休館予定日》

《月１回の臨時休館以外の臨時休館日》

   お願いします。

　　皆様のご協力をお願いいたします。

３日(土)午後・４日(日)

３日(月)・４日(火)・５日(水)

　※ビルの空調工事のため使用できません。

サークル名 対象 曜日 活動週 時間 会費 備考

ペン習字・
かきかた教室

大人 月 1・2・3
18:00～
　20:00

￥3,000/月

ズンバ 大人 毎週
10:00～
　12:00

￥500/回

成城太極拳
子ども
大人

毎週
13:00～
　15:00

￥2,500/月
24式・88式
太極拳

ていねいにくらす
ラボラトリー

大人 3
10:00～
　12:00

ー 意見交換、勉強会

ラナ・
イングリッシュ

大人 2・3
14:00～
　15:00

￥2,000/月

ブレイクダンス 子ども 金 毎週
18:00～
20:00

ー
現在、新規募集は見
合わせています

誠心館空手
子ども
大人

土 毎週
15:00～
17:00

￥2,500/月
+教材道具費
￥500/月

火

水

～照葉北校区自治協議会と共催事業～ 日 曜日 行事

1 木 ★親子LED学び教室

3 土 臨時休館日（午後）

4 日 臨時休館日

7 水 福岡市小中学校　始業式

9 金 　　 福岡市中学校　入学式

14 水      福岡市小学校　入学式

29 木 臨時休館日

日 曜日 行事

2 日 臨時休館日

3 祝 憲法記念日/臨時休館日

4 祝 みどりの日/臨時休館日

5 祝 子どもの日/臨時休館日

8 土 『お花で母の日プレゼント』

13 木 子育てラボ

15 土
照葉北小学校運動会
(2・4・5年）予備日：18日

29 土
照葉北小学校運動会
(1・3・6年）予備日6/1日

　４月 行事予定表

　５月　行事予定表

見学、体験
お待ちしています♪

サークルの申請も
随時、受付けて
おります。

内容・対応/日 4/1 4/21

空調・換気停止期間

臨時休館 ３(午後)～４日

ロビー使用不可 ３日～７日

講堂使用不可 10日～14日

いこいの家・
地域団体室使用不可

９日

倉庫使用不可 14日～16日


