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公民館   No．R ３年度-2 号 
だより  令和３年 5月 1日 〒813-0014福岡市東区香椎台１丁目 3番 7号 

TEL 672-7098  FAX 672-7110 
香椎東  

メールアドレスはkashiihigashi102@jcom.home.ne.jp 

日 曜 
開始時間 

場  所 
内  容  欄 

5/3

～5 

月

水 
公民館 臨時休館日 

内容欄

参照 
金 

10:00 

公民館 

乳幼児教室 

「親子遊びとおしゃべりの場」 

実施日 5/7、14、21、28（金曜） 

5/12 水 
10:00 

公民館 

現代的課題学習講座 
「みんなでよかトレ」 

5/19 水 
10:00 

公民館 

香椎東健康フェスタ 

（どなたでもどうぞ） 

5/23 日 香椎3中 香椎第 3中学校 体育大会 

5/26 水 
10:00 

公民館 

香椎東健康教室 
「健康講話と運動」 

5/29 土 
10:00 

公民館 

香椎東ふれあいカフェ 

(詳細は自治協ニュースをご覧ください) 

5/30 日 香椎東小 香椎東小学校 運動会 

5/31 月 公民館 臨時休館日（予定） 

6/5 土 

10:30 

公民館 
家庭教育学級 
「親子で学ぶ救命救急法」 

19:00 

公民館 
家庭教育学級 
「ほたるのお話」 

 

校区人権標語より 

乳幼児教室 
 「親子遊びとおしゃべりの場」 

日 付：5/7、14、21、28（金曜） 

時 間：10:00～12:00  

(入退室自由／予約不要) 

場 所：公民館 (児童等集会室 ･講堂)   

定 員：なし（現状「密」回避中） 

講 師：5/7、5/14：古賀静子 元園長（大ベテラン） 

        5/21：大石智子 助産師（乳幼児育児中） 

    5/28：未定 

 

 

（※中止／実施 の変更可能性あり）  

【臨時休館日】 
5/3（月）、5/4（火）、5/5（水）は、臨時休館します。 

5/31（月）は月一回の臨時休館を予定しています。 

【新型コロナウイルス対応】 
マスクの着用、手指の消毒、検温、人と人との距離の
確保など、感染対策の徹底をお願いいたします。 

【図書利用】 
ミニ図書館として、福岡市総合図書館から半年ごとに
８０冊（新刊 2～3 冊含む）の本を借りてきます。 

従来のあやすぎ図書室と合わせて、是非ご利用くださ
い。2 週間 3 冊まで貸し出せます。 

リクエストにも応じます。（必ずしも入手できるとは
限りませんので御了承ください。） 

 

公民館ブログ、お電話等でご確認ください

60 歳以上の地域の皆様が利用できる施設で、香椎
東公民館内に併設しています 

東香園（福岡市老人福祉センター）が実施するシニ
ア教室※、地域の高齢者グループや町内会/自治会
の老人会活動などが行われています。 

※R3 年度のシニア教室 

■糸まりとさげもん 火曜 10：00～12：00 

■書道       木曜 10：00～12：00 

 
老人福祉センター東香園よりお知らせ 

不登校・行き渋り等 保護者会 
 

校区在住で、お子様が不登校や行き渋り状態

にある保護者の方、またそういった状態を乗

り越えた方が集まった会です。 

月に１回香椎東公民館に集まり、皆さんで不

安や辛い気持ちを分かち合いながら、前向き

な気持ちで子どもたちに接することができる

よう、現在十数名の方が参加されています。次

回は 5 月 18日（火）10 時に開催します。関心

のある方は直接お越しください。 

詳しい内容を知りたい方は、公民館へお電話

いただければ、会の代表者の連絡先を教えて

もらえます。 

現代的課題学習講座 
「みんなでよかトレ」  
日 付：5月 12 日（水）  

R3 年度は毎月第 2水曜に実施 

時 間：9:15～9:45 (入退室自由) 

場 所：公民館 講堂 

内 容：福岡市が作製した「みんなでよかトレ体操」の

DVD を見ながら、健康体操を行います。 

定 員：30名（出席カードは 30 枚準備） 

対 象：校区住民、福岡市民の皆様 

共 催：校区衛生連合会・校区男女共同参画推進会 

 

家庭教育学級 
「親子で学ぶ救命救急法」  
日 付：6月 5日（土） 

時 間：10:30～11:30 

場 所：公民館 講堂 

講 師：福岡市民防災センターより 

内 容：講義や映像で命の大切さを学んだ後、心肺蘇生

法、ＡＥＤの使い方を体験し習得します。 

定 員：高学年児童とその保護者 10 組（計 20 名） 

協 力：香椎東小学校ＰＴＡ 

 

香椎東健康教室 
「健康講話と運動」  
日 付：5月 26 日（水） 

時 間：10:00～11:00 

場 所：公民館 講堂 

対 象：高齢者の皆様  定 員：30 名（申込先着） 

申込み：公民館窓口・お電話（092-672-7098）で受付 

講 師：畑中 慎太郎 氏 (香椎原病院 健康運動指導士) 

内 容：健康講話と運動を行います。 

告 知：次回は、6/23（水）10 時～ 香椎会館にて 

 

     

家庭教育学級 
「ほたるのお話」  
日 付：6月 5日（土） 

時 間：第 1部 19:00～20:00 

    第 2部 20:00～21:00 

内 容：第 1部：公民館 講堂でのお話と映像視聴 

第 2部：下原又は長谷方面でのほたる観察 

※第 2部は任意参加。天候・月明り等、蛍が 

発光する条件が満たされない場合中止します。 

講 師：今林 康治 校長（香椎東小学校） 

定 員：児童と保護者 予約先着 10組（計 20名） 

申込み：公民館窓口・お電話（092-672-7098）で受付 「不登校・行き渋り等保護者会」より 

「香椎東老人いこいの家」のご案内 

【公民館サークルの紹介】 

香椎東公民館では 57 のサークルがあります。 

【文化･芸術】古典読書、書道、囲碁、はが
き絵、絵手紙、英会話、韓国語、茶道、謡曲、
合唱、歌、大正琴、太鼓、雅楽、料理、男性料
理、手芸、ふれあいサロン､トールペイント、
麻雀、ウクレレ、クラフト楽器  

【スポーツ･体操】社交ダンス、フォークダ
ンス、フラダンス、ヨガ、体操、ストレッチ、
太極拳、兵法、バレー、ソフトバレー、卓球、
バウンドテニス、空手、山登り、ウォーキング 

【子ども向け】育児サロン、そろばん、太鼓、
ソフトボール、バレエ、キッズダンス、バスケ
ットボール、バトン、拳法、フラダンス、空
手、剣道 

開催曜日や時間等は裏面の、「サークル一覧
表」をご覧下さい。 

また、福岡市学習情報提供システム「学びア
イふくおか」や公民館ブログから、サークル
情報が得られます。是非検索してみて下さい。 

 

公民館からのお知らせ 


