
0 

 

 

 

  

 

【和白干潟を学ぼう】 

日時：６月１２日（土）14：00～16：00 

  講師：松本 悟氏 

集合場所：和白公民館 A講堂 

場所：和白干潟 

参加費：無料 

対象：小学生親子 

  定員：10 組になり次第締切り 

  申し込みは、和白公民館へ 

   TEL：（092）606－3001 

【協力】ウエットランドフォーラム 

    城東高校科学部 

令和3年度の公民館運営懇話会委員に就任いただきます。 

委員の皆様には地域住民の意思を反映させた公民館運営や 

事業を行うための意見をいただきます。 

任期は、令和３年６月１日～令和４年５月３１日までです。 

＜順不同敬称略＞ 

自治協議会会長 野口   公治 

人権尊重推進協議会会長 花田   豊 

社会福祉協議会会長 西    馨 

老人クラブ連合会会長 大嶋  博 

体育協会会長 豊丹生 由美子 

保健衛生献血健康づくり推進会会長 斉藤   桂子 

男女共同参画推進員会会長 堀端   智子 

青少年育成連合会会長 井上   俊一 

和白中学校校長 増田  瑞穂 

和白小学校校長 関     冨弘 

和白小学校PTA会長 楠本   賢司 

和白中PTA副会長 小金丸 賢二 

ｸﾞﾙｰﾌﾟｻｰｸﾙ代表者 吉富  宏子 

食生活改善推進協議会会長 北畑   清栄 

第３民生児童委員協議会校区幹事 坂口  美惠子 

   

  

 

和白公民館臨時休館のお知らせ 
6 月の臨時休館日 6 月 30 日（水）です。 

 

日時：６月２７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 

民生児童委員 

 
 

 

 

令和３年６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 

 【けんちゃん先生の料理教室】 

日時：6 月 21 日（月）10:00~12:00 

講師：けんちゃん先生 

場所：和白公民館 講堂・学習室 

対象：小・中学生の保護者 

材料費：500 円 

募集：10 名（定員になり次第締切） 

申込みは 和白公民館  ℡606-3001 

お弁当を作って持って 

帰ります。 

エプロン、三角巾、上靴を 

ご用意ください 

マスクは必ず着用のうえ 

ご来館下さい 

公民館利用の時のお願い 

 

① マスク着用 

② 入館時の体温チェック 

（発熱・咳ほか、かぜのような症状がある

方は利用を自粛） 

③ 入館時の手洗い 

④ 人と人との十分な間隔の確保 

（2ｍ以上） 

⑤ 頻繁な換気（定期的な窓開け等） 

 

新型コロナウイルス感染症は、高齢の 

方や基礎疾患がある方が重症化する 

リスクが高いとされていますので、 

徹底をお願いします。 
 

 

 
きょうだいも一緒に 

きてもいいよ！ 

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。 

【みんなおいでよ！】 

日時：6 月 25 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  絵本の読み聞かせも

しています。 

 

★持ってくるもの★ 

長靴・帽子・貝掘りの道具・水筒・タオル・ 

【 ドコモスマホ講座 】 
LINE（ライン）について学びます 

日時：6 月 17 日（木）13:30~15:00 

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６月 14 日（月）まで) 

申込み：和白公民館 ℡ 606-3001 

 



         宅配便業者を装った SMS    URLにアクセスしないで 

●宅配便業者の不在通知を装って送られてくるSMS（ショートメッセージサービス）に、偽サイトに

誘導するためのURL が記載されており、アクセスしたことにより、自分のスマホが不正利用され

るという被害が起きています。 

●SMS で不在通知が届いても、記載されているURL にアクセスしてはいけません。電話窓口や公式ホームペー

ジ等で、宅配便業者の正式なサービスか調べ、真偽を確認しましょう。 

●URL にアクセスしてしまった場合は、不審なアプリがインストールされていないか確認しましょう。また、ID やパ

スワード、暗証番号等の個人情報を入力してはいけません。 

●困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください（消費者ホットライン188） 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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 

 

 

7/9（金） 10時から15時

7/13（火） 10時から15時

7/14（水） 10時から14時30分

 エアーベットの空気漏れに注意 

●電動ポンプで空気を入れて使用するエアーベッドは、空気漏れに気を付けましょう。 

●空気漏れしたものを使用すると、バランスを崩したりベッドから転落したりするこ

とがあるので、使用しないようにしましょう。 

●購入した際は、商品到着後速やかに空気を入れて、空気漏れがないかを確認しましょう。 

●空気を入れる際は取扱説明書に表示された運転時間を確認し、空気を入れ過ぎないようにしましょう。入れ過ぎ

ると破損の原因になることがあります。 

●大きな力でなくても穴が空くことがあるので、周囲に鋭利なものがないことを確認しましょう。 

 

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、子育てのお手伝いをしてみませんか！ 託児あり 

（抽選・要申込） 

○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。 

6/1以降 7/2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）。 

区役所に行かずに手続き  

公民館でマイナンバーカードの申請をすると郵送で 

受け取れて大変便利です 

 マイナンバーカードの申請受付や申請用写真撮影，マイナポイント

申込みのサポート（マイナンバーカードを持っている人のみ）を行い

ます。 

公民館で申請すると区役所に行かずに手続きができ、カードは後日

郵送で自宅に届くので大変便利です。ぜひご利用ください。 

           事前予約制です。 

予約期間に下記予約センターへお申し込みください。 

【 日 時 】 令和３年６月２２日（火）９：３０～16：３０ 

【 会 場 】 和白公民館 講堂 

【 対象者 】 東区に住民票のある方 

【事前予約期間】 ６月８日～６月１７日 ９：００～１８：００ 

定員に達した時点で予約受付を終了します。 

【予約センター】 福岡市マイナンバーカード申請予約センター 

         TEL ０５０－３５３８－２８３０ 

         FAX ０５０－３５３８－３１５８ 
【必要なもの】 

 （１）本人確認ができるもの（運転免許証，パスポートなどの原本） 

（２）マイナンバー通知カード 

（３）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

【 主 催 】 福岡市総務企画局システム刷新課 

 （この事業は業者への委託により実施します。） 
 

NO 町 内 名 町 内 会 長 町 内 副 会 長 町 内 会 計 町 内 主 事 体 育 委 員 育 成 会 長 子 供 会 指 導 員 環 境 推 進 委 員 男 女共 同参 画推 進員 交通安全推進委員 民生委員
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末信　澄代

蓑田　薫

6

7

8

山口　麻由子 伊藤　喜三代 伊藤　喜三代

塩浜２区

塩浜３区
西村　秀博
桐島　司

小山　哲志 前川　ひとみ9 賀屋　朎子 坂口　さおり 緒方　恭子 石津　常雄 岡崎　雅美 染川 亜紀

内藤　信二

明石　雅博 中村　信之 柳田　あき子 本田 英代 辻　洋介 今林　喜代子

安田　薫
深川　加代子

小貫　祐子

加地　隆一
徳村　文

吉嶺　日出美

今林　喜代子 森友　雄二

徳重　満洲彦 今林　静雄 内藤　なるみ
荒尾　薫

杉村　忠宣
濵田　浩一

円川　順市 西坂　 清
今林　典子
足立　智恵
田口　正子

森下　英明
桐島　まり子
久冨　米子

久保田由美子

二石　俊生 林田　博光 林田　博光
入江　誠一

大神　健太郎
畑井　めぐみ

津川　夏子久保田　厚哲 久保田めぐみ 久保田めぐみ

荒木　優子 諸田　　栄

戸本　久男 西　　　馨 西　サヨ子 上田　祐 早川　今日子 宇野　智子 町田　哲史 重枝　眞壽美

野口　公治 山口　眞一 山口　眞一 安武　よし子 柳田　豊子 荒木　優子松田　千絵

前田　博喜
塚本　 文夫

垂水　潔
江口　和子

安河内　弥穂

谷口　由紀子

諸岡　正敏 松尾　勝正

園田　紗織 高屋　恒夫

佐々木　義夫 西田　和弘 原　　重睦 吉田　幹雄 佐々木　義夫 中川　純子 峯　昭博

岸　　典亮

太田　祐美

山内　義重 山本　広美 谷口　由紀子
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和白 ３区

南　　朋美
田中　邦弘

北畑　廣志 小林　まゆみ和白 ２区 　栗山　圭子
坂口　美惠子
北畑　清栄

樋口　　正

宇山　淳子
山口　順子

令和3年度　　和白校区町内会役員名簿

サンリヤン
和白

濱崎　一志
瀬口　直樹

和白 １区 太田　陽一郎

今林　政孝
石川　さよみ

塩浜団地

和白新町
西　孝彰

三ヶ尻　昌史

塩浜１区
笹田　由加里

延　　梨枝
川村　朝彦

二石　早智子

岡崎　美奈子
永島　重香

久我　薫
太田　玲子


