
 

ジョギングコース清掃活動 

（公民館主催 校区社協、老ク連協力） 

6月 3日（木）に予定してましたジョギングコース 

清掃活動は中止になりました。 

 
 

 

 
  

 

体育祭のお知らせ 

城香中学校 体育祭 

6月 22日（火） 

皆さん頑張って下さい。 

わんぱく広場・サロン（公民館主催） 

～子育てを一緒に楽しみましょう～ 

・日 時：6月 10日（木） 

10：30～12：00 

・場 所：城浜公民館   

・内 容：絵本の読み聞かせ等 

※水筒等お持ちください。少人数なので気軽にお越しください。 

 

回 日 内  容 講  師 

1 
5月 7日（金） 

講座終了 

健康に過ごすために 

身体にいいこと始めよう 

江森医院 
江森 節子氏 

2 

5 月 14 日（金） 

9月  3日（金） 

に延期 

サザエさん一家を探して

変わる社会と人権のいま 

元西日本新聞編集局
文化部長 

馬場 周一郎氏 

3 

5 月 21 日（金） 

9月 10（金） 

に延期 

楽しく学ぶ健康講座 
香椎原病院 

畑中 慎太郎氏 

4 

5 月 28 日（金） 

9月 17日（金） 

に延期 

マジックショーで 
笑顔と元気を！ 

 （テラス deカフェ） 

ふれあいマジック福岡 

古野本 修一氏 

 

健やかサロン（公民館主催） 

・日 時：6 月 24日（木）10：30～11：30 

・内 容：フラワーアレンジメント教室  

・講 師：なでしこ会館 岡下晃大氏 

・定 員：15名 ・材料費：300円 

・申込み：6/21（月）までに公民館へ電話でお申込

みください。     

運動から始める認知症予防教室 
（東区地域保健福祉課） 

・日 程：7月 6日（火）、13日（火）、20日（火）、 

       27日（火）、８月 3日（火）（5回コース） 

・時 間：10：30～11：30 

・場 所：城浜公民館  

・定 員：抽選 10人  

・料 金：無料 

・対 象：65歳以上で介護サービスを利用していない方 

全 5回コース全てに参加できる方 

・申込み：6/18（金）午後 5時までに電話で区地域保健

福祉課へお申込みください。TEL645-1088  

 

しろはま健やか教室 

 

 

おとこの料理教室（公民館主催 校区社協協力） 
・日 時：6月 20日（日）10：00～12：00 

・場 所：城浜公民館 学習室 

・講 師：管理栄養士 嘉村健志氏（けんちゃん先生） 

・内 容：初心者にも簡単にできる料理 

・定 員：10名 ・参加費：500円（材料費） 

 

 

。 

休館日のお知らせ 

・6月 29日（火）臨時休館日 

（公民館主催 校区社協協力） 

★新型コロナウイルス感染症の影響によ

り事業が延期または中止になることが

あります。 

 

第 3号 令和 3年 6月 

♡はだの色が違っても 差別はダメ絶対！同じ人間だもの 
城浜小 6 年 安藤龍哉  校区カレンダー6 月掲載  

買い物支援 移動販売  

（校区自治協議会、自治連合会、校区社協）  

毎月第 2・第 4土曜日 

6月 12日（土）中止 

6月 26日（土）実施予定 
➀ 城浜公民館  11：30頃 
➁ 16区集会所前 12：00頃 

➂ 11区集会所前 12：30頃 

 

 

マイナンバーカード申請手続き 

6月 15日（火）城浜公民館でマイナ

ンバーカードの申請手続きができま

す。詳細は裏面をご覧ください。 
 

  
 

お手伝い 
ボランティア 
募集中！ 

 

よろず相談会 

・日 時：6月 3日（木） 

10：00～12：00 

・場 所：城浜公民館隣接 いこいの家 

・相談員：東区社協 田嶋葉子氏 

・日 時：7 月 1日（木）10：30～12：00 

・内 容：健康講座、軽体操 

・講 題：～コロナに負けるな、心と身体の健康～ 

・講 師：デイサービスはなことばさくら名島 

理学療法士 駒形芳和氏 

・定 員：20名  

・申込み：6/30（水）までに公民館へ電話でお申込

みください。 

 

裏面あります 

ラブアース（校区環境活動） 

6 月のラブアース清掃活動は中止に
なりました。 

♡校区社協では生活支援ボランティアを

随時募集しています。詳しくは公民館

にお尋ねください。 



 
 
 
 
 
  

 
城浜公民館で 

簡単にマイナンバーカードの申請ができます！ 

 
マイナンバーカードの申請受付や申請⽤写真撮影（無料）、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お持ちの⽅）を⾏います。 
ここで申請したカードは後⽇郵送で⾃宅に届きます。 
 
《 予約方法 》 

事前予約制ですので、6 月 1 日（火）～6 月 10 日（木）までに下記の予約センターへ
電話か FAX で申込みください。 
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（毎⽇午前 9 時〜午後 6 時） 
※定員に達し次第、受付を終了します。（定員は、1 時間当たり 20 ⼈程度を予定） 

 
【 ⽇ 時 】 令和 3 年 6 ⽉ 15 ⽇（⽕）9：30〜16：30 
【 会 場 】 城浜公⺠館 講堂 
【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） 住⺠基本台帳カード（お持ちの⽅のみ） 

 
【 主 催 】 福岡市役所 総務企画局システム刷新課 
  （０９２）７１１−４２８８ （この事業は、業者への委託により実施します。） 
 
※開催⽇が緊急事態宣⾔期間に該当することとなった場合等、今後の状況によって

は、⼀部公⺠館での開催を中⽌⼜は延期することがあります。 
 

   

ワクチン接種等をかたった電話に 

ご注意ください！ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市区町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話で求めることはありま

せん。 

 

 

困ったときは一人で悩まず、消費者ホットライン１８８にご相談ください。 

福岡市消費生活センター相談コーナー（相談無料・秘密厳守） 

相談専用電話092-781-0999 

 

「高齢者対象で PCR 検査とワクチン接種ができる。申し込みと

そのための予約金が必要だ」として金銭を要求したり個人情

報を騙しとろうとしたりする電話があっています。くれぐれ

もご注意ください。 

〈相談例〉 

・「ワクチンが接種できる。後日返金されるので１０万円を振

り込むように」と電話があった。 

・自治体を名乗って「ワクチン接種に２万円かかります。書類

を送ります。」と電話があった。 

・保健所職員を装い、「ワクチンの予約を取るのに、住所と電

話番号、予約金が必要です。」と電話があった。 

予約が必要です。 

予約してから 
お越しください。 


