
. 

 

福 重 
 
 

公民館ニュース NO.４６４ 

 

 

全 戸 配 布 

福岡市福重公民館 TEL８８２-１８３９ FAX882-4577 

福岡市西区福重４丁目２５番２号 fukushige111@ｊcom.home.ne.jp 

 
 

考えて それが人を 傷つける （福重小人権標語より）  ２０２１年６月１日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公⺠館の運営や事業に関して、地域の皆様の意向が反映される

よう提言していただく機関です。  

任期︓ 令和 3 年 6月 1⽇〜令和 4 年 5月 31⽇ 

氏名（敬称略） 役職名 

黒土 時男 自治協議会会長 

小代 尚由 内浜中学校校長 

伊藤 圭子 福重小学校校長 

冬至 克亘 福重小学校ＰＴＡ会長 

谷川 由季 内浜中学校 PTA会長 

樋口 洋子 西区第１１地区民生委員・児童委員

協議会地区会長 

松本 和也 青少年健全育成連合会会長 

迎 千代次 交通安全推進委員会会長 

山下 麻由美 スポーツ振興会会長 

松尾 裕美 男女共同参画部部長 

高木 真理子 衛生連合会会長 

星野 敦子 子育てサロンボランティア代表 

今村 真樹 サークル代表 

 

 

 

 

                                                               

                                             

                                              

日 曜 行事（予定、詳細は各主催団体にご確認ください） 

１ 火 ふくしげ高齢者教室（13：30～）⇒10月に延期 

２ 水 公民館運営懇話会（19：00～） 

５ 土 
子どもの広場（10：00～、勾玉づくり） 

⇒7/3に延期 

８ 火 ふくしげ高齢者教室（13：30～） 

９ 水 ベビーサークル こりす（10：30～） 

14 月 母子巡回相談（受付 9：45～10：30） 

15 火 福重小学校運動会 

18 金 
体育館連絡会（19：30～） 

福重小学校運動会予備日 

20 日 ラブアース 

23 水 すこやかハイハイ教室（10：30～） 

27 日 
月に一度の臨時休館 

ママさんバレーボール大会⇒コロナ対策で中止 

28 月 老ク連・GGゴルフ大会 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、先月 12 日から

5 月末まで福岡県も緊急事態宣言が発せられました。緊急事態

宣言解除後も社会活動がすぐには元に戻りません。公民館にお

いてもこれまで通り手洗い・マスク着用・3 蜜やソーシャルデ

ィスタンス（2 メートル間隔）を維持するなど制約を受けなが

ら徐々に活動を再開していきます。また、7 月に予定されてい

た福重自治協議会主催の「福重校区夏祭り」については、校区

の皆様の安心安全に配慮して昨年に引き続き中止とすること

になりました。皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げま

す。季節は確実に推移しています。今年は例年より早く 5 月

15 日北部九州は梅雨入りしました。これからひと月半ほど鬱

陶しい季節となります。梅雨に入り豪雨などの被害がないこと

を祈ります。また食中毒や熱中症にもお気を付けください。健

康に気を付けてこの難関を乗り切りましょう。職員一同皆様の

ご来館をお待ちしています。 

６月 ふくしげ高齢者教室 

６月の予定 

 
 

７月に予定されておりました校区夏祭りについては、

新型コロナウィルスの感染状況を考慮し、昨年度に引き

続き、今年度も中止せざるを得ない状況となりました。

今年こそはと、楽しみにされていた方もいらっしゃると

は思いますが、一刻も早いコロナウィルスの終息を願っ

ての決断ですので、皆様方のご理解をお願いいたします。 

★お知らせ 
７月 11 日（日）は、

月に一度の臨時休館を

予定しています。この

日に使用を希望される

場合には、10 日前まで

にお申し出ください。 
 

６月１日に予定しておりました馬場周一郎先生の「ババちゃ

んのジジ放談」は、緊急事態宣言の発令を受けて、10 月に変

更させていただきます。代わりに、5 月に予定しておりました

「錦絵に見る西南戦争」を実施いたします。本物の西南戦争の

錦絵を見る絶好の機会ですので、ぜひご参加ください。 

ふくしげ高齢者教室は、１回だけでも参加できます。初めて

の方でも、どうぞお気軽にご参加ください。 

日 時：６月８日（火） 13：30～15：00 

講 師：主事 椎原精近 

内 容：錦絵に見る西南戦争（歴史講座） 

対 象：どなたでも参加できます。 

定 員：２０人 先着順（事前申し込みが必要です。） 

※公民館（☎ 882-1839）へお申し込み下さい。 

※次回は７月 13 日（火）に、スマホ教室の予定です。 

 

公民館運営懇話会委員のご紹介 

緊急事態宣言の延長などの場合には、すべての公

民館主催の事業は、中止となる場合がありますので、

あらかじめご承知おきください。 

福重公民館運営懇話会のお知らせ 

日時：６月２日（水）19：00～ 
場所：公民館 地域団体室 
※傍聴を希望される方は、当日 18︓45 までに、職員

にお申し出下さい。 
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６月５日（土）に予定しておりました勾玉（まが

たま）作りの体験学習会は、緊急事態宣言の発令を

受けて、７月３日（土）に変更して実施します。な

お、お子様と一緒に作りたいという保護者の方も参

加可能です。当日は、汚れてもいい服装でお越しく

ださい。お楽しみに！ 

日 時：７月３日（土） 

 10:０0～12:00 

内 容：勾玉（まがたま）作り 

定 員：小学生とその保護者２０人 先着順 

材料費：４００円 

※予約制です。公民館（☎ 882-1839）へお

申し込み下さい。 

※７月は 26 日（月）にドローン体験、29 日（木）

に書道教室を予定しています。いずれも事前申

し込みが必要です。公民館（☎ 882-1839）

までお問合せ下さい。 

 

 

                   

      

 

 

 

 

 

                     

    

         

令和３年度「西区人権を考えるつどい」 

 日 時：7 月 9 日（金）14：00～16：00（開場 13：30） 

 会 場：西市民センター ホール 

【内 容】ピアノ弾き語りコンサート 

「～ともに生きる未来へ～夢見る力を信じて」 

    出演：音楽家 前川 裕美さん 

【申込み・問合せ先】西区生涯学習推進課(担当：塚本・石橋) 

〒819-8501 福岡市西区内浜 1-4-1 

TEL：895-7027､ FAX：882-2137､ 

メール：nishi-kouza@city.fukuoka.lg.jp 

※6 月 2 日(水)～7 月 1 日(木)まで、住所・氏名(ふりがな)、

電話番号(日中つながるもの)を記載したメール､FAX、ハガキ

にて先着受付。 

※託児：先着 10 名､無料､7 月 1 日(木)までに要予約。 

※手話通訳・要約筆記あり。 

今回は、福岡市の防災センターから講師をお招き

して、お子様方の万一に備えた救急法の講習会を実

施いたします。また、西区保健福祉センターの保健

師さんから、事故予防や感染予防についての注意点

もご紹介していただけることになっています。 

対象は、生後２歳位までの 

お子さんを子育て中の親子です。 

 

日 時：６月２３日（水） 10:３0～12:00 

内 容：救急法の紹介 

講 師：福岡市防災センター 

定 員：親子１０組 先着順 

※予約制です。公民館（☎ 882-1839）へ

お申し込み下さい。 

 

 

 

 

 

子育てサロン あっぷっぷ は、昨年度新型コロナ

の影響もあって、一度も開催できないまま休止してお

りましたが、ご要望も寄せられていましたので、一部

条件付きで６月から開設する予定でした。しかしなが

ら、緊急事態宣言の発令に伴い、７月以降に延期いた

します。正式に再開が決まりましたら、またご案内い

たします。現在、引き続き新たなボランティアさんの

募集を行っております。コロナの影響で、 

なかなか外に出られない乳幼児や 

親御さんたちに、先輩として見守 

っていく活動です。月１回でも 

構いません。 

お気軽に公民館（☎ 882-1839） 

までお問合せください。 

子育てサロン あっぷっぷ について すこやかハイハイ教室  

 

 

〇日時：６月１４日（月） 受付 9:45～10:30 

〇対象：乳幼児と妊産婦やその家族 

〇内容：乳幼児の身長体重の計測、全身観察、育児

相談など 

〇申し込み：不要です。受付時間内に、母子手帳を

ご持参の上、気軽にお越しください。 

〇場所：福重公民館 講堂 

〇お問い合わせ先 

 

 西区保健福祉センター地域保健福祉課 

住所：〒819-0005 西区内浜 1-4-7 

電話：092-895-7080  FAX：092-891-9894 

子どものひろば 日程変更のお知らせ  

福重校区母子巡回健康相談 

ベビーサークル こりす 

日 時：６月９日（水） 10:３0～12:00 

内 容：手遊び、読み聞かせ、 

手形作品、季節の制作物など 

場 所：福重公民館 講堂 

定 員：親子１０組 先着順（※予約制です。） 

公民館（☎ 882-1839）へお申し込み下さい。 

 

 

 

 

 


