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裏面もご覧ください

【臨時休館日のお知らせ】
６月の臨時休館日は、 ２７日（日）です。利用申請がない場合、休館します。

ご利用の方は１０日前までに申請下さい。７月の臨時休館日は、２５日（日）
です。

S D G s（２と３）
「飢餓をゼロに」「健康と福祉」

S D G sの２番目と３番目の目標は「飢餓をゼロに」
と「すべての人に健康と福祉を」です。
世界で飢餓に苦しむ人は2017年には８億人を超えて

おり、過去３年間増加の一途をたどっています。また
先進医学が進歩する一方、適切な医療を受けられない
ために５歳まで生きられないこどもは毎年６００万人
以上います。食糧の安定確保や健全なライフスタイル、
医療サービスを受けることは最も重要な人権問題の一
つです。
皆さんは「おむすびころりん１億個」というCMを

見たことはありませんか？ 日本国内の食品ロスの量を
表したこのCMが私たちに訴えているものはなんで
しょう。 （いきみなみ人権尊重推進協議会）

人尊協
コ ラム

その他の ６月の予定 ※予定が変更になる場合があります。

１ 火 人尊協役員会

４ 金 衛生連合会 青少年育成会（子）

５ 土 男女共同参画役員会

７ 月 社協事務局会 文化振興会役員会

９ 水 壱岐・野方商店連合会定例会

１２ 土 シニアクラブ

１４ 月 橋本NTサロン会議 文化振興会定例会

１７ 木 のるーと連絡会議 体育委員会

１９ 土 男女共同参画『はじめの一歩』（委員対象）

２５ 金 自治会長会 交通安全推進委員会 青少年育成会役員会

２６ 土 橋本ニュータウン定例会

２８ 月 ふら～っとカフェ実行委員会

金曜ウォーク
６月 ４・１１・１８・２５日

１０時～

※マスク着用で行います！

会場記載のないものは、いずれも公民館
で行います。

☆チャレンジでゴー 子どもの健全育成関連事業

日時：６月 １９日（土） １０：００～１２：００
内容：簡単クッキング
講師：上穗木順子さん
定員：１０名（先着順）
対象：5年生以上
参加費：３００円（材料費）
持ってくる物：エプロン、三角巾、水筒
申込：６月１日より電話にて受け付けます。

公民館に連絡下さい。

父の日を前に簡単な1品を作って
『おもてなし』してみませんか？

※作った物はお持ち帰りします。
※マスク着用で行います。

にぎにぎ体操
(簡単でゆるやかな体操)

毎週月曜日 １４時～
持ってくる物： 上靴・バスタオル

タオル・飲み物

※マスク着用で行います！

ママさんバレーボール大会
毎年６月に地域の親睦と体力増進を図る目的で行ってお
りますママさんバレーボール大会は７月２５日（日）の開催と
します。 （体育振興会）

☆おとな会 公民館主催事業

体力測定と簡単ストレッチ
日時：７月 ３日（土） １４：００～１６：００
内容：インボディ測定・握力測定・血圧測定・

前座体前屈・ストレッチなど

場所：壱岐南小学校 体育館
講師：長谷部千恵さん
定員：４０名（先着順）
持ってくる物：上履き・飲み物・タオル

ヨガマットまたはバスタオル

☆InBody（インボディ）とは、体重やBMI(体重と身長の数値
を使って肥満や瘦せを知る値）だけではなく体重を構成し
ている成分（水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪）の量や、
部位別筋肉量・体脂肪量などを計測してくれる器械です。
タカラ薬局さんのご協力で無料です。

申込みは６月1日より電話にて受け付けます。準備の都合
上、事前申し込みをお願いします。公民館に連絡下さい。

校区子ども会球技大会
５月に開催予定でした校区子ども会球技大会は、7月17日
（土）に延期いたします。感染症対策を十分に整えて行う予
定です。 （青少年育成会）

人権ひろば 「ともしび」に来てみませんか？
私たちの生活に具体的な問題として表れている

いろいろな出来事について、少しだけ立ち止まっ
て考え、話してみませんか。相談もお受けします。
下記の都合のいい時間に気軽にお越しください。

日時： ６月 １８日（金） １３：００～１５：００
会場： 壱岐南公民館 学習室
西区役所で人権啓発担当するスタッフが皆様の話
し相手になります。
今回は、生涯学習推進課の石橋久嗣主査です。

公民館では、新型コロナウイルス感染等予防の為、引き
続きマスク着用・消毒・換気をお願いし、 ３密を避けて利
用いただいています。皆様のご協力をよろしくお願いいたし
ます。記載しています事業につきましては、感染状況により
中止または延期になる場合があります。

mailto:ikiminami94@jcom.home.ne.jp
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運動課題

『西区の宝』 募集中！
市民ボランティア団体「西区まるごと博物館推進会」では，区内の様々な魅力を発掘し，「西区の宝」と

して認定・登録して守り育てていく事業を行っています。
美しい自然や歴史的価値のあるもの，地域で活躍されている人・団体など，宝にふさわしいと思われるも

のを推薦してください。同推進会で審査のうえ，認定します。現在登録されている西区の宝は，区ホーム
ページなどで確認できます。認定基準など詳細は，区ホームページ，または区企画振興課，西部出張所，区
内各公民館に備付の案内チラシをご覧ください。
【推薦方法】

名称，所在地，地図（団体や人の場合は連絡先住所）．
写真，内容（資料がある場合は添付），推薦者の氏名，電話番号を書いて，
郵送，ファクスまたはメールで７月３１日（土）（必着）までに
同推進会事務局（〒819-8501 住所不要，西区
企画振興課内 TEL：895－7032 FAX：885-0467
メール：shinko.NWO@city.fukuoka.lg.jp）へ。

壱岐南校区生活環境委員会

新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル
℡：０９２-７１１-４１２６ （24時間受付）

新型コロナワクチン接種コールセンター
℡：092-260-8405 （8:30～17:30受付）

頭と身体を一緒に使いましょう①

その場で足ふみ

今回は、頭の体操を特集します。
頭と体を同時に使い、脳を活性化させましょう

認知課題 1から順に数をかぞえ
「3」の倍数で手をたたく
（３・６・９・１２・・）

６

慣れてきたら「４」「５」など課題を変えてチャ
レンジしましょう

福岡市では

介護予防に効果的な体操
「よかトレ」を推奨しています。
右記のQRコードをご参照ください。

よかトレ

1から順に数をかぞえ「3」の

倍数で手をたたく

６

下の図のステップを覚える

❶右に出す ❷戻す

❸左に出す ❹戻す

頭と身体を一緒に使いましょう②

運動課題

認知課題

ファイバーリサイクル中止のお知らせ
主催：環境サークルin野方

今年度予定していたファイバーリサイクルは都合により
中止とさせていただきます。

今期も市の雑紙回収キャンペーンモデル校区に選ばれ
ました。更なるステップアップを目指し講演会を開きます。

日々の雑紙回収の疑問に全て答えて頂けますので、奮っ
てご応募下さい。

【 日 時 】 ６月３０日（水） １０：３０～（１時間程度）
【講 師 】 福岡市環境局 家庭ごみ減量推進課

３R推進係長 倉田 佑三子さん
【会 場 】 壱岐南公民館 講堂
【定 員 】 １５名（先着順）
【申込み】 ６月２０日迄に公民館へ申込みください。
※受講の方は、記念品をご用意しています。
※新型コロナウイルス感染状況により中止に

なる場合があります。

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時30分）
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
〒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､ファックス､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。


