
子育てサロン「ひよっこ」
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フレッシュアップ教室

今津校区人権尊重推進協議会
総会

今津イノシシ情報
4月２１日～5月２０日の間に

0 頭捕獲

日時：6月9日（水）10:00～12:00
場所：今津公民館 ホール
講師：安部 志津代さん
内容：いつまでも動ける身体をつくろう！

～アロマでリラクゼーション～
申込締切：6月4日（金）
※今回は、アロマスプレー作りと運動をし
ます。運動ができる服装でおいでください。
アロマの香りで気持ちもリフレッシュ♪
材料の手配がありますので必ず申し込みを
お願いします。

親子ロコモ
日時：6月17日（木）

10:00～12:00 
場所：今津公民館 ホール
講師：肥後橋 誠さん
♬今回は保健福祉センターによる「親子ロ
コモ」です。地域のサポーターさんが見守
ります。

ひよっこは未就園児親子・妊婦さんはど
なたでも参加できますので、初めての方も
6月はぜひ参加してください。親子で楽し
く交流しましょう。
なお、7月のひよっこは中止になりました。

毎年6月第3月曜日に開催している
人尊協総会ですが、新型コロナウイルス
感染対策のため書面表決とします。

役員の方には総会資料を配布します。
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子育て講演会

日時：6月26日（土）11:00～12:00
場所：今津保育園
講師：福岡県警 少年サポートセンター

有田 香奈子さん
内容：「うまれてきてくれてありがとう」
申込締切：6月19日（土）
1年に1度、今津保育園で行っている講演会
です。今回は数多くの少年たちとつながり
のある県警の方にお話ししていただきます。

気軽に

お立ち寄り
ください

6月28日(月)に利用申込が
ないときは臨時休館します

この日に利用を希望される場合は，
6月18日（金）正午までにご連絡を
お願いいたします。

少しなら そんな気持ちがいじめの材料 （第13回「いじめ防止標語コンテスト」入賞作品より）

5/12～5/31の期間、福岡に緊急事
態宣言が発令されました。公民館もその
間休館になり、主催事業・サークル・部
屋の使用などすべて中止になりました。

紙リサイクルステーション
場所 今津公民館
日時 毎週土曜日・日曜日 ９時～１７時
回収できるもの 新聞紙（含む折り込みチラシ）・ダンボール・雑誌・書籍・

牛乳パック類・紙製手提げ袋・包装紙・封筒
ティッシュ箱（ビニール部分は取り除く）など

回収要領 種類ごとに紐で縛ってお持ちください。紙以外は回収できません

※リサイクルステーションの鍵の開閉は今津小学校PTAが行っています。
PTAからもリサイクルステーションの利用方法についてのお知らせが
配布されていますのであわせてご覧ください。

今後の感染状況によっては、休館が延
長されたり、事業が中止になったりする
こともありますのでご注意ください。

 

 

にっこりいちご文庫 
小説はドラマより面白い‼  

直木賞や本屋大賞受賞作品、ノミ

ネート作品は特に期待以上の面白

さです(*^^) 

そんな面白い本が公民館図書や、

にっこりいちご文庫にはたくさん 

あります。 

あなたも読書はじめませんか。 

 おすすめの本 
 52 ヘルツのクジラたち 

 店長がバカすぎて 

 ファーストラヴ 

 ライオンのおやつ 

6月の活動日 

12日(土)・26日(土) 10 時～12 時 

 17日(木) 12 時～14 時 

児童等集会室 

お気軽にお立ち寄りください!(^^)! 

お知らせ

月 日 曜日 時間 行  事 場所

5 土 13:00 第1回福祉配食 公民館

9 水 10:00 フレッシュアップ教室 公民館

17 木 10:00 ひよっこサロン（親子ロコモ） 公民館

9:00 ラブアース・クリーンアップ2021 各町内

8:45 校区親善壮年ソフトボール大会 今津グラウンド

26 土 11:00 子育て講演会（今津ふれあい学級） 今津保育園

28 月

9:30 マイナンバー申請出張サポート 公民館

10:00 ひよっこサロン 公民館

14 水 10:00 フレッシュアップ教室 公民館

　　※7/1のマイナンバー申請出張サポートについては裏面をご覧ください。

休館日

6月

7月
1 木

20 日

中止

中止

中止

中止



今月の自治協だよりはお休みです。

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７月１日（木）９：３０～１６：３０
【 会 場 】 今津公民館 ホール
【 対象者 】 西区に住民票のある方
【事前予約期間】 ６月１７日～６月２８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。）

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。

☆対象：乳幼児（0歳～未就園児まで）
と妊産婦やその家族

☆内容：身長・体重測定・保健師や
助産師による育児相談

☆持ってくる物：母子健康手帳
☆お問合せ：西区地域保健福祉課

電話：092-895-7080

☆場所：さいとぴあ １階 第2会議室

☆日時：令和３年６月３日(木)
受付時間13：30～14：15

さいとぴあ育児相談会
頭と身体を一緒に使いましょう

その場で足ふみ

1から順に数をかぞえ

「３」の倍数で手をたたく

（３・６・９・１２・・）

運動課題

認知課題

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

６

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  『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。 


