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電話 895-1075  FAX 895-1076 福岡市姪北公民館 

  

ビタミンスペース（運動の場）   
✾日 時 ６月３日（木）、１０日（木）、１７日（木） 

２２日（火）、２５日（金） 
時間は１０：３０～１５：００、場所は姪北公民館 講堂です。 
６月の運動指導は、ありません。 
時間内は出入り自由。タオルや運動靴はご持参ください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 人権に関する標語  
 
仲良しの 友だちの輪を  広げよう 

   （姪北小学校６年生の作品） 

今年の梅雨は天気予報が始まって２番目に早い梅雨入りに
なりました。一番早い梅雨入りは昭和２９年、私が５歳の頃
で、その頃、ほとんどの家庭に冷房や扇風機、網戸もなく、
夜は蚊帳を吊ってその中で寝ていました。 
私が小学６年生の頃、台風が福岡に接近してくると、公民

館の北側道路の先は海で、テレビ局が高潮の波しぶきを撮影
に来ていたのを思い出しました。近年、梅雨時の梅雨前線に
よる集中豪雨や台風による暴風雨により各地で災害が起こっ
ています。今年は災害が起こらないことを願っています。 
今年の５月２０日、災害対策基本法が改正され、市町村が

発令する避難情報が大きく変わりました。避難情報に気をつ
け、命を守る行動を心がけましょう。災害時には、公民館も
避難所として開設されますので、日頃から公民館までの避難
経路を確認しておくことも大切です。 
今月は公民館の機能①「集まる」②「学ぶ」③「つなぐ」

の③「つなぐ」について話します。例えば、地域の皆さんが
何かしたいけどどこに相談すればいいかわからない時、企業
や医療関係、NPO、スポーツ施設等が地域貢献をしたい時等、 
公民館がつなぐ役割をしています。現在コロナ禍でお休みし
ていますが、地域カフェ開催日に地域の病院の看護師さんが
来られ、病気の不安や身近な相談を受けています。また、公
民館では、地域のスポーツ施設や企業の職員さんが運動指導
も行っています。 
公民館は、地域とみなさんをつなぐ最初の窓口です。気軽

に公民館にお立ち寄りください。 
館長 眞鍋 

裏面もごらんください。 

 

全てに共通しています。 
検温とマスク着用をお願いします。 
発熱，風邪の症状がある方，ご家族に具合が悪い
方がいらっしゃる場合は，ご遠慮ください 

 

みんなの公民館 
 

 

 

めいほくっ子広場 

高齢者教室 
  

公民館のありかたⅢ  

②工作「コロコロ自動仕分け貯金箱」  
✱日 時 ６月２６日（土） 

１０：００～１２：００ 
✱場 所 姪北公民館 講堂 
✱対 象 小学生 ※定員１８人 
✱講 師  NPO 法人ワーク in ならや わくワーク館 
✱材料費 ４５０円 
✱持ってくるもの はさみ・絵具・タオル・飾り・材料費 
定員まで若干名。姪北公民館にお申込みください。 

 

公民館の休館について 

６月２７日(日)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１７日（木） 
１７時までにご連絡をお願いいたします。 

      

 

ライフプランセミナー 
「手話教室」参加者募集 

✱日 時 ６月１０日（木）１３：３０～１５：３０ 
✱場 所 姪北公民館 地域団体室 
✱内 容 「手話教室」 
✱対 象 どなたでも 
✱持ってくるもの 筆記用具・飲み物   
 ５月は中止のため、６月から毎月第２木曜日（８月は 
第３木曜日）、計１０回開催します。姪の浜などの地名 
や日頃使う手話を覚え、街であいさつや日常会話がで 
きるようになればと思います。希望される方は姪北公 
民館にお申込みください。見学も歓迎します。 

 

 

  

おとな塾～子どもだけじゃ、
もったいない！～ 

乳幼児ふれあい学級 
  

寸法18×11×14㎝ 

 
①「花植えをしよう！」 
✱日 時 ６月５日（土）１０：３０～１１：３０ 
✱集合場所 姪北公民館玄関前 ※汚れてもいい服装で 
✱対 象 小学生 おとなの参加もできます。 
✱持ってくるもの 飲み物・タオル 
当日参加できます。 

✰日 時 ６月２３日（水）１０：００～１１：３０ 
✰場 所 姪北公民館 講堂 
✰対 象 おおむね６０歳以上 
✰内 容 「ゲームを楽しもう」 
動きやすい服装でお越しください。 
定員１８人。６/２１（月）までに姪北公民館にお申込み 
ください。 
 

 
 

 

✾日 時 ６月２４日（木）１０：００～１２：００ 
✾場 所 姪北公民館 講堂 
✾対 象 おとな 
✾内 容 「博多おきあげ」～七福神･寿老人～ 
✾講 師 清水 裕美子 さん（「博多おきあげ」三代目） 
✾材料費 ２，４００円 
✾持ってくるもの はさみ・手芸用ボンド・竹串・タオル・材料費 
定員１８人。６/１７（木）までに姪北公民館にお申込み
ください。 

 
 

 

✾日 時 ６月３０日（水）１０：００～１１：３０ 
✾場 所 姪北公民館 講堂 
✾対 象 おとな 
✾内 容 「どこでも美術館アウトリーチ」 
✾講 師 福岡市美術館職員 
現代美術作家・藤浩志さんが作った「ヤセ犬」を鑑賞後、 

作品制作をします。 
定員２０人。６/２３（水）までに姪北公民館にお申込み 
ください。 
 

 

❖日 時 ６月１３日（日）１０：３０～１１：３０ 

❖場 所 姪北公民館 講堂 
❖対 象 乳幼児と保護者  

❖内 容 「乳幼児の応急手当と事故予防」           
❖講 師 福岡市防災センター 

 ※お子さんの飲み物等必要なものはお持ちください。 
定員１０組。６/７（月）までに姪北公民館にお申込み 
ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの回からでも
参加できます。 



✾日にち ６月２２日（火） 

✾場 所 姪北公民館 地域団体室 
緑茶、コーヒー、紅茶、ジュースを準備しています。飲

み物はすべて無料です。時間内は出入り自由です。 
今回も感染症対策として、２回に分け、定員を設けます。 

①１０：３０～１１：４５ ②１２：００～１２：４５ 
どちらも定員１２人。ご都合の良い時間帯にお申し込み

ください。お申し込みは、姪北公民館へお願いします。 
皆様のお越しをお待ちしています。  

地域カフェ委員会 

♥時間および対象年齢  
① ６月８日（火）１１：００～１１：３０ 

♡対象年齢・・０～４歳 
②  ６月２２日（火）１５：４５～１６：１５  

♡対象年齢・・３歳以上  
場所はいずれも 姪北公民館 児童等集会室 
どちらも定員５組。姪北公民館へお申し込みください。
この日は本の貸し出しを行います。①は 1２：００、 
②は１６：３０までにお越しください。             

プーさん文庫 
 

 
 

   

本年度委員になっていただく方をご紹介します。（敬称略） 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

地域カフェに寄ってみませんか 

⁂ 日 時 ６月１８日 (金 )１０：００～１２：００ 
⁂ 場 所 姪北公民館 講堂 
⁂ 対 象 ０歳～未就園児とその家族 

 妊娠中の方もどうぞ 
交流・遊び・情報交換・くつろぎの場として自由にご
利用ください。時間内は出入り自由です。 
地域のボランティアさんがサポーターとして見守り
ます。（託児スタッフではありません） 
サロンやサポーターに関心がある方は、事前にご連絡
ください。 
定員５組。水分補給用の飲み物以外のおやつやおもちゃの
持ち込みは、ご遠慮ください。 
６/１６(水)までに、姪北公民館へお申込みください。 
 

子育てサロン「もぐもぐ」 
  

  
  

おはなし会 

 

            

 

 

 

 

 

    

姪北公民館は 

こちらです 

地域カフェで「人権ひろば」を行っています。 
人権に関わらず、気軽に話ができる場として、みなさ
んに利用していただければと思っています。また、個
別のご相談もできますので、お声かけください。  

池野人権教育推進員 

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） 

♡場 所 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 西区内浜１丁目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。 

 
マイナンバーカード申請出張サポート事業 

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
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】 ７月２日（金）１３：３０～１６：３０ 
【場所】 姪北公民館 講堂 
【対象者】西区に住民票のある方 
【事前予約期間】６月１８日～２９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。）   

『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、FAX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。 
 

 

     

公民館運営懇話会委員の紹介 

氏 名 選出団体 氏 名 選出団体 

川上 健次 自治協議会 野上 博充 姪北小学校 PTA 

吉村 邦夫 自治協議会 嶋田 良子 衛生健康委員会 

市村 正一 自治協議会 小林 悦子 民生委員・児童委員協議会 

森山 俊哉 自治協議会 江藤 真弓 スポーツ推進委員 

田代 豊治 姪北小学校 小野 なが子 公民館サークル 

田上 健二 姪浜中学校  

今年度の運営懇話会の開催については、日程等、決まりま

したら、お知らせします。 
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