
 

 

 

 
 

香椎東公民館のホームページ・ブログは 香椎東公民館 で検索 

 

公民館   No．R ３年度-4 号 
だより  令和３年 7月 1日 〒813-0014福岡市東区香椎台１丁目 3番 7号 

TEL 672-7098  FAX 672-7110 
香椎東  

メールアドレスはkashiihigashi102@jcom.home.ne.jp 

日 曜 
開始時間 

場  所 
内  容  欄 

内容欄

参照 
金 

10:00 

公民館 

乳幼児教室 

「親子遊びとおしゃべりの場」 

実施日 7/2、9、16、23、30 

7/12 月 
14:00

公民館 

第一回公民館運営懇話会 

公民館事業や運営に関する話し合い 

7/14 水 
9:15 

公民館 

現代的課題学習講座 
「みんなでよかトレ」 

7/15 木 
14:00 

公民館 

献血 

(詳細は自治協ニュースをご覧ください) 

7/21 水 
9:30 

公民館 

マイナンバーカード 申請サポート 

(主催：福岡市) 

7/24 土 
10:00 

公民館 

子どもあそび広場 
「竹とうろう を作ろう」 

7/28 水 
10:00 

公民館 
シニア教室 
「香椎東健康教室」 

7/31 土 

10:00 

老人いこいの家 

香椎東ふれあいカフェ 

(詳細は自治協ニュースをご覧ください) 

公民館 臨時休館日（予定） 

8/7 土 
10:00 

公民館 

子どもあそび広場 
「今谷先生の理科教室 ①」 

 

校区人権標語より 

乳幼児教室 
「親子遊びとおしゃべりの場」 

日 付：7/2、9、16、23、30（金） 

時 間：10:00～12:00  

(入退室自由／予約不要) 

場 所：公民館 (講堂・児童室)   

定 員：なし（現状「密」回避中） 

参加費：無料 

講 師：7/2 ：古賀静子 元園長 

7/9 ：古賀静子 元園長 

        7/16：大石智子 助産師（乳幼児育児中） 

    7/23：未定 

7/30：未定 

 

 

 

※中止の可能性があります。公民館へご確認下さい。

現代的課題学習講座 
「みんなでよかトレ」  
日 付：7月 14 日（水）  

時 間：9:15～9:45 (入退室自由) 

場 所：公民館 講堂 

内 容：福岡市が作製した「みんなでよかトレ体操」

の DVD を見ながら、健康体操を行います。 

    地方版（方言）のラジオ体操も行います。 

定 員：30名（出席カードは 30 枚準備） 

対 象：校区住民、福岡市民の皆様 

参加費：無料 

共 催：校区衛生連合会・校区男女共同参画推進会 

 

シニア教室 
「香椎東健康教室」  
日 付：7月 28 日（水） 

時 間：10:00～11:00 

場 所：香椎東公民館  

対 象：高齢者の皆様   

定 員：30名（申込先着）（出席カードは 30枚準備） 

申込み：公民館窓口か、お電話で（092-672-7098） 

講 師：畑中 慎太郎 氏 （健康運動指導士) 

内 容：健康講話と運動を行います。 

告 知：次回：8/25（水）10時～ 香椎会館にて 

にて 
 

     

臨時休館予定日のお知らせ 

区役所に行かずに手続き 

マイナンバーカードの申請を公民館で  

行うと、郵送で受け取れて大変便利です。 
マイナンバーカード の申請受け付けや、申請用写真

撮影（無料）、マイナポイント申し込みのサポート  

（マイナンバーカードをお持ちの方）を行います。 

事前予約制です。予約期間に予約センターへお申し込

みください。 

【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 

【事前予約期間】7 月 7日(水)～7 月 16日(金)  

9：00～18：00 

定員に達した時点で予約受付を終了します 

【日時】R3 年 7月 21 日（水）9：30～12：30 

【会場】香椎東公民館 講堂・児童等集会室 

【対象】東区に住民票のある方 

【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】福岡市役所 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。） 

 
香椎東公民館運営懇話会委員の紹介 

 

氏名 （敬称略）       役 職 

徳永 雅典 校区 自治協議会会長 

光永 忠博 校区 スポーツ協会会長 

鷹取 勝征 校区 社会福祉協議会会長 

西丸 光明 校区 人権尊重推進協議会会長 

𠮷原 健二 校区 ねんりんクラブ連合会会長 

吉川 伊津子 校区 男女共同参画推進会会長 

伊香賀 佐英美 校区 民生委員・児童委員協議会会長 

野崎 良志美 校区 青少年育成連合会会長 

今林 康治 福岡市立 香椎東小学校校長 

王丸 庸夫 福岡市立 香椎第 3中学校校長 

中村 めぐみ 福岡市立 香椎東小学校 PTA書記 

川口 勝代 香椎東公民館 サークル代表 

 

 

・7/31(土）：月一回の臨時休館日（予定） 

・8/13（金）、8/14（土）、8/15（日）は、 

利用がない場合 臨時休館致します。 

（お申し込みは 7/30（金）17 時まで） 

皆様に助言をいただきながら公民館運営を行います 

子どもあそび広場 
「今谷先生の理科教室①」         

日 付：8月 7日（土） 

時 間：10:00～12:00 

場 所：公民館 講堂 

講 師：今谷 清行 先生（地島小学校 教諭） 

内 容：錯覚（さっかく）であそぼう 

対 象：小学生（低学年生は保護者同伴） 

定 員：30名（子どもと大人全員）申し込み先着順 

申込み：公民館窓口か、お電話で（092-672-7098） 

参加費：無料 

持ち物：えんぴつ、はさみ、マスク、水筒 

、 

 

子どもあそび広場 
「竹とうろう を作ろう」         

日 付：7月 24 日（土） 

時 間：10:00～12:00 

場 所：公民館 講堂 

講 師：本郷正行 氏（地域指導者） 

内 容：竹づつに、好きなもようの穴をあけ、ろう

そくを立てて、火をともします。穴から漏

れる光がとてもきれいです。 

対 象：小学生とその保護者 

定 員：10組（20名）申し込み先着順 

申込み：公民館窓口か、お電話で（092-672-7098） 

参加費：無料（材料は公民館で準備します） 

持ち物：マスク、水筒、汚れてもよい服装で 

 

福岡市（行政）からのお知らせ 公民館の講座 ７月の行事予定 

公民館からのお知らせ 

【新型コロナウイルス対応】 
・マスクの着用、手指の消毒、検温、人と人との距離
の確保など、感染対策の徹底をお願いいたします。 

・7 月 11日（日）までは、公民館利用時間は 9：00～
20:00 までとなっております。 

【地域交流文化祭】 
R3 年度の地域交流文化祭は 10/9（土）と 10/10（日）
に香椎東公民館で行われます。ただし、新型コロナウ
イルス感染症防止の観点から、作品展示のみとし、ス
テージ発表、屋外での食バザーは行いません。 

【あやすぎ図書室】 
夏休みの読書や自習にもお使い下さい。（休館日除く） 

 


