
日時：7月27日(火）10:00～12:00

場所：奈多公民館

内容：お･た･の･し･み!!

石井 秀子 奈多校区自治協議会会長

片岡 修 民生委員児童委員協議会会長

三浦 博志 奈多体育協会会長

荒牧 靖夫 人権尊重推進協議会会長

井上 盛重 社会福祉協議会会長

篠原 裕子 福岡市立奈多小学校校長

増田 瑞穂 福岡市立和白中学校校長

椎葉 恵介 奈多小学校父母教師会会長

石橋 尚子 和白中学校PTA副会長

今林 陽子 青少年育成連合会会長

髙橋 賢 子ども会育成連合会会長

末永 慶次 奈多植林会副会長

石川 博子 奈多公民館サークル代表

木下理恵子 奈多公民館サークル代表

氏 名 校 区 役 職

奈多公民館だより

令和３年（２０２１） ７月１日発行

福岡市奈多公民館 〒811-0204 福岡市東区奈多2丁目14-2 ＴＥＬ607-4697 ＦＡＸ607-4828

子育てサロン きらきら星☆

開催日 ７月5、12、19、26日

8月2、23、30日

（祝日を除く月曜日）

七夕会は8月2日です
時 間：１０：:００～１２：００

場 所：奈多公民館 講堂

対 象：乳幼児親子、プレママ

☆ボランティア募集中・見学いつでも歓迎

飲み物は各自ご準備のうえスリッパはご持参ください。

令和３年度奈多公民館講座
ゴールド大学（高齢者教室）

(はく さ)

臨時休館等のお知らせ
７月２５日（日）臨時休館いたします。

奈多公民館 館長 木村 洋

裏面のお知らせもご覧ください

掲載されている行事等につきましては、今後の情勢により 変更する場合があります。
変更した場合は公民館の掲示板、各町内の掲示板に掲示しますので、そちらでご確認ください。

雁の巣自治会

７月１８日（日）の"子ども山笠"は中止します。

8月14日（土）の”雁の巣夏祭り”は中止します。

◎”ラブアース2021”は秋に延期します。

老人いこいの家

7月9日（金）

7月23日（金）

～自治協議会よりお知らせ～

～各自治会よりお知らせ～
奈多自治会
７月１８日（日）の"奈多祇園祭"は神事のみ

関係者で行います。

第１部１４：００～１５：００

～室内ゲーム～
紙飛行機を作って飛ばしてみよう
講師：木下勉・理恵子・木村 館長

第１部１４：００～１５：００

～色で心をみてみよう～
講師：色彩心理ファシリテーター 山下先生

令和3年度の奈多公民館運営懇話会委員が

６/１付で東区長より委嘱され決定しました。

公民館の運営や事業について、地域の皆さんの

意思が充分に反映されるよう活動していただき

ます。 順不同･敬称略

第２部１５：００～１６：００

～よかよかよかトレ～
(ヨガマットをお持ちの方はご持参ください)

講師：和白病院 櫻 木 先生

第２部１５：００～１６：００

～よかよかよかトレ～
(ヨガマットをお持ちの方はご持参ください)

講師：和白病院 櫻 木 先生

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間

相談受付日時 令和３年８月２７日（金）
令和３年８月３０日（月）～９月２日（木）

･･･8:30～19:00
令和３年８月２８日（土），８月２９日（日）

･･･10:00～ 17:00
相談電話番号0120-007-110（フリーダイヤル）

（ＩＰ電話の場合は092-739-4175へ）
問い合わせ先 福岡法務局人権擁護部 092-739-4151

お盆のお供え物収集について

8月15日(日) 17:00～21:00
収集場所・奈多公民館前

・雁の巣公民館前
《お供え物は、しっかりと梱包して

時間内にご持参いただきますと
幸いです》

問い合わせ:東区生活環境課

℡645-1061

奈多公民館運営懇話会委員のご紹介

第1回 健康教室
日 時： 7月17日（土）10:00～12:00

場 所：奈多公民館 講堂

講 師： 宇都宮 準一先生

定 員： 先着20名 （コロナ感染防止のため）

申込み： 奈多公民館 ℡607-4697
定員になり次第締め切らせていただきます。

予約は7月5日(月)9:00から

”香椎花園へピクニック”は

気候のよくなる秋に延期します

公民館でマイナンバーカードの申請を！

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。

感染症対策のために定員を設けており、事前予約制とし
ていますので、7月2日以降に下記予約センターへお申し込
みください。 不明点等ありましたら、下記予約センター
へお電話ください。

【 日 時 】7月16日 (金) 9:30～16:30
【 会 場 】奈多公民館 講堂
【 対 象 者 】福岡市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）
【事前予約期間】7月2日(金)～7月13日(火)

※土日祝含む 9時～18時
定員に達した時点で予約受付を終了します。

【予 約】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

【主 催】福岡市役所総務企画局システム刷新課

プロ指導による楽しい中高齢者向け体操です

～簡単な体操で、健康生活～

動きやすい服装でおこしください

校区青少年育成連合会

◎夏休み対策青少年問題協議会会議

7月2日(金) 18:30～ 奈多公民館講堂

（奈多公民館３回目）

７月１１日（日）に延期していた、

”壮年ソフトボール大会”は中止します。

奈多体育協会

8月7日(土)の”子どもすもう大会”は

中止します。

校区衛生連合会
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奈多団地夏祭り

休館日 きらきら星 良来楽処

ゴールド大学きらきら星 東区子ども会親善

ソフトボ-ル大会

雁の巣子ども

山笠

奈多自治会

「祇園祭」

(関係者のみ)

～奈多校区カレンダー～　

ヘルスメイト

　　　定例会

日 Sun

西方町内

きらきら星 社協　定例会

男女共 定例会 民児協 定例会
第１回健康教室
衛生連合会

きらきら星壮年

ソフトボ-ル大会

月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat

牟田方町内

｢十日えびす祭｣

自治協

　全体会議

夏休み対策

青少年問題

協議会会議

少年補導員・

指導員定例会

子育連 定例会 ゴールド大学

この生活はいつまで続くの⁈

明日はきっといい日が来る♪
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第５週目 サークルお休み

自分自身を守ろ

その1：感情を吐き出してストレスを発散しよう!!

「笑う」･･･ 大声で笑ってスッキリ
からだの筋肉を緩め、こころの緊張をほぐすそう
口角を上げて脳をだまそう 《私は笑ってるんだぞぉ!》ってね

「泣く」･･･ 涙を流してスッキリ
誰にも見られないところで、涙を拭き取るハンカチや水分補給のお水を準備
後は泣ける映画やドラマ見て、思いっきり涙を流そう
《ほら、あの時 一人で泣いたあの･･･》(´；ω；`)ｳｩｩ

「歌う」･･･ 大きな声で歌ってスッキリ
あなたはスターです !(^^)!感情をこめて歌いましょ

その2：自分の力で心身をリラックスさせ眠りやすいリズムを作ろう!!

「10秒呼吸法」
①いすの背に軽くもたれて、両手はひざの上に静かに目を閉じます。
②「1，2，3」とこころで数えながら鼻から息を吸って「4」で息を止めます。
③「5，6，7，8，9，10」で口から息を吐きます。
④ ②と③を3分間くらい続けてやってみましょう。

⑤終わる時は両手をグーパーグーパーして、最後に伸びをしてスッキリ

その3：ストレスを緩和させる最強の「じゅもん」!!

テレビやネットの暗いニュースや情報番組を見すぎないように(>_<)

楽しい・うれしい・素晴らしい !(^^)!

わくわくな情報で自身の「じゅもん」をみつけよう。

「つぶやこう♪」前向きなことば
出口のないトンネルはない！

いつかは元の生活に戻るぞ！！

外出ができない

生活や行動が思うようにならん

コロナが収束したら、〇〇に

行って思いっきり楽しむぞ～

考えたらこころワクワク楽しみがわいてきたぞぉ～

う つ
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