
わんぱく広場・サロン （公民館主催 社協協力） 

・日 時：8月 12日（木）10：30～12：00 

・内 容：水遊び（着替えと水筒をご準備ください。） 

＊今年最後の水遊びです。ひ遊びに来てね！ 

校区の皆様へお願い  
校区の子ども達も夏休みになりました。 

危険から守れるよう、校区でも見守りを 

お願いします。 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 日 内  容 講  師 

1 9月 3日（金） 
サザエさん一家を探して 

変わる社会と人権の今 

元西日本新聞編集

局文化部長 

馬場 周一郎氏 

2 9月 10日（金） 楽しく学ぶ健康講座 
香椎原病院 

畑中 慎太郎氏 

3 9月 17日（金） 

マジックショーで 

笑顔と元気を 

（テラス deカフェ） 

ふれあいマジック 

福岡 

古野本 修一氏 
公民館の臨時休館について 

・8月 13日（金）～8月 15日（日） 

・８月 29日（日） 臨時休館日 

♡いじめはね 自殺につながる行為だよ 

城浜小 5年 田村勇翔（校区カレンダー８月掲載） 

健やかサロン  （公民館主催  校区環境協力）  
 

 

 

毎月 第 1・３（木）１０：３０～１1：30 
 

 

8月 19日（木） 

～福岡市環境局出前講座～ 

・内 容：SDGｓについて学ぼう！（エスディージーズ） 

・講 師：環境政策課 鵤（いかるか）氏 

 

     

 

お盆・精霊流し（校区社会福祉協議会） 

～お盆のお供え物をお持ち下さい～ 

・日 時：８月１５日（日）18：00～21：00 

・場 所：業務スーパー前公園 

※お供え物は、整えて時間までにお持ち下さい。 

※新型コロナウイルス感染症対策の為、お参りが中止に

なる場合がありますが、お供え物の回収はあります。 

暑中お見舞い 
申し上げます 

よろず相談会（東区社協） 

・日 時：８月 5日（木）10：00～12：00 
・場 所：老人いこいの家 
・相談員：東区社協 田嶋氏   

第５号 令和 3年 ８月 

手持ち花火会 
（公民館主催 校区交通委員会、校区社協、民生委員協力） 

・日 時：8月 7日（土）  18：30～20：00 

・内 容：カレー試食（無料） 18：30～無くなり次第終了 

     花火点火     19：30～ 

・対 象：校区住民の方 

幼児、小学生は保護者同伴でお願いします。 

※ジュースを無料配布します。（数量限定） 

※打ち上げ花火は禁止です。 

（花火は準備します） 

※マスク着用でお願いします。 

夏休みこども料理教室（公民館主催、青育連協力） 

・日 時：8月 4日（水）10：00～12：00 

・場 所：城浜公民館 

・対 象：小学 4年生～6年生  

（保護者の方も申し込み可能です。） 

・講 師：健康スパイスコーディネーター 久松 和子氏 

・定 員：先着 15名  8/1（日）〆切 

・材料代：300円（当日集めます） 

※申し込みは小学校で配布した申込書を公民館に 

出して下さい。 

【お料理メニュー】 

チキンカレー 、サラダ 、ラッシー（飲み物） 

【持ってくるもの】 

エプロン、三角巾、手拭きタオル、水筒、300円 

※当日欠席の時は公民館に TELしてください。 

 

しろはま健やか教室（公民館主催 校区社協協力） 

～心豊かに健やか 100歳！～ 

・時 間：10：30～12：00 

・場 所：城浜公民館 
＊春から秋へと延期になりました健やか教室です。 

＊人数制限ございません。ご自由にご参加ください。 

お待たせ 

しました！ 

★新型コロナウイルス感染症の影響により 

事業を中止又は延期する場合があります。 

 

母子巡回健康相談  

・日 時：9月 7日（火）13：30～15：00・場 所：城浜公民館 

＊ご家庭に届いた、ハガキをご確認下さい。（事前予約制） 

 

公民館運営懇話会 

令和 3年度第 1回公民館運営懇話会は 7月 7日（水）

に開催しました。 

令和 3年度公民館運営懇話会委員＜順不同 敬称略＞ 

 委員氏名 役 職 名 

1 中村 ゆみ 城香中学校校長 

2 金床 和広 城浜小学校校長 

3 井上 裕美子 自治協議会会長 

4 生島 年郎 老人クラブ会長 

5 宮下 美恵子 サークル代表 

6 竹﨑 壽郎 社会福祉協議会会長 

7 岩崎 隆一 衛生・献血連合会会長 

8 末吉 フミヨ 人権尊重推進協議会会長 

9 日髙 真琴 体育振興会会長 

10 菊池 勇 前公民館館長 

 

裏面あります 

つながりマップ会議（校区社協） 

・日 時：9月 1（水）19：30～21：00  
・場 所：城浜公民館 
・町内会長、民生委員、棟世話人の方の新任研修会 



熱中症予防のために 
《暑さを避ける》 《こまめに水分を補給する》 

熱中症の症状 

・めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い。 

・頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違う。 

重症になると…返事がおかしい、意識消失、けいれん、からだが熱い。 

◎熱中症が疑われる人を見かけたら 

・涼しい場所へ 

エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰など、涼しい場所へ避難さる。  

・からだを冷やす 

衣服をゆるめ、からだを冷やす（特に、首の周り、脇の下、足の付け根など）  

・水分補給 

水分・塩分、スポーツドリンクなどを補給する。 

・自力で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに救急車を呼びましょう！ 

 

◎暑さの感じ方は、人によって異なります。高齢者や子どもは、特に注意が必要で

す。節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注意ください。 

（厚生労働省熱中症関連情報より一部抜粋） 

  

◇人権映画上映会【東区人権を考えるつどい】 

     映画「最強のふたり」 

  日 時：９月７日（火）14：00～16：00 

  会 場：東市民センターなみきホール 

  入場無料・申込必要（募集２００人） 

  申込はメール又は FAXで東区生涯学習推進課まで。 

  申込内容（参加希望者氏名・連絡先電話番号） 

  メール：h-gakushu@city.fukuoka.lg.jp 

  FAX：651-5097・問い合わせ（電話 645-1144）  
 

買い物支援 移動販売 
・8月 14日（土）はお盆の為お休み 
・8月 28日（土）買い物支援日 
※ご来場の際はマスクの着用をお願いします。 

※レジ袋は有料です。プラスチックごみ削減のためマイバッグを持参しましょう。 

城浜公民館で簡単にマイナンバーカードの 

申請ができます！ 

 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。 

 事前予約制としていますので、8 月 31 日（火）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，【予約・問い合わせ先】へお電話ください。 

【 日 時 】 令和３年 9月 14日（火） 9：00～17：00 

【 会 場 】 城浜公民館 講堂 

【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】 8月 31日（火）～9月 9日（木） ９時～１７時 

※土日祝含む。 

            定員に達した時点で予約受付を終了します。 

【予約・問い合わせ先】 福岡市マイナンバーカード申請出張予約センター 

                 ＴＥＬ：０５７０－０７－０１７８ 

                FAX：０９２－７１６－１５２２ 

【   主      催  】 福岡市役所 総務企画局システム刷新課 
 

ひまわりは人権の花 
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