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＜交通・防犯講座＞

早良署出前講座

内 容

日時 9 月 13 日（月）10：00～1１：３0
中止です。
講師 早良署生活安全課の方など
会場の都合で、２4 名しか出席できません。（会員優先）
申し訳ありません。
ご希望の方は、公民館へ電話で申し込んでください。
【電話：８７１－６９０５】 先着２４名で締め切ります。 ご了承ください。
熱中症対策のため、飲み物を持って来てください。

令和 ３年 ９月１日

お月見会

◎は表面に、☆は裏面に記事があります

９月２５日（土）時間 １０：００～１１：４０
1 「月の話」
２

（松尾規文館長）

スライド絵本

３ お月様にお願い
【申込み】先着２０名で締め切ります。早めに申し込んでください。
9：00 から 17：00 までの時間内に、配られた申込用紙を
七隈公民館へ持って来てください。
詳しいことは、申込用紙チラシを見てください。

公民館の臨時休館について
～仲間とネットでつながろう！～
「オンラインチャレンジ講座」
LINE や Zoom の使い方を学び、家族や友人、地域とつながりましょう。

下記の臨時休館予定の日に、利用申請（申請書記入提出）がなければ休館します。
次回は、10
月 5 日の予定ですが、
事務室は１７時までですので、申請は、申請締切日の
17 時までにお願いします。
中止になるかもしれません。
９月 5 日（日）申請締め切りは ８月２6 日（木）

１０月 ３日（日）申請締め切りは ９月２３日（木）

日時：１０月２日（土曜日）10：00～12：00

〈 福岡市七隈公民館 館長 松尾規文 〉
七隈公民館サークル サークル代表者会議

サークル協議会 文化祭実行委員会
９月４日（土） 代表者会議:１３：４０～１４：１５
中止です。
文化祭実行委員会:１４：２０～１５：００
申し訳ありません。
13:40 からの代表者会議には、すべてのサークルの代表者に出席していただきます。
14:20 からの文化祭実行委員会には、運営にかかわる予定関係団体からもどなたかに
ご出席いただき、今年の文化祭をどうするか、みんなで話し合う時間を持ちたいと考えて
います。（状況により会議形式変更の可能性があります）

七隈ゼミ

あなたも、「住みよい七隈」の仕掛け人に！

日 時 : ９月 23 日（木）１０：００～１１：３０
第２回目は、基本的知識の共有 ① 人権講座です。
指導力も行動力も人権意識の裏付けが必須です。どなたでも参加
できますので、町内会長・自治会長・地域づくりに興味のある方は、
９月 21 日（火）までに電話（871-6905）でお申し込みください。
【先着２0 名で締め切ります】 8/28 の振り替えです。

【お知 らせ】
「校区運動会」 は中止します。

主催：福岡市
場所：公民館 講堂
対象：原則 65 歳以上の方で、スマートフォンやタブレット、
パソコンをお持ちの方
定員：15 名
受講料：無料
申込期間：１０／１（金）１５時まで
申込：【必要事項】氏名、住所、連絡先（電話番号又はメール）、
希望する公民館名を明記のうえ、
講座運営事務局へ電話（050-3385-8510）または
FAX（092-761-8138）でお申し込みください。
※公民館には
コード付きのチラシがあります。
※メール onlinechallenge@dankk.co.jp でも申し込めます。

≪新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難について≫
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定例会

☆アンビシャス広場

◆公民館の利用につきましては、緊急事態
宣言に伴う全市的な対応を踏まえ、９月
１２日まで休館期間が延長されました。
◆回覧文書などの受け取りや書類の提出な
どは月１回の休館日以外は、従来どおり
にできます。
◆感染対策に引き続きご協力ください。

＊＊新型コロナウイルス感染症の

【コロナ禍でも、公民館は災害時の一時避難場所です】
コロナ禍でも、公民館は感染対策に配慮し、避難者を受け入れます。
天候の急変など事前にお知らせできない場合も含めて、公民館が一時避難所になったら、す
べての利用が中止になります。ここに記載されていないサークル活動なども中止です。子ど
も対象のサークルは全会員の保護者が周知できるよう、連絡方法などの工夫をお願いします。
安心安全のため、皆様ご協力ください。
※ 避難に関する情報の詳細は，福岡市や城南区のホームページをご覧ください。
福岡市 HPhttps://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/index.html 「福岡市 防災」で検索
城南区 HPhttps://www.city.fukuoka.lg.jp/jonan/bousai.html 「城南区 防災」で検索
担 当 ： 城南区役所総務課 防災・安全安心係

☆ななっこ料理道場

感染拡大防止のために＊＊

℡ ８３３－４０５５

※主催団体を問わず、行事・会議は中止になる場
合があります。参加する予定の方はそれぞれの
団体や七隈公民館（871-6905） にお問い合
せください。
※利用者のみなさまには感染拡大防止対策に基づ
いた利用方法などを説明しています。
（例：消毒・検温・参加者の把握 など）
※公民館利用者の方が利用後に PCR 検査で陽性

今年度も

と診断された場合はご一報ください。
〒814-0133 福岡市城南区七隈 4 丁目

裏面『七隈ふれあいひろば』もご覧ください

５
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＜令和３年９月１日＞

チューリップサロン

フラワーラブメイツ

＊子育てサロン＊



【日時】第４金曜日

10：30～1２：00

【場所】 七隈公民館 講堂

自由にあそぼう

24

見守り担当：キッチンママ

中止です。
♪ 時間内なら、何時にきても、何時に帰っても、
申し訳ありません。
結構です。事前申し込みは不要です。
♪ 感染予防のため、保護者はマスクを着用し
てください。
♪ 持ち込みの食事はできません。
◎問合せ：七隈公民館 ８７１－６９０５へ

＊校区を花いっぱいに＊

９月 １５日（水）・２５日（土）・２９日（水）
コロナ感染予防のため、お手紙で参加日を指定して人数を制限し
ています。どうしても自分の参加日に来られないときは、他の開催
日に来てみてください。その日、人数に余裕があれば参加できます。

＊子育てサークル＊０才～就園前の乳幼児

【開設日】毎月 第１金曜日
【時間】 １０：００～１２：３０
【場所】 公民館 講堂

３

七隈アンビシャス広場

エンゼルくらぶ

０才～就園前の乳幼児

自 由 に遊 ぼう

◎公民館の大きなお部屋で楽しく遊びましょう！
◎申し込みはいりません。熱がある人、体調が悪い
人は参加を見合わせてください。
◎保護者は、マスクをつけてください。
◎初めての方もお待ちしています。


≪七隈校区献血推進協力会≫

「献血にご協力ください」
10 月１日 （金）
受付時間（午後のみ） 1３：3０～16：００
セイコーニーズライフ駐車場（七隈 4-4）
（JA 福岡市七隈支店 の 向い側の駐車場です）

コロナ禍で輸血用血液が不足しているの
で、できるだけご協力をお願いします。

高齢者乗車券の交付手続きについて

日時：９月１８日（土）10：00～12：00
場所：七隈公民館 学習室・講堂 参加費：無料
感染拡大防止に努めながら子どもの人数を２０人程度に
限定して実施します。小学校を通して配付される
お便りをご確認ください。

■新型コロナウイルス感染症対策のため、区役所では交付しません。

【申請】郵送・オンラインで受け付け
※申請書は、市政だより 7/15 号・公民館・郵便局・コンビニで配布
【交付】（９月下旬から順次） ①新規の方・・・簡易書留で IC カード・タクシー助成券などが郵送される
②IC カードを２年度に交付された方・・・福岡市より交付決定通知書が届いたら、ポイントチャージ開始日以降に、
最寄りのポイントチャージ場所（地下鉄駅券売機や区役所など）で申請者がチャージする。
■令和元年度以前に交付を受けたカードは申請書と一緒に郵送するか区役所窓口の返却ボックスに投函してください。
令和２年度に交付したカードは翌年以降も使います。残額が無くなっても保管しておいてください。詳しいことは申請書でご確認ください。
お問い合わせは・・・・・ 高齢者乗車券郵送受付センター 0120-502-633 （通話無料） （平日午前９時～午後 5 時） FAX 0120-880-219

新型コロナウイルス感染症の状況によって、公民館が休館になる可能性があります。また、開館していても行事が中止になる場合がありますので各自ご確認ください。
耳よりな はなし

「敬語のセンスを磨きましょう、
こんな間違いしていませんか？」

話し方教室の先生のお話です。
以前、パソコン売り場で販売員が年配のお客様たちにｉＰａｄの説明をして
いました。
「これが、ｉＰａｄです。皆さまもこのようなｉＰａｄにお目にかかったことがあるかと思
います。」
この言葉づかいに耳を疑いました。大勢をまえに緊張しているのかと思った
ら、何度も「ｉＰａｄにお目にかかったことが」と言っています。敬語の使い方を間
違えているのだと思い、苦笑してしまいました。
お客様を相手にする営業職の人にとっては、絶対にしてはいけない間違い
ですね。敬語は、「だれを立てるか」「だれを敬っているか」という視点で考え
れば間違うことはありません。この場合、「お目にかかる」という言葉は、「ｉＰａｄ」
に対して敬意を表しているので、お客様を下に見ていることになってしまいま
す。「ｉＰａｄをご覧になったことがあるかと思います」が、正しい言い方ですね。

このように、「物」に対して敬語は使いません。ところが、ファミリーレストラン
などで、注文した料理がすべて運ばれてきたか確認する際に、「ご注文の
品は、お揃いになりましたでしょうか？」という問いかけを、時々耳にします。
マニュアル通りに言っているのでしょうが、これも間違いですね。「ご注文の
品」に対して、「お揃いになる」という尊敬語を使っているからです。正しい言
い方は、「ご注文の品は、揃いましたでしょうか？」ですね。
「ご不明な点は､係の者におうかがいになってください」
これも、お客様に対して「うかがう」という謙譲語を用いている点が、間違っ
た使い方です。「お」をつけて「おうかがいになって」と言えば、丁寧に言って
いるように勘違いしてしまうのかもしれませんが、謙譲語と尊敬語は一緒に
使ってはいけないと言うことを覚えておきましょう。「ご不明な点は､係の者に
お尋ねになってください」という言い方が、正しい表現ですね。正しい敬語を
使って話してもらうと、自分は大切にされていると感じ、コミュニケーションも
円滑にいきますね。

福岡市七隈公民館 館長 松尾規文

※９月の水やりと手入れの日
（毎週水曜日の１６時からです）
９／１ ・ ９／８・ ９／１５
９／２２ ・９／２９

《 ななっこ料理道場 》 のお知らせ

主催：ななっこ料理道場運営委員会

◎８月の猛暑にも続いた豪雨にも負けずに咲く
花々に感激。そして、菊池ヶ丘の方の水やり
援助に感謝です。

保健衛生 黒田節体操教室

9 月 22 日（水）10 時～11 時
体操だけでなく脳トレもします。飲み物などを
持って来てください。10／17 にはにこにこペース
で歩こう会を人数限定で実施する予定です。

＊ふれあいランチネイバーランド＊
会員のみなさまへ

日時：９月 ９日（木）12：00～13：20
中止です。
9 月は、七隈 4～8
丁目の方を対象に開催
申し訳ありません。
します。参加者の中の 4 月～９月生まれ
の方の誕生会も実施します。
福岡リーガルクリニック法律事務所の弁護士による

無料法律相談会
10 月 ４日（月）10 時～12 時 相談は事前の予約を
相談予約やお問い合わせは ８７４-９２９２
福岡リーガルクリニック法律事務所へ。

９月１日～７日は「福岡市備蓄促進ウイーク」

災害に備えて“備蓄”を始めよう
市は、「防災の日」 の９月１日からの1週間を「福岡市備蓄促進ウイーク」と
定めています。地震や水害などの災害は、いつ起こるかわかりません。いざ
という時のために、各家庭や自治会、事業所で、３日分以上の飲料水や食料、
生活物資などを備蓄しましょう。
●備蓄品
・食品(１人１日３食×３日分)
・水(１人１日３リットル×３日分)
・トイレットペーパー
・携帯用トイレ
・懐中電灯
・携帯ラジオ
・モバイルバッテリー
・救急セット など

●ローリングストック法
普段から食料や生活必需品を
少し多めに購入しておき、食べ
た分だけ買い足して備蓄する
方法です。
●感染症対策
・消毒液 ・マスク
・体温計 ・ビニール手袋
・上履き ・衛生用品 など

※高齢者や障がい者、乳幼児など、特に配慮が必要な人がいる場合は、紙おむつ・粉ミルク・
アレルギー対応食品・服用薬なども備えましょう。

