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城南公民館だより
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令和３年度 城南校区文化祭
作品募集のお知らせ

1日

ワクワク元気広場

今年度は、公民館において作品展示のみで開催します。
開催にあたって校区にお住まいの方の作品を募集します。
❉作 品：絵画・グラフィックデザイン・写真・書・手づくり品
などどんなものでも結構です。
❉１０月１日（金）～１１月１日（月）の間に公民館へご持参
ください。
❉問い合わせは公民館までお願いします。
✤開催日：１１月１４日（日）
✤場 所：城南公民館
✤共 催：城南校区自治協議会

「博物館 出張ワークショップ
～古代のアクセサリー 勾玉をつくろう～」
♪日 時：９月２５日（土）１０：００～１２：００
♪対 象：校区在住の小学生
♪定 員：２０名（先着順）
♪場 所：城南公民館 講堂
♪教材費：３９０円
♪申し込み：９月１日より教材費を添えてお申し込みください。
♪持ち物：鉛筆・雑巾・持ち帰り用袋・エプロン・上履き

親子すくすく広場
※対 象：０歳児～未就園児までのお子さまと保護者
※定 員：親子８組（先着順）
※場 所：城南公民館 児童等集会室

いきいき学級
✿日
✿定
✿場
✿内
✿講

月

TEL：092-843-9418 FAX：092-843-8693
メールアドレス：jounan90@jcom.home.ne.jp
＊講座のお申し込みは毎月１日より電話、FAX、
メールで受け付けています。
メール QR コード

時：９月２２日（水）１０：００～１１：３０
員：２０名（先着順）
所：城南公民館 講堂
容：「脳内活性」
師：わくわく☆ドキドキ研究所
吉村 和昭氏

「みんな～公民館へあつまれ～！」
★日 時：９月２９日（水）１０：３０～１１：３０
★内 容：絵本の読み聞かせと自由あそび
★申し込み：９月１日(水)より受付

✿申し込み：９月１日(水)より受付

サークル代表者会

「人形劇を楽しもう！」

※９月４日（土）のサークル代表者会は緊急事態宣言が発令
され休館となる為、９月１８日（土）に延期します。
◎時間：月曜日～水曜日のサークル ９：３０～
木曜日～日曜日のサークル １１：００～
＊終了後人権研修会があります。

✤日 時：１０月６日（水）１０：３０～１１：３０
✤講 師：人形劇サークル「いもむしさん」
✤内 容：人形劇「はらぺこあおむし」
「花さかじいさん」ほか
✤申し込み：１０月１日（金）より受付

出会い

ふれあい

助けあい

明るいわが町

わが校区

公民館の様子がご覧いただけます。
←ブログ
インスタグラム→

その他の行事予定
18 日（土）

13：30～ 自治協議会役員会
20：00～ 夜間防犯パトロール

19 日（日） 10：00～ 校区ドッジボール大会
＊緊急事態宣言の発令に伴い９月１２日（日）まで
公民館は休館になります。
＊自治協だよりはお休みです。

公民館でマイナンバーカードの申請ができます。
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】 令和３年９月３０日（木）９：３０～１６：３０
【会 場】 城南公民館 講堂
【対象者】 城南区に住民票のある方
【事前予約期間】 ９月１６日(木)～９月２７日（月）
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
【 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。）

臨時休館のお知らせ
９月２６日(日)は利用の申し込みがない場合、臨時休館い
たします。この日に利用を希望される場合は、
９月１６日（木）１７時までにご連絡をお願いします。

＊ひまわりサンデーラジオ体操

毎週日曜日 8：00～（雨天中止）於：小学校

健康づくり推進委員会より

～献血にご協力をお願い致します～
時：９月２８日（火）
10：00～12：00 13：00～15：00
◎場 所：城南公民館 講堂
◎400 ㎖献血にご協力いただける方
◎日

～９月の歩こう会～
○日にち：９月２５日（土）
【第４土曜日】
（＊雨天中止）
○行 先：かしいかえん シルバニアガーデン
○集合場所：天神中央郵便局前１８A
○集合時間：10：0０
○解散場所：天神地下鉄駅
福岡女子大前
○行 程：天神（バス 410 円）
かしいかえん
香椎花園前駅（210 円）
貝塚駅（200 円）
天神
入園料
※飲み物は各自で持参
おとな
1,100 円
シニア（６５才以上）
900 円
こども
700 円

※シニアの方は年齢確認でき
るものを持参

～１０月の歩こう会～
＊日にち：１０月２日（土）(雨天中止)
＊行 先：西南杜の湖畔公園

～城南校区 健康講座２０２１～
☆講 師：健康運動指導士 平塚 泉氏
① ９月８日（水）「いい姿勢で運動開始」は中止します。
② １０月６日（水）「いい姿勢で運動効果 UP☆」
申し込み：９月１３日（月）より受付
☆時 間：１０：００～１１：３０
☆場 所：城南公民館 講堂
☆定 員：各回２０名（先着順）

親子すくすく広場

９月１日～７日は「福岡市備蓄促進ウイーク」

８月４日（水）、「ちゃぷちゃぷ楽しい水遊び！」を開催し
ました。
真夏の太陽の下で、屋根付きプールやちっちゃなプールにボ
ールや風船を浮かべて、ちゃぷちゃぷ・・・みんな楽しそう。

地震や水害などの災害は、いつ起こるか予測でき
ません。いざというときのために、飲料水や食糧、
生活物資などを３日分以上備蓄しましょう。

シャワーをかけると「それーっ！」と元気よく反撃にあいました。
(*^^)
遠くには遊びに行けない日々が
続きますが、みんなで遊ぶと楽しいね♪
たくさんのお友達とまた一緒に遊べる
日が早くきますように・・・・・

災害に備えて“備蓄”を始めよう

●備蓄品目
・食品（１人１日3食×３日分）
・水 （１人1日３Ｌ×３日分）
・モバイルバッテリー
・トイレットペーパー
・救急セット など

●ローリングストック法

～なごやかサロン～
✿日
✿場

時：９月１５日（水）１０：００～１１：３０
所：城南公民館 講堂

✿内

容：
「骨骨貯金」

日常的に食べている食品をい
つもより多めに購入し、食べ
た分だけ買い足して備蓄する
方法。

こつこつちょきん

～ロコモ体操で筋力アップ～
✿講 師：ヤクルト 安松 桃子氏
✿定 員：２０名（先着順）
✿申し込み：9 月 1 日（水）より受付

～すくすくサロン～
絵本を読んだり、情報交換したり自由にお過ごしください。
✿日 時：９月２日（木）・９日（木）・１６（木）１０：３０～１２：３０
（２日・９日は緊急事態宣言中の為、中止します。）
✿場 所：城南公民館 児童等集会室
✿対 象：就学前（乳幼児）のお子さまとその保護者
✿定 員：各日 親子５組（先着順）
✿申込締切り：開催日前日
＊当日の受付はできません。
＊ボランティアの方の見守りがあります。

●感染症対策
・消毒液 ・マスク ・体温計 ・ビニール手袋 ・上履きなど
※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・普段から服用している薬なども備
えましょう。

✤図書ボランティア「たんぽぽ広場」✤
◇日

時：９月２５日（土）
１０：００～１２：００
◇場 所：城南公民館 児童等集会室
※図書ボランティアの方の見守りがあります。

✤ミニ図書館✤
地域の方どなたでも、お気軽に
お立ち寄りください。
貸し出しも行っています。

