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令和３年（２０２１年） 

９月１日発行  
お問い合わせ、申込みは 

三苫公民館へ 

 

 

公民館休館日のお知らせ 

皆様のご協力をお願いします 

 

休館予定日９月２０日(月) 敬老の日      

何度聞いても奥深い三苫の歴史。 

  古の歴史から、三苫校区となっての歴史まで、 

みんなで学びましょう。 

三苫の事をもっと知りたくなりますよ。 

◇日 時  ９月 １８日（土） 14：00～ 
◇場 所  三苫公民館 講堂   

◇講 師  堺 徳昭 氏 (初代自治連合会会長)       

◇対 象  どなたでも参加できます 

◇定 員  20 名（定員になり次第締め切り） 

◇申込先  三苫公民館（TEL606-4511） 

必ず事前に申し込みをしてください。 

◇主 催  三苫公民館 健康づくり推進委員会 

公民館事業に関するお知らせ 

 新型コロナウイルス感染症予防対策の為、紙面に記載
している講座も状況により中止も含めて  

変更となる事があります。ご了承ください。 

 
 

 

。 

※10 月開催予定だった以下の事業は中止
になりました。 

１０月１０日(日)  第２６回校区体育祭  

１０月３１日(日)  公民館文化祭   

 
 

≪お知らせ≫ 

緊急事態宣言を受けて、中止になった 9 月

の事業は裏面【9 月の主な行事】に記載して

います。ご確認ください。 

卓球教室のお知らせ－校区体育振興会より－ 

 緊急事態宣言で、中止としておりました香椎花園への遠足を 10 月

に変更しました。ご参加ください。 

◇日  時  １０月 １３ 日 （水） 

◇内  容  『香椎花園に行こう』  
◇集  合  １３：３０ 三苫駅 ※雨天時は公民館 

◇解散予定  １６：４５頃 三苫駅 

◇定  員 ２０名(定員になり次第締め切り) 

必ず事前に申し込みをしてください。 

◇申 込 先  三苫公民館（☎６０６－４５１１） 

内容等の詳細は、三苫公民館へお問い合わせください。 

緊急事態宣言に伴う福岡県の要請等を踏まえ、公民館は
9月 12日まで休館となっております。休館中も職員はおり

ますので、電話対応はいたします。福岡市においても、新

規陽性者数が増加しています。今まで以上に○手指の消毒
○マスク着用○人混みなどの三密回避などの予防対策を

徹底していきましょう。 

区役所に行かずに手続き 
公民館でマイナンバーカードの申請をすると 

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付や申請用写真撮影、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持っている人の

み）を行います。 

公民館で申請すると区役所に行かずに手続きができ、カードは

後日郵送で自宅に届くので大変便利です。ぜひご利用ください。 

 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１０月１４日（木）９：３０～１６：３０ 

【会 場】 三苫公民館  講堂 

【対象者】 東区に住民票のある方 

【事前予約期間】 ９月３０日（木）～１０月１１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 

【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。） 

 

さわやか教室【高齢者地域参画支援事業】 

 

東消防団和白分団三苫支部からのお知らせ 
≪夜警の実施について≫ 

・9月 1日（水）18：00～21：00 ・10月 1日（金）18：00～21：00 

・11月 1日（月）18：00～21：00 

上記の日時に 1 時間程度、消防車 2 台で地域巡回を実施いたします。その際に半

鐘を鳴らしながら走行しますが、火事ではありませんので、お間違いのないようにお

願いしまします。 

今一度、火の元・戸締りのご確認を！ 

現在、新型コロナウイルス感染症対策予防の為、公民館

の利用ができませんが、卓球教室が実施できる時期がきま

したら、再開したいと思っています。お問い合わせも多い

のですが、再開の際には、公民館だより裏面の行事予定に

記載します。お楽しみに‼ 

 

健康教室  

「コロナワクチン接種後の生活について」 
コロナワクチンを接種したら、もう安心なの？ 

どんなことに気を付ければ良いの？など、 

これからの生活について、教えてもらいましょう。 

◇日 時  １０月 ９日（土） 14：00～ 
◇場 所  三苫公民館 講堂        

◇講 師  和白病院職員 詳細未定 

◇対 象  どなたでも参加できます 

◇定 員  20 名（定員になり次第締め切り） 

◇申込先  三苫公民館（TEL606-4511） 

 必ず事前に申し込みをしてください。 

◇主 催  三苫公民館 健康づくり推進委員会 

◇日 時 ９月 ２６日（日）９：４０～受付 

◇場 所 三苫公民館集合後、史跡巡り（雨天時は公民館） 

◇定 員 ２０名(定員になり次第締め切ります) 

必ず事前に申し込みをしてください。 

◇持ってくる物 ・お茶・タオル ※マスク着用  

◇申し込み先  三苫公民館（６０６－４５１１） 

◇主 催 健康づくり推進委員会 

 ウォーキングしながら、三苫校区にある史跡を巡ります。 

戸外で密を避けながらウォーキングを楽しみましょう。 



日 曜 公 民 館 関 係 校区・自治協議会関係 

1 水 〇スイトピー広場    【中止】  

2 木  ○評議員会(3丁目)    20:00～ 

3 金  〇母子巡回健康相談      【中止】 

4 土 
〇ときめきホリデー 

 『子ども生け花教室』【中止】 

〇ﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ講座「ながら防犯」   【中止】      

○評議員会（５丁目）     【中止】 

5  日 
〇校区グラウンドゴルフ講習会 

11:00～12:00 【中止】 

〇校区一斉清掃              【中止】 

〇東区ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 【中止】 

○東区壮年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ交歓大会  【中止】 

6 月  〇校区体育祭説明会     【中止】 

7 火   

8 水 
○さやわか教室 
『香椎花園に行こう』【中止】 

 

9 木  〇子育連会長会（リモート） 

10 金   

11 土  

○男女共同参画みとま輪の会講座【中止】 

○評議員会（２丁目）19:00～ 

○評議員会（４丁目）19:30～       

○評議員会（6・7丁目）19:30～ 

12 日   

13 月  
〇いちごカフェ         【中止】 

○評議員会（１丁目） 20:00～ 

14 火 
〇にこにこふれあい広場Ａ【中止】 

『ホップ！ステップ！運動会』 
 

15 水 〇スイトピー広場    10:00～  

16 木  
〇地域カフェ『ひだまり』   【中止】 

 11:00～15:00【4・5 丁目集会所】 

17 金  〇第 3地区民児協定例会    【中止】 

18 土 

○歴史講座       14:00～ 

〇救急救命講座      【中止】 

 

〇ヘルスメイト定例会    9:00～ 

〇子育連防災キャンプ（9/18・19） 

【中止】 

19 日  〇校区ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 9:00～ 【中止】 

20 月 
敬老の日 

〇公民館臨時休館日 
 

21 火 
〇にこにこふれあい広場Ｂ【中止】 
 『ホップ！ステップ！運動会』      

 

22 水   

23 木 秋分の日  

24 金   

25 土 ○いちご文庫    13:00～15:00 

○自治協４役＆自治連４役会 9:30～ 

○自治協定例会(10 月定例会 10:00～ 

〇男女共同参画みとま輪の会定例会      

              13:30～ 

26 日  

〇健康づくり推進委員会 
『三苫の史跡をめぐるウォーキング』 

10:00～ 
〇『くるり』13:00～16:00【和白公民館】 

27 月  〇ほのぼのサロン『ミニ運動会』10:00～ 

28 火   

29 水   

30 木   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※さわやか教室とは、｢高齢者教室（高齢者地域参画支援）｣のことです。  

※ときめきホリデーとは「子どもの健全育成関連事業」のことです。  

※【 】は開催場所。記載がない行事は三苫公民館です。ただし未定の場合もあります。 

※各町内会の評議員会や総会の開催場所はそれぞれの町内会の【集会所】です。 

 

三苫公民館地図 
  

         三苫校区 

       人権尊重推進協標語 

       差別ゼロ 

         みんなで作る 

            笑顔の輪 

  

三苫校区の様々な情報を

発信しています。 

★９月の主な行事★ 

 
お知らせ 

新型コロナウイルス感染症予防対

策のため、行事は変更となる事が

あります。 

ご了承ください。 

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。 

みなさんの散歩道や、子ども達の遊び場にな

っている公園など、犬のフンで迷惑をしている

という声をよく耳にします。フンの放置はみん

なの迷惑です。必ず持ち帰りましょう。           

犬を飼うなら 

マナーを守って！ 

 

千早証明サービスコーナーのご案内 

ＪＲ・西鉄千早駅前のなみきスクエア内『千早証明サービス

コーナー』では、土日祝日（12/31～1/3 と臨時休館日を除

く）も午前９時から午後８時まで住民票の写しや印鑑登録証明

書の発行をします。また、区役所開庁日（平日）の午前９時か

ら午後５時１５分までは、戸籍・税証明も発行します。 

来所される方の本人確認書類（運転免許証など）をご持参く

ださい。代理人による証明取得の場合など、詳しくは、下記ま

でお問い合わせください。 

・千早証明サービスコーナー(千早四丁目 21-45) 

Tel 674-3983  Fax 674-3974 

・東区市民課 （箱崎二丁目 54-1） 

Tel 645-1016  Ｆax 632-0360 

 

高齢者乗車券の交付方法のご案内 
○対 象 市に住民登録をしている７０歳以上の方で福岡市介護保険料 

所得段階が１～７の方 

○乗車券の種類 

     交通用福祉 ICカード・タクシー助成券・市営渡船乗船引換券 

○申請方法 郵送またはオンラインで申請 

（申請書、申請方法等については市政だより７/１５号に 

掲載しています。申請書は公民館にも置いています） 

○令和２年度に交通用福祉 ICカードを受け取った方 

申請し交付決定通知書が届いた後、令和２年度に交付された 

ICカードにご自身で交付額をチャージする。 

     チャージ場所は、区役所、出張所、地域交流センター 

     地下鉄駅など 

○タクシー助成券・市営渡船乗船引換券・令和２年度の ICカードを 

持っていない人(新規・紛失)は簡易書留でご自宅に届きます。 

【問い合わせ先】 高齢者乗車券郵送受付センター 
（平日午前９時から午後５時まで） 

電 話 ０１２０－５０２－６３３（通話料無料） 

ＦＡＸ ０１２０―８８０－２１９（問い合わせ専用） 

 

 

 

 

①「あんしんメールアプリ」を 

右の QR コードよりインストール(無料) 

 ➁「あんしんメールアプリ」を起動 

➂ 画面中の｢新規登録｣ボタンをクリック 

➃ アプリ画面右側上部の「追加」ボタンをクリック 

⑤ 登録用空メールアドレス欄に 

mt2@gw.ansin-anzen.jp を入力 

➅ グループに登録 → 必要事項を入力して登録完了 

※ なお、登録説明書は、三苫公民館に用意しています。 

 

【iPhone 版】 

【Android 版】 

 

「三苫校区住民あんしんメール」は、主に三苫校区の各種団体からのお知

らせ、災害発生時の緊急連絡、日常的に身近な防犯防災に関する情報等をお

知らせしています。特に、スマートフォン用の「あんしんメール」アプリは

メールアドレスが不要なため、「登録できない」「メールが届かない」よう

なことはありません。 

尚、本システムの受信には、一般のメール受信同様のメール受信料はか

かりますが、それ以外はすべて無料です。又、本システムへの登録・変

更・解除は随時可能です。 

 

災害時 
の情報 

福岡市から 
の速報 

校区内の 
防犯情報 

ちょっと覗いて

みてください。 

不審者な
どの情報 

校区内の 
いろいろな
お知らせ 

mailto:mt2@gw.ansin-anzen.jp

