
月 1 回の臨時休館 

☆今月の休館日は 

10 月 11 日（月）です。 

月１回の臨時休館 

☆今月の休館日は 

10 月 30 日（金）です。 

  

 

    

 

 

 

   

子育てセミナー 

親子ふれあい広場 
  ０～１歳のお子さんを持つパパ・ママ必見！ 

  育児をする中でパパ・ママが感じる不安や疑問、 

  一緒に考えてみませんか？ 

10月 25日(月)  11月 1日（月） 
10：00～11：30 

内容 ◎親子遊び・講話 

◎ 今気になっていることを話してみよう、聞いてみよう！ 

◎ 身体測定・個別育児相談（希望者） 

講師：梯 裕子先生（保育士） 

場所：和白公民館 講堂 

対象：0～1 歳児とその保護者 8 組 

申込み：和白公民館 TEL 606-3001 

主催：和白公民館  

協力：東区保健福祉センター地域保健福祉課 

ミンナキテネ。 

マッテルヨン♪ 

人との間隔をあけて 

行います。 

マスクとお茶をお忘れなく！ 
 

 

6 日 楽しく歌おう ♪ 

20 日 健康体操！ 

令和３年１０月号 福岡市和白公民館 
福岡市東区和白 3-28-31 

TEL 092-606-3001 FAX 092-606-5262 

Eメール:wajiro48@jcom.home.ne.jp 

http://gakushu.city.fukuoka.lg.jp/ 
ひろげよう だれかを思う やさしさを 

日時：10 月 22 日(金)10：00～12：00 

場所：和白公民館 講堂 

対象：未就園児親子 

申込み：不要 

【 親子遊び 】 

日時：10 月 1 日（金）10:00~12:00 

場所：和白公民館 講堂 

対象：未就園児親子 

申込み：不要 

 

【 親子遊び 】 

日時：11 月 5 日(金) 10 : 00～12 : 00 

場所：和白公民館 講堂 

対象：未就園児親子 

申込み：不要 

 
きょうだいも 

一緒にきていいよ 

日時：１０月２４日（日）１３：００～１６：００ 

場所：和白公民館 児童等集会室 

対象：和白中学校の生徒 

申込み：不要 
主催：第 2・3 地区民生委員児童委員協議会 

主任児童委員 

 
 

 

 

和白公民館では、月に 1 回楽しく過ごせる場所を 

つくりました。来てくださいね ♪ 

 

 

 

 

 

【シーサーをつくろう】 

日時：10 月 30 日（土） 

   10：00～12：00 

場所：和白公民館 講堂 

講師：工房スマイル 

材料費：1000 円 

対象：どなたでも 

定員：10 名になり次第締め切ります 

申込みは、和白公民館へ 

TEL （092）606-3001 

 シーサーで 

コロナを退散！ 

【ドコモスマホ講座】 
LINE（ライン）について学びます 
日時：10 月 21 日（木）13:30~15:00 

場所：和白公民館 講堂 

対象：どなたでも 

定員：10 名 

(締め切りは 10 月 12 日（火）まで) 

申込み：和白公民館 ℡ 606-3001 

 

本紙掲載の内容について、 

今後の新型コロナウイルス感染 

対策により、延期もしくは中止と 

なる場合がございます。 

 

● 母子巡回健康相談のお知らせ 

日時：10 月 19 日（火） 

場所：和白公民館 

受付：事前予約制。 

   前日午前 9 時から地域保健福祉課で受付 

内容：身体計測、育児相談、妊産婦の健康相談 

お問い合わせ：東区保健福祉センター 

      地域保健福祉係 TEL(092)645-1088 

 
 

 持ってくるもの 

母子健康手帳 

 

参加無料 

 
💛行先はお楽しみ💛5キロ位歩く予定 
 

日時：11月11日（木）9：30 
   和白公民館集合 ※小雨決行 

対象：どなたでも 

   歩くことに自信のある人 

申込み期間：10月15日～11月8日 

定員：20名 

   （20名になり次第締切） 

持ってくるもの： 

     お茶・タオル・マスク着用 

     （動きやすい服装） 

     軽食は準備します 

申込み：和白公民館 606-3001 

 

  主催 和白校区衛生連合会 

共催 和白公民館さわやか教室 

東区地域保健福祉課 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【和白出張教室】 
 

 

日時：１０月５日（火） 

１３：３０～１４：３０ 

場所：和白公民館 講堂 

対象：障がいのある方と地域の方 

タオル・お茶等はご持参ください。 

定員：１５名になり次第締め切ります。 

申し込み：和白公民館 TEL６０６-３００１ 

【東フレンドホームと共催】 

        毎年 11月 3日～9日は 

           みんなで参画ウィーク です。 

           （福岡市男女共同参画週間） 

この週間をきっかけに、地域の男女共同参画推進の取組みの輪を広
めましょう！ 
【問い合わせ先】  福岡市市民局男女共同参画課 TEL 406-7510  

 

 

 
 和白公民館で 

総合健診を受けよう！ 

東区人権セミナー  
＜演題＞今どきの子どもたちとの関わり方      

―― 多様な振る舞いの理解を通して ―― 
＜内容＞発達に特徴がある子どもへの理解と関わり方 

講師：福岡こども短期大学教授・ 

福岡市教育委員 武部 愛子 氏 
日時 : 令和３年 10 月 28 日(木)14：00～15：30 

会場 ：東市民センターなみきホール    

申込方法 : 東区生涯学習推進課まで 

FAX またはメールで（申込先着２００名） 

FAX 651-5097  

メール：h-gakushu@city.fukuoka.lg.jp 
主催・問合せ：東区生涯学習推進課（645-1144） 

 
 

令和３年度高齢者乗車券の申請について 
交付を受けるには、毎年申請が必要です。 

申請がお済みでない方は、郵送かオンラインで申請してください。 
※申請書、申請方法等については、市政だより 7/15号と一緒に配布しています。 

 申請書がお手元にない場合は、下記にご連絡ください。 

＜お問い合わせ先＞ 

      高齢者乗車券郵送受付センター 0120-502-633 （通話無料）  

      （午前９時～午後 5時）      FAX 0120-880-219 

 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 1２日（火） 
９：３０～16：３０ 

【 会 場 】和白公民館 講堂 

【 対象者 】 東区に住民票のある方 

【事前予約期間】9 月 2８日～10 月７日  

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。） 
 

日時：11 月 3 日（水）祝 受付：8：30～雨天の場合は中止 

出発式：9：00 帰着：15：00 予定  

集合場所：和白公民館 ※新型コロナウイルス感染対策により、 

                             中止となる場合がございます。 

◎山登りに適した服装で、小さなお子さまは保護者同伴  

昼食・敷物・おやつ・お茶は各自準備 

※参加申し込みは当日（無料） 

【問い合わせ】和白公民館 TEL606-3001 

 主催：和白・奈多・三苫校区自治協議会  

 

 

日日時時：：1111 月月 22 日日（（火火））  

受受付付時時間間：：９９：：００００～～１１１１：：３３００ 

会会場場：：和和白白公公民民館館 
予約先：予約センター（平日９時～17時 通話料無料） 

℡ ０１２０－９８５－９０２ 

 （予約締切：10月 19日）   

 

   ※よかドック・がん検診の健康診査用 

    非課税証明書については東区課税課へ 

     お問い合わせください。 

予約以外のお問い合わせ ： 

 東区保健福祉センター健康課  

 TEL  ６４５－１０７８ 

FAX  ６５１－３８４４ 

 

予約がないと 

受診できません 

mailto:h-gakushu@city.fukuoka.lg.jp

