
 

   

  

  
   

月１回の臨時休館 

☆今月の休館日は 11 月 30 日（火）です。 

  

 

令和３年１１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：11 月 26 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：11月 28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※マスクを必ずつけてきてください 

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 ♪ 

 

ミンナキテネ。 

マッテルヨン♪ 

第 2 回公民館運営懇話会 開催 

日時：令和 3 年 12 月 4 日（土） 11:00~ 

場所：和白公民館 講堂 

※会議の傍聴を希望される方は、会議 

開始の 15 分前までに申し出てください。 

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！ 

 
 

10 日 楽しく歌を歌おう♪ 

17 日 かしいかえんへ 

行こう！（申込み必要） 

 

 

 
光和保育園の 

先生と遊ぼう 

 

 ご自由にどうぞ 
 
 

 

 

 

 

12月末で閉園してしまうかしいかえんで 

思い出の写真撮影をしよう♪ 

11月 17日（水） 
●和白駅を 13時 19分発の 

西鉄電車で行きます。 

●集合場所：和白駅前の公園 

※帰りは自由解散 

●電車代金と かしいかえんの 

入園料（900円）は各自 

●対象：どなたでもどうぞ 

●定員 20名になり次第締め切り 

●申込み：和白公民館 

092-606-3001 

公民館でＷｉ－Ｆｉが利用で

きるようになります 

令和３年１１月１日（月） 

より公民館でＷｉ－Ｆｉ 

（公衆無線ＬＡＮ）が利用で

きるようになりますので、 

ぜひご利用ください。 

【 親子遊び 】 

日時：12 月 3 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 

ベジートで巻き寿司を作るのを見よう！ 
（ベジートとは、規格外の野菜と寒天で作ったシート状のもの。） 

日時：11月 20日（土）11：00～ 
場所：和白公民館 

対象：校区の方ならどなたでも 

定員：10名（定員になり次第締切） 

申込み：和白公民館 TEL 606-3001 

主催 食進会 

 

【クリップモーターカーをつくろう】 

日時：11 月 27 日（土）10:00~12:00 

場所：和白公民館 講堂 

講師：高原健爾先生 

（福岡工業大学教授） 

対象：小学生親子 

参加費：無料  

定員：先着 10 組  

申込み：和白公民館へ Tel  606-3001 

 

13時集合 

雨天中止 



   

 

 

 

                     

第１回 和白公民館館長候補者推薦委員会を開催しました。 
①日 時：令和３年 10 月 14 日（木）19：00 から 

②場 所：福岡市和白公民館 

③議 題：福岡市和白公民館館長候補者の選定、推薦について 

   ※公民館長の任期満了（令和４年３月 31 日）によるもの。 

④会議の公開・非公開：本会議は非公開です。 

⑤非公開の理由：公民館館長候補者の選定、推薦に係る会議のため 

   （公民館館長候補者推薦委員会設置要綱第７条の規定による） 

⑥特記事項（委員名等） ※順不同、敬称略 

団体 委員会 

自治協議会 野口 公治 

社会体育振興会 田中 新一 

男女共同参画推進会 堀端 智子 

青少年育成連合会 井上 俊一 

衛生連合会 斉藤 桂子 

人権尊重推進協議会 花田 豊 

老人クラブ連合会 大嶋 博 

社会福祉協議会 西  馨  

民生児童委員協議会 坂口 美惠子 

食生活改善推進協議会 北畑 清栄 

 

⑦事務局名：東区役所 地域支援課（電話）645-1041 

 

【和白出張教室】 リラックスヨガ 

日時：１１月１６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】  

 

 

 
💛名島駅から名島城址公園周辺を 

 歩きます   ★ 5キロ位歩く予定 

日時：11月11日（木）9：00 
   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（参加費無料） 

   （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 

 

 

 

日時：11月 23日（火・祝） 

   8：30～開会式 

   ※雨天の時は中止 

場所：和白地域交流広場 

主催：和白校区自治協議会 

 
 

 11月の主な行事（予定） 

  

オンラインチャレンジ講座 

日時：11月 16日（火） 

    14：00～16：00 

場所：和白公民館 

対象：福岡市内の 65歳以上の方 

参加費：無料 

定員：15名 

申込み：オンライン講座事務局 

TEL 050-3385-8510 

 
 
１１月１2日（金）～11月18日（木）7日間 

「女性の人権ホットライン」強化週間として， 

夫・パートナーからの暴力，職場でのセクハラ

，ストーカーなど，女性に関する人権問題のご相

談を受け付けます。 

    ①11月12日（金） 

11月15日（月）～18日（木） 

８：３０～19：00 

②11月13日（土）・14日（日） 

１０：00～１７：00 

 電話番号 ０５７０－０７０－８１０ 
（全国共通）   

 法務局職員と人権擁護委員が無料で相談に 

応じます。秘密は厳守されますので，どんな 

些細なことでも，ひとりで悩まずご相談ください 

【お問合せ先】 福岡法務局人権擁護部 

   ０９２－７３９－４１５１ 

福岡法務局・福岡県人権擁護委員連合会 

和白干潟の未来図づくり 
ワークショップ〈SDGsと和白干潟の未来〉 

①和白干潟の好きなところ困ったところ 

日時：11月14日（日）13：30～17：00 
集合場所：和白干潟・海の広場 

     福岡市東区和白4丁目海岸 

  ワークショップ 和白公民館 

 

②もっとみんなに知ってほしい和白干潟 

子どもたちに伝えたいこと 

日時：12月19日（日）   13：00～17：00 

集合場所：和白公民館 駐車場 

  ワークショップ 和白公民館 

申込み：和白公民館 606-3001 

  主催 ウエットランドフォーラム 

  問い合わせ：080-5251-8677（松本） 

共催 和白公民館 

 

【 ドコモスマホ講座 】 
日時：11 月 18 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 11 月 11 日（木）まで) 

申込み：和白公民館 ℡ 606-3001 

 

東区「人権を尊重する市民の集い」  
＜演題＞インターネットによる人権侵害      

～中傷投稿の被害者を救え～ 

講 師：（株） 情報文化総合研究所代表取締役、 

武蔵野大学名誉教授 佐藤 佳弘 氏 

日 時：令和３年１２月８日（水）14：30～16：05 

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 FAX またはメールで 

（申込先着３００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） 
 

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

