〒814-0111 福岡市城南区茶山 6-21-5
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城南校区文化祭のお礼

～意識高めて！住みよいまちづくり講座～

１１月１４日（日）に開催致しました校区文化祭には、
晴天に恵まれ多数の皆様にご来館いただきました。誠に
ありがとうございます。
今年度は規模を縮小し、公民館サークルや城南中学校

「花づくり講座・森のクリスマス」

「音楽を楽しもう!!クリスマスコンサート」
✿日
✿定
✿対

◎日
◎内

◎講 師：緑のコーディネーター 石井 康子さん
◎定 員：１５名（先着順）
◎材料費：１０００円
◎申し込み：１２月１日（水）より受け付け
～学生がデザインする公民館事業～

「大学生と遊ぼう！Xmas 音楽会♪」

時：１２月２２日（水）１０：００～１１：３０
員：２５名（先着順）
象：おおむね６０歳以上の方

奏：中村学園大学短期大学部合同
アコースティックギター同好会
✿曲 目：歌うたいのバラッド・クリスマスソング他
✿申し込み：1２月１日(水)より受け付け

時：１２月１８日（土）１０：００～１１：３０
員：校区在住小学生２５名（先着順）
奏：中村学園大学短期大学部合同
吹奏楽部
♪曲 目：クリスマスディスコキャロル
髭男メドレー・となりのトトロ他
♪申し込み：１２月１日（水）より受け付け

✿演

＊１２月１日（水）開催の
「折り紙で手作りの干支を作って新年を迎えよう！」
は定員に達しました。

出会い

ふれあい

助けあい

～親子すくすく広場

4 日（土） 20：00～ 夜間防犯パトロール
1１日（土） 13：30～ 自治協議会役員会
21 日（火） 19：00～ 小学校施設利用調整会議
公民館年末年始休館日
１２月２９日（水）～１月３日（月）
～ワクワク元気広場～

明るいわが町

＊日

時：１２月１９日（日）１０：００～１２：００

＊定

員：校区在住小学校高学年１８名（先着順）

＊申し込み：１２月１日（水）より受け付け
＊共

催：校区青少年育成連合会
ゆい

～ふれあい・学びあい結 広場 ～

「しめ縄づくり」

✿日 時：１２月２５日（土）１０：００～１２：００
✿定 員：２０名（先着順）
✿講 師：六十爺会 田口 雅敏さん
✿共 催：校区社会福祉協議会
✿申し込み：1２月１日（水）より受け付け

～

時：１２月３日（金）１０：３０～１１：３０
所：城南公民館 児童等集会室
師：福岡市立中央児童館 あいくる
象：未就学児とその保護者
員：親子１０組（先着順受付中）

わが校区

「そば打ち体験」

年越しそばを自分で打ってみよう！！

臨時休館のお知らせ

「Ｘｍａｓお友達とお楽しみ会☆」
✤日
✤場
✤講
✤対
✤定

インスタグラム→

その他の行事予定

時：１２月４日（土）１０：００～１２：００
容：花づくり寄せ植え講座
「プランターに森のクリスマスを作ろう！」

♪日
♪定
♪演

～いきいき学級～

←ブログ

＊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

１２月 1 日

美術部の作品、校区の方々による手作りの品々などを
ご覧いただきました。手厚い文
化祭を開催できましたことは、ひ
とえに地域の皆様方のご支援に
よるものと深く感謝しておりま
す。
自治協議会会長 稲益 重樹
城南公民館館長 吉川 勝弘

公民館の様子がご覧いただけます。

＊１２月２８日(火)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、１２月１８日
（土）１７時までにご連絡をお願いいたします。
＊１月４日（火）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、１２月２４
日（金）１７時までにご連絡をお願いいたします。

＊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

～なごやかサロン～
「年忘れ 創作落語」
✿日 時：1２月１５日(水)１０：００～１１：３０
✿場 所：城南公民館 講堂
✿演 目：「涙をこらえてカラオケを」
✿講 師：粗忽家じゅり奴さん
✿定 員：２５名（先着順）
✿申し込み：１２月１日(水)より受け付け

～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
✿場
✿対
✿定

時：1２月２日（木）・９日（木）・１６日（木）
１０：３０～１２：３０
所：城南公民館 児童等集会室
象：就学前（乳幼児）のお子さまと
その保護者
員：各日 親子８組（先着順）

✿申込締切り：開催日前日

健康づくり推進委員会より
～１２月の歩こう会～
◎月 日：１２月４日（土）
◎行 先：友泉亭公園
◎集合場所・時間：城南公民館
◎入園料：大人２００円

ちびっこインディアンズ再開します!!

令和３年 12 月 31 日（金）～令和４年 1 月 3 日（月）
コロナ禍でお休みしていた公民館子育てサークル
〝ちびっこインディアンズ〞が１２月より活動を再開し
ます。
親と子の交流の場、情報交換の場として今しかできない
楽しい思い出づくりをしませんか？

☆対

～健康講座２０２１～ 共催：ニコニコくらぶ
① １２月８日（水）１０：００～１１：３０
「体力測定会」
＊先着１５名（受付中）
② １月１２日（水）１０：００～１１：３０
「いい姿勢で運動開始」
＊先着１５名（１２月１３日（月）より受け付け）

が変更となります。

象：０歳～未就園児までのお子さんと保護者

＊問い合わせ・申し込みは公民館までお願いします。

●粗大ごみの受付・収集の休み
令和３年１２月２９日（水）～令和４年１月３日（月）

福岡ファミリー・サポート・センターより

粗大ごみ（受付センター

電話 092-731-1153）

☆「子育てを応援してほしい人」と「応援したい人」

年内の収集は早め（受付状況にもよりますが 12 月第１週

が相互援助活動を行う子育て支援のネットワーク！

目を目途）の申し込みが必要です。

会員になって、子育てのお手伝いをしてみませんか！

※受付上限に達した時点で年明けの収集となります。
●区役所資源回収ボックスの休み

提供（両方）会員講習会日程

令和３年１２月２９日（水）～令和４年１月３日（月）
※上記期間中の持ち込みは出来ません。

1/25 （火） 10時から15時

＊６５歳以上無料（年齢確認できるものを持参）
＊雨天中止

ごみ収集は休みになるため、下記のとおりごみ出し日

☆活動日：毎週水曜日
☆時 間：１０：００～１２：００
☆会 費：無料

1/21 （金） 10時から15時

９：３０

～年末年始のごみ出し日等の変更について～

●問い合わせ先：城南区役所

1/27 （木） 10時から14時30分
場所 ： 市民福祉プラザ

☆場所：市民福祉プラザ
託児 ： あり (要申込・ 抽選)

☆託児：あり（要申込・抽選）

☆申し込み：お問い合わせ先
社会福祉法人福岡市社会福祉協議会
福岡ファミリー・サポート・センター本部
〒810-0062 中央区荒戸 3-3-39
TEL：０９２－７３６-１１１６
FAX：０９２－７１３-０７７８
E メール：f-support@fukuoka-shakyo.or.jp

詳しくは
こちらから
↓

☆1２月１日（水）～1 月１４日（金）までに電話・メール・
FAX のいずれかで申し込んでください（先着順）。
（先着順）

生活環境課

ＴＥＬ：０９２－８３３－４０８６
ＦＡＸ：０９２－８２２－４０９５

✤図書ボランティア「たんぽぽ広場」✤
◇日
◇場

時：１２月１１日（土）・２５日（土）
10：00～12：00
所：城南公民館 児童等集会室

＊1 階ロビーのミニ図書館には福岡市
総合図書館よりお借りした本もたくさんありますよ。

