
公民館だより

第454号 (令和3年)

2021年 12月号

お互いが尊重される地域づくり

臨時休館日のお知らせ
🌸🌸12月26日(日)に臨時休館を実施します。公民館の利用を希
望される場合は、12月16日(木)17:00までに「公民館利用
許可申請書」を提出してください。

🌸🌸令和3年12月29日(水)～令和4年1月3日(月)まで年末年始
の休館となります。 愛宕公民館

介護をしている家族と介護を体験した家族との交流の場です。

福祉ビデオシリーズ「優しい認知症ケア ユマニチュード」

（NHK厚生文化事業団制作）を参考に学んでいます。）

日時： 12月18日（土）10:00～12:00
場所： 愛宕公民館 児童等集会室

対象： 介護をしている家族 地域の方で参加意欲のある方

参加費 ： 100円

地域ボランティア 下島 康則 さん

※水分補給以外の飲食はできません。

介 護 家 族 と の 交 流 会

お知らせ、イベント案内、公民館だよりをブログでご覧
いただけます。“愛宕公民館ブログ”で検索ください。
愛宕公民館 〒819-0015 西区愛宕４丁目11-11

TEL891-7962 FAX891-4677
E-mail:atago112@jcom.home.ne.jp

～ 1 2月の行事～

4日(土)あたごチャレンジ教室｢毛糸まきまきふわふわクリスマスリース｣
愛宕校区自治協議会運営委員会

7日(火)愛豊大学｢オンラインチャレンジ講座｣
11日(土)あたごチャレンジ教室｢親子でナチュラルXmasリース作り｣
14日(火)福岡市公民館Wi-Fi活用講座
18日(土)介護家族との交流会
21日(火)民生委員児童委員協議会会議
24日(金)折り紙教室
25日(土)愛宕子ども会プロジェクト「クリスマス音楽会」

自宅で検温をし、マスク着用でご来館ください

★発熱や体調に心配のある場合は外出をご遠慮ください。

★お知らせしている事業や講座は、状況により変更になる場合
があります。

★お知らせしている講座は事前申込制です。
講座の申込先は愛宕公民館です。(申込先特記がない場合に限る)

氏名と連絡先をお伺いしています。

12月24日（金）10：00～12：00
定 員：6名（事前申込制）
申込期間：12月1日（水）～12月15日（水）
持ち物：のり、はさみ
参加費：100円
場 所 ：愛宕公民館 講堂

折り紙教室 12月はお正月飾りを作ります♪

～しおかぜ文庫 本の貸し出し日～

12月8日（水）、22日（水）15:00～17:00
愛宕公民館 児童等集会室

赤ちゃん絵本 毎月新刊入荷します

愛宕公民館LINE公式アカウントを開設しました。
主催事業などの公民館情報をお届けします。
ぜひ友だち登録お願いします。

子育てミニ広場 （乳幼児ふれあい事業）

冬季は感染症流行期のため、令和3年度は12月～3月まで
お休みします。皆さまどうぞご注意ください。

あたごチャレンジ教室のご案内

①毛糸まきまきふわふわクリスマスリース
(土台に毛糸をくるくる巻いて作ります)
日時：12月4日(土)10:00～12:00
講師：畑中 みゆき 氏
場所：愛宕公民館 地域団体室
定員：10名（事前申込制）
申込期間：11月26日(金)～12月3日(金)
参加費：無料

②親子でナチュラルXmasリース作り
(フレッシュな常緑樹や木の実で作ります）
日時：12月11日(土)10:00～12:00
講師：山下 明美 氏
場所：愛宕公民館 地域団体室
定員：8組(事前申込制)※ぜひ親子でご参加ください
申込期間：11月26日(金)～12月3日(金)
参加費：無料

※①か②のどちらかにお申込みください

日時：12月25日(土)10:00～11:30
講師：生の音楽宅配便「パレットトリオ」の皆さん

(岡田 菜美 氏、永田 望 氏、山口 智史 氏）
場所：愛宕公民館 講堂
定員：20名（事前申込制）
申込期間：12月1日(水)～12月15日(水)
参加費：無料
※保護者参加可。申し込みの際にお申し出ください。

※音楽会終了後、次回お楽しみ会（春休み期間）の作戦会
議を15分程子どもたちだけで行います。春休みにしたい
ことを考えてきてください。

クリスマス音楽会

愛宕子ども会プロジェクト
（※子どもたちが企画して実行する、子どもが主役の愛宕公民館独自の事業です）

☆ボランティアスタッフ同時募集中☆

日本語教室（愛宕公民館）生徒募集
楽しく日本語でお話ししましょう！

日時 :水曜日(第1･2･3) Date : Wed.(1st.2nd.3rd) 19:00～20:30

場所 :愛宕公民館2階 Place : Atago C.C.

会費 : 300円/月 Cost : ¥300/Month

小中学生対象

6歳～小中学生対象

Let’s study
Japanese!

サークルからお知らせ
にほんごきょうしつ（あたごこうみんかん） せいとぼしゅう

たの にほんご はな

愛宕公民館からお知らせ
★11月号で職員で花壇づくりをしていますとお知らせしたと

ころ、グリーンコーディネーター養成講座受講中の地域の
方からご指導いただくことができました。天候を見ながら、
事務の合間に少しずつ作業をしています。

★公民館だよりの紙質について｢インクが手に付く｣｢紙質が悪
くなった｣との声をいただきます。公民館だよりの紙質は、
2020年の8月号から資源削減のため変更しています。どう
ぞご理解ください。

ピアノ、ヴァイオリン、マリンバのトリオです♬
曲のプログラムは当日のお楽しみ♪

母子巡回健康相談のお知らせ
日 時：12月6日（月）
受 付：13：30～14：00
会 場：愛宕公民館 講堂
内 容：身体計測、育児相談、妊産婦の健康相談

※母子手帳をご持参ください。
問い合わせ先：西区保健福祉センター

地域保健福祉係 TEL：895-7080

にちじ すいようび

ばしょ あたごこうみんかん

かいひ えん/つき

※近日ブログで作品例を紹介予定です！



日時：12月18日(土)10:30～12:00
テーマ：沖縄の三線と歌
講師：古賀 久美子 氏
定員：25名

(多い場合は抽選の可能性もあります)
申込期間：12月1日(水)～12月8日(水)
申込方法：愛宕公民館へ直接または

お電話でお申込みください。

第2回 ふれあいコンサート

愛宕校区社会福祉協議会よりお願い
※当日自宅で検温し、発熱や体調に心配のあ
る場合は参加をご遠慮ください。

※マスクの着用をお願いします。
※水分補給用の飲み物は各自持参してくださ
い。

※感染状況により変更になる場合があります。

愛宕校区社会福祉協議会

日時：12月15日(水)13:30~15:00
講師：歌ボランティア

吉戒美穂子氏、長濱信子氏
場所：愛宕公民館 講堂
定員：15名（事前申込制）
申込期間：12月1日(水)～ 12月13日(月)
申込方法：愛宕公民館へ直接または

お電話でお申込みください。

すこやか教室
季節の歌を唄いましょう

子育て交流サロン ぽんぽこ
しおかぜ文庫の

クリスマスおはなし会

日時：12月20日(月)10:00~12:00
講師：しおかぜ文庫の皆さん
場所：愛宕公民館 講堂
定員：5組（事前申込制）
申込期間：12月1日(水)～12月17日(金)
申込方法：愛宕公民館へ直接または

お電話でお申込みください。
持ち物：水筒、タオル、外出時に必要

なもの（おむつ、着替えなど）
※おはなし会の後は親子でのんびり自
由遊びの場としてご利用ください。

【冬場の入浴時の対策】
・脱衣所を暖房器具で20℃以上にしておく。
・入浴は浴室全体が暖まってから。
・浴槽につかる前にかけ湯をして体を慣らす。
・湯温は41℃以下で、入浴時間は10分以内。

温度差を小さくする
環境づくりを！

ヒートショックに気をつけよう！
☆ヒートショックとは…
暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な温度差により血圧が大きく変動することで起こる体調トラ
ブルのことです。
特に冬場の入浴では、血圧が急上昇・急降下することで脳や心臓に大きなダメージがかかり、命に危険が
及ぶことがあります。

新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル

℡：０９２-７１１-４１２６ （24時間受付）

マスクの着用
（咳エチケット）

作成：西区地域保健福祉課 092-895-7080

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の予防接種を受けると、かかるのを防いだり、
かかったとしても重症化を防いだりしますが、発症を100%防げるものではありません。
これからも以下の4つの感染症予防をこころがけましょう。

予防接種を受けていても感染予防はしっかりと！

※要事前予約

福岡市公民館Wi-Fi活用講座

体験学習も織り交ぜた楽しめる講座となってい
ます！
公民館Wi-Fiで様々な体験をしてみませんか‼
講座メニュー：公民館Wi-Fiの接続方法、
オンライン行政手続き体験、テレビ電話、動画
視聴...etc

日時：12月14日（火）14:00～16:00
場所：愛宕公民館 講堂
対象：スマートフォン、タブレットなどをお持ちで

インターネットに不慣れな方
参加費：無料
定員：15名 ※定員になり次第締め切ります
申込期間：12月13日（月）17:00まで
申込：下記窓口に電話にてお申し込みください

※11月24日（水）から受付開始
電話番号：092-600-4690

(公民館Wi-Fi活用講座予約受付窓口)
時間：平日の9:00～12:00、

13:00～17:00
主催：福岡市

令和３年度
西区青少年作品コンクール入選

【小学生 絵画の部】
銀賞 愛宕小学校 5年生 江見一夏さん
【小学生 習字の部】
銀賞 愛宕小学校 2年生 上村武蔵さん
銀賞 愛宕小学校 3年生 竹村美海さん
銅賞 愛宕小学校 6年生 中村花実さん
【中学生 習字の部】
金賞 姪浜中学校 2年生 森友杏央郁さん
西区は、小学生絵画の部1,004点、小学生
習字の部3,148点、中学生習字の部252点、
合計4,404点の応募作品の中から、各部門／
学年ごとに、金賞・銀賞・銅賞を選出し、
表彰しました。

紙リサイクルステーションからのお知らせ

■毎週土曜日・日曜日 9:00～17:00
■回収するもの・・新聞 段ボール 雑誌など

※必ず十字にしばってお出しください

※年始1月1日(土)、2日(日)はお休みします

主催：愛宕校区自治協議会

さんしん

3密を避ける
（密閉、密集、密接）

手洗い・うがいの徹底 こまめな換気
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