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裏面もご覧ください

【臨時休館日のお知らせ】
１２月の臨時休館日は、２８日（火）です。

利用申請がない場合、休館します。ご利用の方は１０日前までに申請下さい。
年末年始休館１２月２９日（水）～１月３日（月）までとなります。

いきみなみ人権尊重推進協議会は持続可能な開発(SDGｓ)を支援しています。

SDGs（１０）
人や国の不平等をなくそう

当たり前のことですが、どこに生まれようと、
性別がどうであろうと、経済的にゆとりがあろうとなかろ
うと……人は誰でもひととして認められ、尊厳ある暮らし
を保障されるべきです。
しかし現実には先進国と途上国との間には多くの不平等が
あります。それは例えば、新型コロナに対するワクチン接
種率などにも現れています。もちろん国内にも不平等は存
在しています。
この目標は「地球上のすべての人が社会のあらゆる分野
において自尊心を損なわず、その人らしく生きていける社
会をめざそう」というものです。私たちにできることはな
んでしょう？

（いきみなみ人権尊重推進協議会）

その他の １２月の予定 ※予定が変更になる場合があります。

２ 木 マイナンバーカード申請

３ 金 衛生連合会 オンラインチャレンジ講座

４ 土 男女共同参画役員会

６ 月 社協事務局会

１０ 金 青少年育成会（子）

１２ 日 子どもリーダー会議

１４ 火 文化振興会役員会

１６ 木 のるーと連絡会議

１７ 金 自治会長会 交通安全推進委員会

１８ 土 シニアクラブ

２４ 金 青少年育成会役員会

２７ 月 ふら～っとカフェ実行委員会

会場記載のないも
のは、いずれも公
民館で行います。
申し込みは、公民
館まで連絡下さい。

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

にぎにぎ体操 （簡単でゆるやかな体操）
毎週月曜日 １４：００～

(フレイル改善講座が行われている時は休止します。)
持ってくる物：上靴・タオル・飲み物

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

介護福祉講座 『フレイル改善講座』 （全6回クール）
日時： ③12月 6日(月） ⑤ 1月17日(月）

④12月20日(月） ⑥ 1月31日(月）
全て１４：００～１５：００

内容：コロナ禍の中、外出機会や運動機会が減少していませ
んか？フレイル状態になったことで、予防・改善に必要
な栄養や運動の知識を深めていきます。どのように改
善できたか後半で確認できます。
(どの回からでも参加できます。①・②は実施しました。）

※フレイルとは…運動機能低下、自立した生活を送るための生活機
能が低下し、要介護状態となる危険性が高くなっている状態

講師：村上華林堂病院 定員：15名（先着順）
持ってくる物：タオル・飲み物・上靴

運動ができる服装でお越し下さい。
申し込み：1２月1日より受け付けます。

(社協・衛連・シニアクラブ 共催）

引き続き新型コロナウイルス感染等予防の為、マスク着用・消毒・換気をお願いし、 ３密を避けて利用いただいています。
寒くなりましたが、換気は行いますので、上着やひざ掛け等で対策を取りながらご利用ください。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

☆ハッピーランド 乳幼児ふれあい学級

クリスマス会
日時：１2月１0日（金） １０：３０～１２：００
内容：保育士と一緒に親子でクリスマス会を楽しみましょう。

水筒、タオルを忘れずに！
講師：野中 かおり先生 柴田 道子先生
定員：８組（先着順）
申し込み： 12月1日より受け付けます。

※保護者の方はマスク着用お願いいたします。アルコール消毒を行
いますが、小さなお子様や、アレルギーのある方は、石鹸での手洗
いを行って入室していただきます。

☆チャレンジでゴー 子どもの健全育成関連事業

親子パン教室
日時：12月11日（土） １０：００～１３：００
内容：親子でパンを作る楽しさを体験してみませんか？
講師：西部ガス(株)
定員：５・６年生 親子8組（先着順）

※子どものみ申込みはできません。
参加費：1人３００円
持ってくる物：エプロン・三角巾・タオル・飲み物
申し込み：12月1日より受け付けます。

☆おとな会 公民館主催事業

クリスマスリース作り
日時：12月18日（土） １４：００～１６：００
内容：オリジナルのクリスマスリースを作ってみませんか？

講師：矢野 桂子さん
定員：10名（先着順）
材料費：１５００円

申し込み：12月1日より受け付けます。

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

みんなで一緒に歌いましょう！
日時：12月22日（水） １０：００～１１：３０
内容：童謡から歌謡曲まで懐かしい歌を歌います。
講師：大石 美佐子さん
定員：１５名（先着順） ※マスク着用で歌います。

申し込み：12月1日より受け付けます。

人尊協コラム

マスク着用で
行います。

感染状況により、記載
してます事業につきま
しては、中止または延
期なる場合があります
ので、公民館へお問い
合わせ下さい。

mailto:ikiminami94@jcom.home.ne.jp
http://ikiminamiko.blogspot.com/


私たちの生活に具体的な問題として表れているい
ろいろな出来事について、少しだけ立ち止まって考え、
話してみませんか。相談もお受けします。下記の都合
のいい時間に気軽にお越しください。西区役所で人権
啓発担当するスタッフが皆様の話し相手になります。

日 時： 1２月１7日（金） １５：００～１７：００

会 場： 壱岐南公民館 学習室

人権ひろば 「ともしび」に来てみませんか？

【金曜ウォーク】 １２月 ３・１０・１７・２４日 10時～ １時間程度

校区内周辺をウォーキングします（マスク着用）。
飲み物をご持参のうえ、動きやすい服装でお越し下さい。
どなたでも参加できます。 （衛生連合会）

公民館でＷｉ－Ｆｉが使えます！
令和３年１１月より公民館でＷｉ－Ｆｉ
（公衆無線ＬＡＮ）が利用できます。
接続方法などご利用の際は公民館へおたずねください。

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）

3密を避ける
（密閉、密集、密接）

マスクの着用
（咳エチケット）

手洗い・うがいの
徹底

こまめな換気

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！

【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！

〇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。

資源物の回収 毎週 土・日曜日 ９：００～１７：００

回 収 場 所
・壱岐団地南集会所内紙リサイクルステーション

回 収 物
・新聞 ・チラシ広告 ・アルミ缶 ・一升瓶 ・ビール瓶
・段ボール・雑紙 ・その他紙類（雑誌 空き箱 紙袋 など）

壱岐南校区リサイクルステーション運営委員会

令和３年度 西区青少年健全育成奨励賞受賞

平田 洋次郎さん

＜青少年健全育成奨励賞＞

福岡市及び西区は、地域において、青少年の健全育成と
非行防止に積極的に取り組み、地域（の青少年育成活動
）に貢献された方々に、感謝の意を表し、青少年健全育
成奨励賞を贈呈しました。

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 壱岐南小学校 １年生 福田 このかさん

銀賞 壱岐南小学校 ２年生 矢鍋 颯大さん

【小学生 習字の部】

銅賞 壱岐南小学校 １年生 辻山 陽さん

銅賞 壱岐南小学校 ２年生 釘尾 れいさん

銅賞 壱岐南小学校 ３年生 白砂 敬一朗さん

銅賞 壱岐南小学校 ５年生 井上 和音さん

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。

この度西区で壱岐南校区の
方が表彰されました。
おめでとうございます！

「知ってとくする!!西区歴史講座」
受講者募集！

西区まるごと博物館推進会は、西区の歴史について楽
しく学べる市民公開講座を開催します。今回は、「不思議
なお家騒動・・・福岡藩（黒田騒動）」をテーマに、西区
まるごと博物館推進会会員が分かりやすく解説します。

【テーマ】不思議なお家騒動…福岡藩（黒田騒動）
【講 師】岩田 憲道 氏
【日 時】１２月１８日(土) 14：00～16：00

（13：30より受付）
【場 所】西市民センター４階 視聴覚室
【定 員】抽選で3０人
【料 金】無料

【申込方法】ハガキ、FAX、メールいずれかにイベント
名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を書いて、
12月7日(火)（必着）までに西区まるごと博物館推進会事
務局（〒819－8501住所不要，西区企画振興課内

TEL：895-7032、FAX：885-0467、
メール：shinko.event24@city.fukuoka.lg.jp）へ。

応募者多数の場合は抽選し、結果は12月13日(月)までに
発送します。

11月21日（日）に2年ぶり行われた校区親善イン
ディアカ大会は、感染対策を徹底しながら、無観客で
行われました。大接戦の中、見事成績を収められた
チームは以下の通りです。おめでとうございます！

優 勝 萩ヶ丘チーム
準優勝 野方南3区Bチーム (体育振興会)

校区インディアカ大会


