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電話 895-1075  FAX 895-1076 福岡市姪北公民館 

  

ビタミンスペース（運動の場）   
✾日 時  １２月７日（火）１０：００～１２：０0 

１４日（火）１０：００～１２：００ 
１６日（木）１０：３０～１５：００ 
２１日（火）１０：００～１２：００ 

※１６日（木）１１:００～１２:００、運動指導があり
ます。今月は、日によって時間が違います。 

何れも場所は姪北公民館 講堂です。 
時間内は出入り自由。タオルや運動靴はご持参ください。 

❖日 時 １２月８日（水）１０：３０～１２：００ 
❖場 所 姪北公民館 講堂 
❖対 象 乳幼児と保護者  
❖内 容 「親子体操」           
❖講 師 野村 沙代 さん（健康運動実践指導者） 
❖持ってくるもの 水分補給のための飲み物  
定員１８人。１２/５（日）までに，姪北公民館にお申込み
ください。 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 人権に関する標語  
 
忘れない やさしい心  大切に 

   （姪北小学校６年生の作品） 

 いよいよ師走を迎え、一年の最後の月になりました。 
私が小学生の頃、姪浜は炭鉱があり、すごくにぎやかな街で

した。住吉神社の通り「旧唐津街道」はたくさんの商店が立ち
並んでいました。歳末の商店街の福引きで温泉旅行が当たり、
父親が代わりに行って喜んでくれたことを思い出します。 
 第１１回校区文化祭は、今年も講堂での展示開催になり、延
べ６２人の方が見に来られました。展示作品の冊子を初めて作
成し、自治協議会・サークル・作品出品者に配布し好評でした。 
１１月の主催事業「おとな塾～子どもだけじゃ、もったいな

い！～」は陶芸で来年の干支「寅」の置物を作りました。粘土
を丸めて形を作り、模様を描き、丹精込めて作りました。怖そ
うな顔や可愛い顔、いろいろな表情の寅ができました。１２月
半ばの焼き上がりを参加者の皆さんは心待ちにされています。 
また、めいほくっ子広場「ひろい海の活動」では、小戸公園

で、アマモを割りばしに麻ひもで結びつけ、苗づくりを体験し
ました。できあがった３３０本の苗はダイバーの方が能古島を
望む海底に植え付けました。浜辺に落ちているプラスチックの
ゴミなども拾いました。その後、公民館に移動し、植え付けや
海中の様子の映像を見ながら、海の環境や生き物のことを学
び、自分にできることを考えました。子どもたちと大人が一緒
に体験し学べる貴重な時間となりました。今回植え付けたアマ
モが成長し魚が集まる森となることを期待しています。 
今年もコロナ禍で、主催事業はじめ、サークル活動や自治協

議会などの行事などできないことがありましたが、校区の皆さ
んのご協力で公民館運営がスムーズにできました。感謝申し上
げます。 
来年は公民館も平常に戻れることを願っています。 
職員一同、笑顔で迎えますので、来年もよろしくお願いいた

します。 
                       館長 眞鍋 

裏面もごらんください。 

 

全てに共通しています。 
検温とマスク着用をお願いします。 
発熱，風邪の症状がある方，ご家族に具合が悪い
方がいらっしゃる場合は，ご遠慮ください 

 

 

めいほくっ子広場 

高齢者教室 

  

館 長 コ ラ ム  

公民館の休館について 

①「手話教室」 ※７月・１１月の復習をします。 
✱日 時 １２月１６日（木）１３：３０～１５：３０ 
✱場 所 姪北公民館 地域団体室 
✱対 象 どなたでも 
✱持ってくるもの ７･１１月資料・筆記用具・飲み物   
姪北公民館にお申込みください。 

 

 

 

おとな塾～子どもだけじゃ、
もったいない！～ 

みんなの公民館 
 

 

乳幼児ふれあい学級 
  

✰日 時 １２月９日（木）１０：００～１１：００ 
✰場 所 姪北公民館 講堂 
✰対 象 おおむね６０歳以上 
✰内 容 「救急講習」～もしもの時の応急手当、救急法、 
     AED の実習～ 
✰講 師 福岡市防災センター 
定員１８人。１２/２（木）までに，姪北公民館にお申込
みください。※動きやすい服装でお越しください。 

 
 

 

ライフプランセミナー 

✐日 時 １２月２日（木）１１：００～１２：００ 
✐場 所 姪北公民館 学習室・講堂 
✐対 象 おとな 
✐内 容 「いろんなパンとパンに合う料理の紹介」 
        ピザ風トースト、ブルスケッタ３種、あんロー

ル、豚肉のママレード煮、具沢山コーンスープ 
※調理はありません。講師による実演のみです。 

✐講 師 食生活改善推進員のみなさん 
定員２０人。１２/１(水)までに姪北公民館にお申込み
ください。※材料費無料。少しだけおみやげあります。 
 

 
 

✱日 時 １２月１8 日（土）１０：００～１３：００ 
✱場 所 姪北公民館 講堂  
✱対 象 小学生  
✱内 容 「和凧（角凧）をつくろう」 
✱講 師 原田 誠二郎 さん（DIY アドバイザー福岡） 
✱材料費 ５００円 
✱持ってくるもの 水彩絵の具セット・飲み物・材料費 
定員１８人。１２/１１（土）までに姪北公民館にお申込み
ください。 

 
 
 

１２月２６日(日)に利用申込がないときは、臨時休館します。 

この日に利用を希望される場合は、１２月１６日（木）

１７時までにご連絡をお願いいたします。 
 

令和３年１２月２９日（水）～令和４年１月３日（月）

の年末年始は、公民館休館となります。      

 

②「スマホ入れ替え相談所」 
スマホ選定やコスト削減の方法、個別相談  

✱日 時 １２月２４日（金）１０：００～１２：００ 
✱場 所 姪北公民館 地域団体室 
✱対 象 スマホ入れ替えで不安な人、安い料金でスマ

ホを利用したい人 
✱講 師 塚本 勇 さん（BIND(株)代表） 
✱持ってくるもの 携帯電話・筆記用具・飲み物   
定員１０人。１２/２０（月）までに，姪北公民館にお申込
みください。携帯電話を持っていない人も参加できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



✾日にち １２月２１日（火） 
✾場 所 姪北公民館 地域団体室 
緑茶、コーヒー、紅茶、ジュースを準備しています。
飲み物はすべて無料です。時間内は出入り自由です。 
今回も感染症対策として、２回に分け、定員を設けます。 
①１０：３０～１１：４５ ②１２：００～１２：４５  
どちらも定員１２人。ご都合の良い時間帯にお申し込みく
ださい。お申し込みは、姪北公民館へお願いします。 
皆様のお越しをお待ちしています。  

地域カフェ委員会 

♥時間および対象年齢  
① １２月１４日（火）１１：００～１１：３０ 

♡対象年齢・・０～４歳 
②  １２月２１日（火）１５：４５～１６：１５  

♡対象年齢・・３歳以上  
場所はいずれも 姪北公民館 児童等集会室 
どちらも定員５組。姪北公民館へお申し込みくだ 
さい。この日は本の貸し出しを行います。 
①は 1２：００、②は１６：３０までにお越しく
ださい。            プーさん文庫 

 
 

 
   

❖日 時 １２月２３日（木）集合場所：講堂 
・公民館清掃 １４：００ 

・避難訓練  １４：４０ 
サークルおよび各種団体代表者の方へは、ハガキで案内

します。今回はコロナウイルス感染拡大予防のため，各サ
ークルおよび各種団体から１名の出席でお願いします。 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

地域カフェに寄ってみませんか 

⁂ 日 時 １２月１７日 (金 )１０：００～１２：００ 
⁂ 場 所 姪北公民館 講堂 
⁂ 対 象 ０歳～未就園児とその家族 

 妊娠中の方もどうぞ 
交流・遊び・情報交換・くつろぎの場として自由にご
利用ください。時間内は出入り自由です。 
地域のボランティアさんがサポーターとして見守り
ます。（託児スタッフではありません） 
サロンやサポーターに関心がある方は、事前にご連絡
ください。 
※今回は「お楽しみ会」をします。おやつやおもちゃの持
ち込みは，ご遠慮ください（水分補給のみ）。１２/１５(水)
までに，姪北公民館にお申込みください。 
 
 
定員５組。水分補給用の飲み物以外のおやつやおもちゃの
持ち込みは、ご遠慮ください。 
１２/１５(水)までに、姪北公民館へお申込みください。 

子育てサロン「もぐもぐ」 
  

  

  

おはなし会 

 

            

 

 

 

 

地域カフェで「人権ひろば」を行っています。 
人権に関わらず、気軽に話ができる場として、みな
さんに利用していただければと思っています。また、
個別のご相談もできますので、お声かけください。  

池野人権教育推進員 

ここに記載している事業は開催を予定しています 

が，新型コロナウイルス感染症の状況によって， 
中止・延期・時間変更になることがあります。 

ご了承ください。 

 

 

令和３年度  
「西区青少年作品コンクール」 

受賞者紹介 

【絵画の部・小学生】 
テーマ「楽しかったこと，お気に入りの風景」 

 ● 銀 賞 ● 

姪北小学校５年生 柳
やなぎ

 このは さん 
 

【習字の部・中学生】 
 課題：１年「克己」 ２年「誠心」 ３年「明鏡止水」 
● 金 賞 ● 

姪浜中学校２年生 森
もり

友
とも

 杏
あ

央
お

郁
い

 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。 

公民館清掃・避難訓練 
 

 

公民館清掃 

１２月１０日（金）は，業者による全館清掃が入りますので，

終日，公民館の利用ができなくなります。ご了承ください。 
 

心の音楽会 

「篠笛とマリンバの調べ」 
❉日 時 １月９日（日）１０：３０～１２：００ 

❉講 師 木寺 昌記 さん（篠笛奏者） 

     若菜 陽子 さん（マリンバ奏者） 

❉場 所 姪北公民館 講堂 

定員３６人。１/７（金）までに姪北公民館にお申込みく

ださい。新春を篠笛とマリンバの音色で迎えましょう！ 
 

 

予 告 

「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。 
▶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 
▶テーマ 不思議なお家騒動…福岡藩（黒田騒動） 
▶講 師 岩田 憲道 さん 
▶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、FA
X：８８５-０４６７、メール：shinko.event24@c
ity.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。 
 

母子巡回 健康相談 

♧日 時 １２月２２日（水） 

         １３：３０～１４：００（受付）  

♧場 所 姪北公民館 講堂 

♧内 容 受付 → 身長・体重測定 → 育児相談 

※母子健康手帳を忘れずにもってきてください。 
※尚，感染拡大防止のため，お子さん一人に保護者の

方１名でお願いします。 

【問合せ先】西区保健福祉センター 

地域保健福祉課（TEL８９５-７０８０） 

 
 

 

 

姪北公民館は 

こちらです 
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