
日時 １２月５日（日）９時～１２時３０分
（予備日：１２月１２日（日））

場所 西都小学校運動場
対象 子ども会会員、
※１・２年生の非会員で別途参加申込された方

種目 しっぽ取り、靴飛ばし、玉入れ、
リレー３つなど

月 日 曜日 時 間
12 15 水 13時30分～15時

月 日 曜日 時 間
12 16 木 10時～12時

月 日 曜日 時 間
12 4 土 10時～11時30分

場所 西都小学校 体育館

12 19 日 10時～12時

西都公民館だより
西都校区は、徳永・女原・西都の３つの
町内でできています。まん中の３つの丸
はその町内を表しています。

＜12月の主な行事予定＞

西都校区の人口 10,930人 世帯数 4,805世帯

※場所の記入がない場合は公民館です

西都校区のスローガン
みんなで創ろう西都の絆
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日 曜日 行 事 名 時 間 場 所

2 木 高齢者交通安全教室
（交通安全部会） 14時～

4 土 ジャンプ広場 10時～
11時30分

西都小学校
体育館

5 日 西都校区子ども会運動会
（予備日 12月12日(日)）

9時～
12時30分

西都小学校
運動場

5 日 西都校区人権のつどい 13時30分～
15時

9 木 西区人権を尊重する市民の集い 14時30分～
16時

西市民セン
ター ホール

15 水 ほがらかシニア広場 13時30分～
15時

16 木 にこにこ学級 10時～12時

19 日 ジャンプ広場 10時～12時

23 木 マイナンバー申請出張サポート
事業

9時30分～
16時30分

23 木 小・中学校終業式 各小・中学校

裏面もご覧ください福岡市西都公民館 〒819-0377 福岡市西区女原北１２番１１号
TEL 834-2352 FAX 834-2353

当公民館は駐車場が狭いため、ご来館の際はなるべく徒歩や
自転車、公共の交通手段等をご利用いただきますようご協力
をお願いいたします。

＜新型コロナウイルスに関する公民館の対応について＞

令和2年度西都校区人権標語 西都小学校 平野絢之進さん

新型コロナウイルス感染症対策のため、公民館ご利用の際
は、マスク着用の上、入館時には検温、手指の消毒にご協力
をお願いします。
なお、事業等が中止・延期となる場合があります。詳細に

つきましては、公民館(834-2352)までお問合わせください。
★掲載している情報は11月20日時点のものです。

公民館講座のお知らせ

ほがらかシニア広場（高齢者地域参画支援講座）

『朗読劇』『日舞 寿」『落語のお芝居 堪忍袋」
講師 朗読劇のシニア・サークル

山田 高廣さん・大西 康子さん

さいとぴあ
福大大濠高校・
福大野球場

ミニ
ストップ

至 女原

西都
小学校

西都公民館

国道202号バイパス

九大学研都市駅

＜月1回の臨時休館日12月26日(日)のお知らせ＞
利用を希望される場合は、12月16日(木)までにご連絡をお願い

いたします。

にこにこ学級(乳幼児ふれあい学級)
0歳児を対象とした親子で参加する事業です。

ジャンプ広場（子どもの健全育成事業）

講師 九州大学「CHANCE」サークルの皆さん
定員 小学1年生～6年生 15名(先着順)

「ふうせんでロケット」

「親子で楽しくクリスマス」

講師 西都保育園 園 長 田中 美日先生
副主任保育士 大和 みき先生

いとぽっぽ保育園
園 長 水津 紀子先生
主任保育士 江口 和代先生

講師 福岡市科学館スタッフ
定員 小学3年生～6年生 30名

～風船ロケットを遠くに飛ばしてみよう！～

※12/1(水)より受付を開始しますので、参加を希望される方は、
公民館までお申し込みください。

※参加を希望される方は公民館までお申込みください。

いじめ0 思いやりは 100にしよう

※小学3年生までは保護者同伴でお願いします。

「西都クリスマス会」

＜年末年始の休館日のお知らせ＞
12月29日(水)～1月3日(月)まで

※今月はもも・さくらグループ合同で開催します。

「西都校区人権のつどい」開催のお知らせ

日時 12月5日（日）
<第1部> 午後1時30分～

令和3年度人権標語優秀作品表彰式
<第2部> 午後1時45分～

「ハープとギターの癒しの演奏会」
～コロナで疲れた心と身体を元気にしよう～
講師 癒しの音楽ユニット てみ てる

ギター 荒牧 輝信さん
ハープ 荒牧 てみさん

場所 西都公民館 講堂

主催 西都校区人権尊重推進協議会

<問い合わせ先>西都校区人権尊重推進協議会事務局
西都公民館内(TEL 834-2352)

※参加を希望される方は公民館までお申込みください。

※感染防止の為、人数を30名程度に制限しております。

西都校区子ども会運動会

主催 校区子ども会・青少年部会



令和3年度

西区青少年作品コンクール西都校区入賞者の紹介
【小学生 絵画の部】

金賞 西都小学校 1年生 柴田 康太 さん
4年生 石倉 悠登 さん
5年生 猪俣 則倖 さん

銀賞 西都小学校 2年生 戸沢 巧望 さん
3年生 秋枝 翼 さん

銅賞 西都小学校 2年生 冨永 咲衣 さん
3年生 松永 知樹 さん
4年生 挽地 柚奈 さん
5年生 楢崎 新太 さん

【小学生 習字の部】
金賞 西都小学校 4年生 山村 咲瑛 さん

【中学生 習字の部】
銀賞 元岡中学校 3年生 置鮎 沙和 さん
銅賞 1年生 塚原 純玲 さん

2年生 山口 樹音 さん

区役所に行かずに手続き
公民館でマイナンバーカードの申請をすると郵送で受け取れて大変便利です
マイナンバーカードの申請受付や申請用写真撮影、マイナポイント申込みの

サポート（マイナンバーカードを持っている人のみ）を行います。
公民館で申請すると区役所に行かずに手続きができ、カードは後日郵送で自宅

【日 時】12月23日(木) 9時30分～16時30分【会 場】西都公民館 講堂
【対象者】西区に住民票のある方【事前予約期間】12月9日～12月20日 9時～18時

※定員に達した時点で予約受付を終了します。
【予約センター】 福岡市マイナンバーカード申請予約センター

TEL:０５０－３５３８－２８３０ FAX:０５０－３５３８－３１５８
【必要なもの】（１）本人確認ができるもの（運転免許証、パスポートなどの原本）
（２）マイナンバー通知カード （３）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

【主催】福岡市総務企画局システム刷新課
（この事業は業者への委託により実施します。）

に届くので大変便利です。ぜひご利用ください。事前予約制です。予約期間に
下記予約センターへお申し込みください。

「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時～16時(13時30分より受付)
【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

おめでとうございます

【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。

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。

【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。

【福岡市からのお知らせ】

令和４年度採用福岡市西都地区新設校区公民館（仮称）主事の募集について

公民館主事の採用にあたっては、原則公募を行うこととしています。

ついては、生涯学習や地域コミュニティ活動に関する深い理解と関心を持ち、公民

館事業を積極的に推進していく上で必要な能力と熱意を有する人で、居住または職業

等の関係で館区内の実情に明るい人を募集します。(詳細は募集案内をご確認ください）

◆任用期間 令和４年４月１日～令和５年３月３１日
※業務の必要に応じて採用を行うため、採用時期、採用期間等は異なる可能性が
あります。

◆募集期間 令和３年１２月２日（木）～令和３年１２月１５日（水）
◆募集案内 募集期間内に西区地域支援課及び西都公民館で配布

（市ホームページにも掲載）
◆問い合わせ・申込み先 西区地域支援課 TEL：895-7035 FAX：882-2137
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