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≪わいわい子育て≫ 対象：乳幼児と保護者 

～記念手形取りと親子遊び～ 

小さなかわいい手形を記念にとりましょう。 

〔日 時〕 １２月１日（水） １部 １０：００～ 

               ２部 １１：００～ 

〔講 師〕 福岡女子短期大学 准教授 三原 詔子さん 

〔定 員〕 各部 先着 １０組（事前申込制） 
 

～🎄クリスマス会🎄～ 

あいくる（中央児童館）スタッフと楽しく遊ぼう‼ 

サンタさんからのプレゼントもあるよ♪ 

〔日 時〕 １２月１４日（火） １部 １０：１０～ 

                ２部 １１：００～ 

〔定 員〕 各部 先着 １２組（事前申込制） 

【共催：さんさんサロン】 
 
≪下山門大学≫ 対象：おおむね６０歳以上の方 

～シニアパン教室～ 

〔日 時〕 １２月１０日（金） １０：００～ 

〔講 師〕 西部ガス スタッフ 

〔材料費〕 ３００円（当日集めます） 

〔定 員〕 先着 １６名（受付は終了しています） 
 
≪健康づくり≫ 対象：一般 

～地域探検ウォーキングとサヌイ織物見学～ 雨天時館内で体操 

〔日 時〕 １２月１３日（月） １０：００～ 

水筒・タオル・帽子持参で歩きやすい服装でご参加ください。 

※前日までに公民館へお申込みください。 

 

≪子どもの広場≫ 対象：小中学生 

～クリスマスアート～ 

シールちぎりあ～と・パウダーアート 

〔日 時〕 １２月１８日（土） １０：００～ 

〔材料費〕 シールちぎりあ～と ５００円 

      パウダーアート ４００円 

〔定 員〕 先着順 各 １２名（申込締切 12/5(日)） 

【共催：青少年育成部会】 
 

≪大人の広場≫ 対象：一般（どなたでも） 

～冬の寄せ植え講座～ 

〔日 時〕１２月４日（土） １０：００～ 

〔講 師〕 緑のコーディネーター 吉松 晃子さん 

〔材料費〕 １０００円（当日集めます） 

〔定 員〕 １０名（受付は終了しています） 

【共催：男女共同参画部会】 
 

～味噌づくり講座～    ※参加費無料 

〔日 時〕 １２月２１日（火） １０：３０～ 

〔講 師〕 ＪＡ福岡 まめひめ先生 

〔定 員〕 先着 ２０名（受付期間１２/１～１４） 

〔持ってくるもの〕 エプロン・三角巾・ハンドタオル 

※約４か月後に熟成されたお味噌をみんなで分けます。 
 

≪地域づくり≫ 対象：一般 

～年忘れコンサート～ 

〔日 時〕 １２月２６日（日） １０：００～ 

〔出 演〕 生の音楽配達便 パレットトリオ 

〔曲 目〕 剣の舞・夜に駆ける 外 

〔定 員〕 先着 ３０名（１２/１より受付開始） 

 

下山門子育て支援 
 

（毎月第2・4火曜日 10：00～12：00）   

小さなお子さんと保護者の方が楽しく遊ぶ場所です。 

今月のサロン１２月１４日（火）クリスマス会 

   （1２/2８はお休みです） 

 

日 曜 行    事 

１ 水 
わいわい子育て 手形取り 

小学校施設開放連絡会 

２ 木 男女共同参画部会定例会 

４ 土 大人の広場 冬の寄せ植え講座 

７ 火 
ソフトダーツを楽しむ会 

社会福祉協議会理事会 

１０ 金 下山門大学 シニアパン教室 

１１ 土 ふり～すぺ～す えん 

１３ 月 
地域探検ウォーキング 

防災防犯部会定例会 

１４ 火 
わいわい子育て・さんさんサロン 

老人クラブ連合会定例会 

１７ 金 交通安全推進部会定例会 

１８ 土 
子どもの広場 クリスマスアート 

体育部会定例会 

２１ 火 
大人の広場 味噌づくり講座 

自治協議会役員会 

２６ 日 年忘れコンサート 

２７ 月 Wｉ‐Ｆｉ活用講座 

mailto:shimoyamato77@jcom.home.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★臨時休館日のお知らせ★ 
12月 28日（火）は、定期清掃日のため休館いたします。 

１月４日（火）は、利用申込みがない場合は休館します。 

利用ご希望の方は、12月 25日（土）17時までに申請をお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

★年末年始の休館日のお知らせ★ 

１２月２９日（水）～１月３日（月）は休館です。 

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２７日（月）９：３０～１１：００ 

場 所：下山門公民館 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２４日（金）１７時まで 

申込：下記窓口に電話にてお申し込み下さい。※11/24（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） 

受付時間：平日の 9時～12時、13時～17時 

主 催：福岡市 

「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。 

※要事前予約  

令和３年度 西区青少年作品コンクール入選者 

【小学生 絵画の部】 

銀賞 下山門小学校 １年 平原 詩子さん 

 

【小中学生 習字の部】 

金賞 下山門小学校 ５年 杉山 すずなさん 

銀賞 下山門中学校 １年 津留﨑 宥さん 

      〃   ２年 伴 柚葉さん 

   西南学院中  ２年 占部 日加里さん 

   下山門中学校 ３年 柴田 麻衣さん 

銅賞 下山門小学校 ４年 柴田 はるかさん 

 

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。 

公民館からのお願い 

〇来館時はマスク着用でお願い致します 

〇体調の悪い場合は来館をご遠慮ください 

〇手指の消毒にご協力ください 

〇来館時にお名前・連絡先の記入をお願い

する場合があります 

体育部会からお知らせ 

第３５回西区親善インディアカ大会は、令和４年２月６日（日）に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため中止となりました。 

下山門校区社会福祉協議会 終活出前講座   （参加費無料） 

ためになる終活の「イロハ」、エンディングノートの書き方など 

〔日 時〕 令和４年１月１７日（月） １４:００～１５:３０ 

〔場 所〕 下山門公民館 講堂 

〔講 師〕 福岡市社会福祉協議会 終活サポートセンター 

〔定 員〕 先着 ３０名（下山門公民館へお申込みください。） 

～サークル会員募集中～ 

◆◆健康マージャンクラブ◆◆ 

初心者歓迎！無料体験ＯＫ♪ 

≪活動日≫ 毎週 月曜日 

      （月 ４回） 

≪会 費≫ １回 ５００円 


