470 号
※ 記載のないものはすべて公民館主催事業です。

時
場
講
対

読み聞かせ「絵本の会」
１月１２日（水）
間：１１時～１２時
所：公民館 講堂
師：和才 尚美 さん（地域指導者）
象：未就園児と保護者

※読み聞かせの後はパパママ達の交流の場
となっています。お気軽にどうぞ！
絵本の貸し出しもできます。

今年も石丸公民館を
どうぞよろしくお願い致します。
皆様にとって素敵な一年に
なりますように…。
石丸公民館 館長 山田 美千代
「ぷらっと カフェ いしまる」
・日
・場
・内

時：１月１４日（金）
１４時３０分～１５時３０分
所：公民館 講堂とロビー
容：スマホを使って元気に運動＆
楽しく暮らそう！

ソフトバンクとろくさぽのコラボ企画！

次回は２月９日（水）

おとな講座
「ルームフレグランス作り」
１月１８日（火）
時 間：１３時～１５時
場 所：公民館 地域団体室
講 師：安部 志津代 さん（地域指導者）
対 象：どなたでも
定 員：１５名程度
参加費：１,０００円
持ち物：タオル・マスク
※保冷剤の中身を再利用して、ルームフレ
グランスを作ります。

申込みは１月４日（火）から
次回は２月２２日（火）生ごみでたい肥作り

※スマホのデモ機を用意しています。
スマホをお持ちでない方も参加できます。

・対
象：校区住民どなたでも
・定
員：１５名(先着順)
・茶菓子代：１００円（持ち帰り用）

～ぷらっとマルシェ～
13 時 30 分～14 時 30 分
手作り菓子・野菜・雑貨などの販売をし
ます。カフェの前に寄ってみてください。
※お花の販売は令和３年１２月をもって
終了しました。

主催：石丸校区自治協議会

時
場
講
内
対

にこにこ広場
１月１９日（水）
間：１０時～１２時
所：公民館 講堂
師：野口 美穂 先生
容：
「親子でリズム遊び」
象：乳幼児と保護者

※音楽に合わせて、親子で楽しくからだを動
かし、リフレッシュしましょう！
次回は２月１６日（水）親子遊び

石丸子ども講座
「ニュースポーツで遊ぼう！」
１月２２日（土）
時 間：１０時～１２時
場 所：公民館 講堂
講 師：石丸校区スポーツ推進委員
内 容：ラダーゲッター
対 象：校区内の小中学生
定 員：１５人程度
参加費：無料
※「ラダーゲッター」は両端にボールがつい
たヒモをラダー（はしご）に向かって投げ、
上手に引っ掛けるスポーツです。

１

土

６

木

８

土

令和４年 1 月予定
臨時休館日（～1 月 3 日）
おひさまサロン 中止
自治協 運営委員会（19 時～）

９

日

マイナンバーカード申請出張サポート

12

水

読み聞かせ「絵本の会」

13

木

校庭開放調整会議

14

金

ぷらっとカフェいしまる

17

月

ひまわり会

18

火

19

水

にこにこ広場「親子でリズム遊び」

22

土

子ども講座「ニュースポーツで遊ぼう！」

25

火

絵本の読み聞かせ おとな版

26

水

行政相談（14 時～16 時）

28

金

シルバー石丸大学

30

日

臨時休館日

申込みは１月４日（火）から
次回は２月１２日（土）チョコ作り

時
場
講
内
対

絵本の読み聞かせ おとな版
１月２５日（火）
間：１０時３０分～１１時３０分
所：公民館 児童等集会室
師：篠原 富美子 さん(ぶぅぶぅ文庫）
容：
「スイミー」など
象：どなたでも

※シンプルな形でありながら、様々な技法で描
かれる美しいレオ・レオニの絵本の世界をお
楽しみください。

おとな講座「ルームフレグランス作り」

人尊協 定例会（19 時 30 分～）

※今月の月１回の臨時休館は １月３０日（日）の
予定です。１月２０日（木）1７時までに利用
申込みがない場合は臨時休館致します。

次回は２月２２日（火）

シルバー石丸大学 「新春コンサート」
１月２８日（金）
時 間：１０時１５分～１１時３０分
場 所：公民館 講堂
講 師：内川 義則 さん
（周船寺公民館館長）他
内 容：大正琴の演奏
対 象：シルバー大学生
※周船寺公民館「大正琴サークル」のみな
さんによる、新春らしい素敵な演奏をお
楽しみください。
次回は２月１７日（木）和胡ライブ

※石丸公民館は 2020 年 4 月より、敷地内
全面禁煙となっております。
みなさまのご協力をお願いします。

～石丸公民館～
〒819-0025 福岡市西区石丸 2-5-10
電話：881-4983 Fax：881-4986
✉ ishimaru108@jcom.home.ne.jp

ど ん ど 焼 き
お正月のしめ飾りを焼く火にあたると身が
清められ、この一年の無病息災がかなえられる
と伝えられています。
コロナ禍の中ではありますが、年の初めに、
健康と幸せと疫病退散を願う行事に、ご参加く
ださい。
日時：令和４年１月９日（日）
午前６時３０分 開始
（８時終了予定）
※雨天の場合は翌日 10 日(月・祝)に実施します。
※コロナの感染状況により中止する場合も
あります。

場所：石丸小学校

中庭

※例年のぜんざいやお神酒は、ご用意できません
のでご了承ください。
＜注意＞
・注連縄についているダイダイは、はずしてください。
・燃やすものは、注連縄やお札等に限ります。
・コロナ感染予防のため、マスク着用をお願いします。
（当日、発熱の方や体調が悪い方は、ご遠慮ください）
※お問い合わせは下記にお願いします。
肥塚 TEL ８８２-６７１３
主催：石丸校区 青少年育成連合会
後援：石丸校区 自治協議会

思い出の歌、懐かしい歌、みなさんで一緒に楽しく
唄いませんか！
体験無料
【体験日】１月２６日（水）
【時 間】１３時３０分～１５時
【場 所】石丸公民館 講堂
※年齢・男女は問いません。
歌声サロンサークル（問い合せ 883-9575）

手編みサークル会員募集！
ご自分で自分のためのセーターを作りませんか?
手編みの好きな方、一度見学に来てみてください。
【活動日】毎月 第１・２・３水曜日
（１月の活動日は５、１２、１９日）
【時 間】１０時～１２時
【場 所】石丸公民館 和室
手編みサークル（問い合せ 090-5729-8860）

ノルディックウォーキング同好会
毎月第２水曜日に行っております、ノルディック
ウォーキングですが、１月は中止します。
ノルディックウォーキング同好会
代表
吉野 澄子

日

時：２月１９日（土）
※土曜授業のため、午後開始の予定
場
所：石丸小学校 中庭 ※雨天の場合は体育館
対
象：どなたでも参加できます（要申込）
協力・指導：JA 阿蘇小国郷のみなさん
※申込み用紙は 1 月中旬頃に全戸配布します。
※詳しくは「いしまる公民館だより２月号」又は
「石丸校区自治協議会通信」をご確認ください。

石丸公民館 LINE 公式アカウントを開設しました！
右記 QR コードを読み取って、
「石丸公民館 LINE 公式アカウント」
に友達登録をしてください。
緊急事態宣言などによる、公民館の開館状況や
利用時間の変更など、公民館の情報を配信していきます。
登録の際には、「運用ポリシー」をご確認ください。
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。

７．エネルギーをみんなに
そしてクリーンに
すべての人々に手ごろで信頼
でき、持続可能かつ近代的な
エネルギーへのアクセスを確
保する。
・全世界の人々が電球を省エネ型に変えれば、世
界は毎年１,２００億ドルを節約できることになり
ます。
・目標７には【２０３０年までに、世界全体のエ
ネルギー効率の改善率を倍増させる。】など５のタ
ーゲットがあります。
・私たちにもできることがありそうですね。

※すべての事業については、新型コロナの状況により中止または延期になる場合
や時間を変更する場合があります。来館の際はマスクの着用をお願いします。
（小さいお子さんはつけなくても大丈夫です）また入口に検温器と消毒液を置
いていますので、必ず検温し手指の消毒を行ってから入室してください。ご協
力をお願いします。

～しいたけコマ打ち体験会～

石丸歌声サロンサークル体験会

【 日 時 】令和４年 １月 ９日（日）１３時３０分～１６時３０分
【 会 場 】石丸公民館 講堂
【 対象者 】西区に住民票のある方
【事前予約期間】令和３年１2 月２3 日（木）～令和４年１月６日（木）
（１２月２９日～１月３日を除く）
９：００～１８：００
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。
）
※コロナウイルスの状況により中止又は延期になる場合があります。

