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あなたが 私を照らすから 私はいつも輝ける 香椎第２中学校生徒さんの作品 

    1月 4日(火) えがおサロン 

   09日(日) すまいるキッチン 

   10日(月/祝) 地域カフェ 

   11日(火) えがおサロン 

   12日(水) ふれあいサロン 

   15日(土) 香住っ子ひろば 

   18日(火) えがおサロン 

   22日(土) 香住っ子ひろば 

   23日(日) すまいるキッチン 

サークル代表者会 

   26日(水) ふれあいサロン 

   27日(木) 家庭教育学級 

   29日(土) 人権講演会、 

夜の香住っ子ひろば 

2月 1日(火) えがおサロン 

  4日(金) ふれあい健康教室 

  5日(土) 香住っ子ひろば 

夜の香住っ子ひろば 

  6日(日) すまいるキッチン 

  8日(火) えがおサロン 

  9日(水) ふれあいサロン 

  11日(金/祝) 外国人交流事業 

  12日(土) 香住っ子ひろば 

  13日(日) すまいるキッチン 

  14日(月) 地域カフェ 

   15日(火) えがおサロン 

公民館・校区の主な行事(予定) 
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人数に制限がありますので、事前申込みが必要です。 

尚、今後中止並びに変更となる場合があります。 

講座の申込み、お問い合わせは公民館まで ☎ 681-4704  

 

校区リサイクル BOX より 

  お知らせとお願い 

本の貸し出し日 毎週土曜日 13：30～15：30 

本の読み聞かせ 毎週土曜日 14：30～15：00 

 場   所  児童等集会室 

 

※マイスリッパ持参にご協力をお願いします。 

ブログ再開しています！ 

香住丘公民館 ブログで検索！ 

 

家庭教育学級 

「古代のアクセサリー 勾玉をつくろう」 

日 時 1 月 27 日(木)10：00～12：00 

講 師 福岡市博物館 集客・広報普及専門員 

教材費 390 円 

持ってくるもの 雑巾またはタオル 1 枚、エプロン 

定 員 20 名(先着順で申込受付) 

香住丘ふれあい健康教室 

「健康講話と運動」 

日 時 2 月 4 日(金)10：30～11：30 

講 師 畑中 慎太郎 氏 

   （香椎原病院 健康運動士） 

定 員 20 名(先着順で申込受付) 

公民館でＷｉ－Ｆｉが利用できるように

なりました 

 

 

子ども文庫だより 

12 月 28 日(火)～1 月 3 日(月)、1 月 30 日(日)

は休館のため、リサイクル BOX もお休みで

す。ご協力をお願いいたします。 

【老人福祉センター東香園からのご案内】 
＊福岡市民で 60 歳以上の方が無料でご利用になれます。（要予約） 

東区香住ヶ丘１丁目 9-1 TEL671-2213 FAX671-2214 

休館日のお知らせ 

12 月 29 日(水)～1 月 3 日(月)は、年末年始の休館日、

なお、12 月 28 日(火)、1 月 30 日(日)は臨時休館とさ

せていただきます。ご協力をお願いします。 

予告 

サークル代表者会 

日 時 1 月 23 日(日) 

16：00～17：00 館内サークル 

17：00～18：00 館外サークル 

場 所 香住丘公民館 講堂 

○令和 4 年度サークル申請について 他 

 

代表者の方、または代理の方が必ずご出席 

ください。 

新型コロナ感染拡大防止のため、各サークル 

1 名の参加でお願いします。 

外国人交流事業 

「外国の食文化にふれてみよう」 

日 時 2 月 11 日(金/祝) 11：00～13：00 

定 員 20 名(先着順で申込受付) 

※新型コロナ感染状況によって内容が変更になる場合 

があります。 

種別 対象年齢 料金・問い合わせ先 

よかドック３０ 30～３９歳 ５００円  

よかドックご案内センター 

 ℡711-4826 
よかドック 

※福岡市国民健康保険 

の方 

40～７４歳 

特定健診 
協会けんぽ・共済・ 

組合健康保険など 

健康保険証記載の保険者 

へ問い合わせ 

後期高齢者健康

診査 
福岡県後期高齢者医療

制度 

満７５歳以上 ５００円  

県後期高齢者医療広域連合 

℡651-3111 

 

〈東区保健福祉センターからのお知らせ〉 

香住丘校区のみなさま、毎年健康診断は受けていますか？ 

コロナ流行による受診控えで全国的に健診の受診率が低下

しています。香住丘校区のよかドック（生活習慣病予防のた

めの健診）受診率は、H30 年度 30.0％でしたが、R２年度は

26.5％に低下しています。 

感染症に負けないよう毎年健診・検診を受けて体の状態を知

り、生活習慣病を予防しましょう。すでに治療している病気

のある方も、年に一度は健康チェック！！ 
 
日本人の死亡原因の第 1 位は「がん」です(香住丘校区も同

様です)。がんは早期発見、早期治療が可能な病気です。定期

的にがん検診を受診しましょう。 

お近くの医療機関でも健診・検診は受けることができます！

受診方法や受診場所が分からない場合はけんしんナビをご

覧ください。 

 

けんしんナビ QR コード 

明けましておめでとうございます。 

新しい年が良い年でありますように…。 

寒い冬、こんな季節は暖かい部屋で本を読みませ

んか？ 

本を紹介します。 
 
“しばわんこの和のこころ”  

“十二支のはなし” 

“七ふくじんとおしょうがつ” 
 
などなど季節ならではという本を手にとってみま

せんか？公民館でお待ちしています。 

令和 3年 11月１日より公民館でWi-

Fi(公衆無線 LAN)が利用できるよう

になりました。ぜひご利用ください。 

1 月 13 日(木)11：40～15：00 「くすりの相談会」(お薬手帳持参) 

               元薬学部教授により個別相談です 

1 月 19 日(水)12：00～14：00 行政やその他のお困り相談会 

1 月 22 日(土)11：00～12：00 人生 100 年時代の働き方・過ごし方 

のお話とお仕事の紹介 

謹んで 

新春のお慶びを申し上げます 
 

昨年中は公民館の様々な事業にご支援ご協力をいただき 

誠にありがとうございました。来館してくださる皆様の笑顔に 

元気をいただいての一年でもありました。 

心より感謝申し上げます。 

本年も地域の拠点として皆さまに親しまれる公民館を目指し、 

職員一同努めて参ります。 

新しい年が、皆さまにとって、明るい一年となりますことを 

心よりお祈り申し上げます。 

 

香住丘公民館 館長 山根 三知江 

職  員  一  同 

40～７４歳 


