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令和 ４年 ２月１日

主催団体を問わず、すべての行事が中止になる可能性があります
令和４年度のサークル活動のための

＜健康講座＞ 『 ﾀﾞｰﾂを楽しもう 』
日時 ２月９日（水）１０：００～１１：３０

七隈公民館 館内サークル活動説明会

２月 １１日（金） 時間 １０：００～１１：２０
内容 令和４年度に七隈公民館を利用するサークル活動についての説明会

七隈公民館 講堂
シニア連主催の交流サロンなどでダーツを楽しんでい
る方々にその楽しさを教えていただきましょう！
ご希望の方は、公民館へ電話 【８７１－６９０５】 で申し込ん
でください。※会場の都合で、先着２6 名しか出席できません。
２月 9 日分の締め切り：2／1
※高齢者教室会員優先です。
次回３月１６日（水）は、「閉講式」を実施せず、
「アルパの演奏会」を行います。
※会場の都合で、先着２6 名しか出席できません。
３月 16 日分の申込：2／9～2／20 ※高齢者教室会員優先です。

館内サークル活動説明会には、代表者は必ず出席してください。現在、活動を見合わせている
サークルも存続の意思があれば出席してください。代表者の都合が悪い場合は代理の方でも結
構です。ただし、講師からの申し出は受け付けません。不明なことがございましたら、公民館
にお問い合わせください。

場所
内容

七隈公民館 館外サークル代表者会議

館外サークルの代表者（代理も可）は必ず出席してください。
「公民館は身近な社会教育施設です」

七隈公民館 館内・館外 サークル人権学習会

公民館の臨時休館について
下記の臨時休館予定の日に、利用申請（申請書記入提出）がなければ休館しま
す。申請は、申請締切日の 17 時までにお願いします。事務室は１７時までです。
①２月 6 日（日）は終日休館します。≪申請は 1 月 27 日（木）までに≫
②３月 6 日（日）は終日休館します。≪申請は 2 月 24 日（木）までに≫
詳しくは公民館までお問い合わせください。
福岡市七隈公民館 館長 松尾規文
花づくり応援事業

＊花作り団体 交流会

＊ １日（火）13：00～１４：20
日時
３月
ボランティアとして、七隈校区で花づくりをしている方々に
情報交換や意見交換をしていただく会です。
※交流会の形式が変わる可能性があります。
【お知らせ】有害鳥獣(イノシシ)の駆除について
駆除期間：令和４年 1 月 4 日(火)～ 2 月 28 日(月) （平日・土曜日の午前９時から午後４時頃まで）
駆除方法：銃器による駆除（猟犬によって追い込み銃で駆除） 雨天時は行いません。
駆除区域：城南区油山一帯 ※期間中はむやみに山に入らないでください。
周辺の散歩も注意し てください。（問い合わせ先：城南区役所総務課 ８３３－４０５５）

福岡市公民館 Wi-Fi 活用講座
公民館 Wi-Fi でさまざまな体験をしてみませんか！！

２月７日（月）9：30～11：00

参加費：無料 定員：15 名
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
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
※定員になり次第締め切ります。
申込期間：2 月４日（金）17 時まで
申込電話番号：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

裏面『七隈ふれあいひろば』もご覧ください

２月 １１日（金） 時間 １１：3０～１2：10

２月１８日（金）

①10：30～②15：00～➂19：30～
館内サークル・館外サークルの代表者（代理も可）は必ず出席してください。
後日、詳しい内容がわかる案内を配布します。
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3

木

男女協 事務局会

5

土

☆アンビシャス広場

６

日 ◎休館日

7

月

◎公民館 Wi－Fi 活用講座

7

月

☆無料法律相談会

９

水 ◎高齢者教室（ﾀﾞｰﾂを楽しもう）

９

水

10

木

４月１日

城南警察署が開庁します！！

(早良警察署の分割）
令和４年４月１日、福岡市城南区を管轄する城南警察署が開庁します。
これまで早良警察署で対応していた城南区における事件・事故の対応や各種
届け出等の受付は、城南警察署で行うこととなります。
よろしくお願いします。
城南警察署所在地
福岡市城南区七隈７丁目４１番１５号
（地下鉄福大七隈駅から徒歩４分）
お問い合わせ先
【早良署内城南警察署設立準備室
：☎ 092-847-0110】

福岡市七隈公民館

〒814-0133 福岡市城南区七隈 4 丁目
TEL

FAX

番3 号

自治協 ヒヤリング

サークル活動説明会
11 金 ◎館内
館外サークル代表者会議

☆ななっこ料理教室

12

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート
後日、詳しい内容がわかる案内を配布します。
新型コロナウイルスワクチン接種のインターネット予約について、スマートフォンの
使い方や入力方法などを専門スタッフがサポートします。
9：00～12：00・・・ ２／2 ・2／7 ・2／11 ・2／16 ・2／21 ・2／25
14：00～17：00・・・ ２／4 ・2／9 ・2／14 ・2／18 ・2／23 ・2／28
※終了時間の 15 分前までにお越しください
【必要なもの】
接種券、インターネット接続のできるスマートフォン（お持ちでない方への貸出あり）
※３回目接種用の接種券は、高齢者の方は２回目接種から６か月、64 歳以下の方は
７か月を迎えるタイミングで順次発送します。
【ワクチン接種に関するお問い合わせ】
●福岡市における新型コロナワクチン接種全般に関するお問い合わせは↓
福岡市新型コロナワクチン接種コールセンター TEL：092-260-8405（8:30～17:30）
●接種券の紛失や再発行、接種証明書に関するお問い合わせは↓
接種券・証明書発行事務センター TEL:092-753-9455（8:30～17:30）

☆アンビシャス広場
☆ふれあいランチ

土

自治協 運営委員会
自治協 ヒヤリング

15

火

シニア連 運営委員会
シニア連 交流サロン（ダーツ）

☆アンビシャス広場
全館清掃
17 木 業者による
（終日全館利用不可）
16

水

18

金

18 金

人尊協 事務局会

◎サークル人権学習会

①10：30～②15：00～
③19：30～

20

日

人尊協 三部会

21

月

22

火

25

金

26

土

27

日

男女協・社協 委員研修

28

月

食進会 定例会

☆歴史講座（市民カレッジ）
民児協 定例会

☆保健衛生 観梅ウォーキング
☆エンゼルくらぶ
☆アンビシャス広場

上記の行事だけでなく、ここに記載されていない会
議・打合せ・サークルなど、すべての行事が中止にな
る可能性があります。
実施の有無をご確認の上お越しください。

【公民館は災害時の一時避難場所です】
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＜令和４年 ２月１日＞

チューリップサロン

フラワーラブメイツ

＊子育てサロン＊

開設日
４



内

＊子育てサークル＊０才～就園前の乳幼児
【活動日】 第４金曜日
【場所】 七隈公民館

２5

見 守 り
担当：スィートピー

【時間】水曜日 15：00～16：30 土曜日 10：00～12：00
２月 ５日（土）・９日（水）・１６日（水）・２６日（土）
コロナ感染予防のため、お手紙で参加日を指定して人数を制限してい
ます。どうしても自分の参加日に来られないときは、他の開催日に来
てみてください。その日、人数に余裕があれば参加できます。

【時間】10：30～1２：00

じゆうに遊ぼう

《ななっこ料理道場》 のお知らせ

使用済みの プリンターｲﾝｸ を集めています！
七隈小 PTA では使用済みのプリンターインク
（対象：エプソンとｷｬﾉﾝの純正品）を集めています。
公民館に 『収集箱』 を置いていますので、どうぞご協力ください。

対象：40～74 歳の福岡市国民健康保険加入者
料金：500 円 ※2021 年度中に 40 歳、50 歳になる人及び満 70～74 歳の人，
市県民税非課税世帯（要証明書）は無料。

予約：集団健診予約センター ℡0120-985-902

◎詳しくは、
「福岡市

◎コロナ禍も寒い時にも元気なメンバー
で手入れをし、花々の成長を楽しんで
います。
◎2 月の水やりと手入れの日（16：00）
2／2，2／9，2／16，2／23
福岡リーガルクリニック法律事務所の弁護士による

無料法律相談会
２月 ７日（月）10：00～１2：００

主催：ななっこ料理道場運営委員会

感染拡大防止に努めながら子どもの人数を２０人程度に限定して実施
します。小学校を通して配付されるおたよりをご確認ください。

2 月は、福岡市生活習慣病予防月間です！
糖尿病や高血圧などの生活習慣病は、偏った食事や運動不足など、生活習慣の乱れが重なって起こりま
す。自覚症状が乏しく放置されがちですが進行すると心筋梗塞や脳梗塞など、より深刻な病気を引き起
こします。定期的に健診を受け、今の自分の健康状態を確認し、生活習慣病を予防しましょう！
よかドック （福岡市国民健康保険の特定健診）

＊校区を花いっぱいに＊

場所：公民館学習室・講堂

日時：2 月 12 日（土）10：00～13：00

◎状況によっては、中止する場合があります。



＊小学生のための広場＊

保護者承諾書が無い場合は、公民館にも置いています。

◎公民館の大きなお部屋で楽しく遊びましょう。
◎申し込みはいりません。熱がある人、体調が悪い人は
参加を見合わせてください。
◎保護者は、マスクを着けてください。
◎持ち込みの食事はできません。

容

♪感染予防のため保護者はマスクを着用し
てください。♪
♪お子さんの飲み物・大きめのタオルを
必ず持ってきてください
♪持ち込みの食事はできません。
◎問合せ：七隈公民館 ８７１－６９０５へ

七隈アンビシャス広場

エンゼルくらぶ

０才～就園前の乳幼児
【開設日】毎月 第１金曜日
【時 間】 １０：００～１２：３０
【場 所】 七隈公民館 講堂
※時間内なら、何時にきても、何時に帰っても、
結構です。事前申し込みは不要です

相談は事前の予約が必要です。相談予約やお問い合わせは
８７４－９２９２福岡リーガルクリニック法律事務所へ。

税務署からのお知らせ パソコン・スマホから確定申告！
確定申告には、ご自宅からパソコン・スマートフォンでご利用いただける e-Tax（電子申告）が大変便利
です。 多くの方が訪れる確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタ
又はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンがあれば、 e-Tax を利用して申告書が提出できます。
令和３年分の確定申告では、感染防止の観点からも、ぜひご自宅から e-Tax をご利用ください。

ＩＣカードリーダライタがなくてもスマホで OK！

パソコンの画面に表示された２次元バーコードをスマートフォン（マイナンバーカード読取対応）で読み
取れば、マイナンバーカードを使ってｅ-Ｔａｘで送信できます！

けんしんナビ」を検索。

保健衛生連合会主催

耳よりな はなし

「みんなの居場所づくり」 ３
みなさま、よいお正月をお迎えになりましたか？年末年始は少
しおとなしかったコロナでしたが、「オミクロン株」という新種の感
染力が強く、心配しています。
年末年始の休みにいろんなことを考えました。
自分自身の目標も含まれますが、お話しします。
１．あいさつを大切にする
２．地域と社会をつなぐ視点をもつ
３．地域の課題を把握する
４．地域の課題を事業に取りあげる
はじめに
１．あいさつを大切にする
公民館の仕事は、地域のみなさんへのあいさつから始まると思
っています。少なくとも公民館にお見えになる地域のかたへのあ
いさつができないと仕事をスタートさせることはできません。それは
あいさつだけではすまない意味があるからだと思います。「おはよ
うございます」の一言でもいろんなメッセージとして受け取られてい
ると思うからです。もっと積極的にあいさつをして、地域のみなさ
んを大切にし、そして仕事に打ち込みたいと思います。

２．地域と社会をつなぐ視点をもつ
地域社会は日本社会の縮図と言われます。社会の変化や
動きは必ず地域に反映されるという関係にあります。社会の
変化にあわせて地域も変化を繰り返しています。社会の問題
は社会、地域の問題は地域と個別の問題としてとらえるので
はなく、社会の動向は必ず地域に影響を及ぼすものであると
いう観点から地域課題をとらえることが大切ですね。
社会と地域の動きを一体化してとらえると、住民の生活課
題・地域課題の本質も見えてくるのではないでしょうか。
これからも公民館では課題解決につながる学びを進めていか
なければなりません。
豊か、豊かと言っていた間に、貧困の問題がクローズアップ
され、貧困の拡大によって強者と弱者の格差が広がり、孤独
化・孤立化が進行しています。貧困家庭などで、「ヤング・ケ
アラー」のため、満足に学校に行けない子どもたちも増えてい
ます。
日頃から、民生委員、保健福祉、保健師、学校等、連携を
図りながら、課題を共有していく取り組みを大切にしていかな
ければならないと思います。
（3・4 は次号に掲載します）
福岡市七隈公民館 館長 松尾規文

＊ふれあいランチ＊
ネイバーランド
ひとり暮らしの高齢者・障がいのある方
【期 日】 2 月１0 日（木）
【時 間】 １2：0０～１３：15
【場 所】七隈公民館 学習室・講堂
【昼食代】 ５００円
2 月は、七隈 4 丁目～８丁目
の会員が対象です。
お気をつけてお越しください。

【令和 3 年度

「 観 梅 ウォーキング 」
２月２２日（火）
２月は、福岡市都市景観賞市民賞を受賞
された「梅香る町プロジェクト」のしだ
れ梅と壁画のある所まで歩きます。
雨天の場合は中止します。
※お申し込みはいりません。
どなたでもどうぞ
10：00 までに公民館に集合

城南市民カレッジ

歴史入門講座】

～七隈校区の歴史を学ぶ～ のご案内
福岡大学の学生さんが講師をする入門講座です。

日時：令和 4 年２月 21 日（月）13：00～15：00
場所：七隈公民館 講堂 ※詳しい内容は公民館にあるチラシをご覧ください。
テーマ：【福岡大学の周辺の元寇恩賞地と薩摩の御家人】
公民館来館定員先着順 24 名…公民館へ電話（871-6905）または窓口へ。
氏名，電話番号、町名を電話、ＦＡＸ、メールで七隈公民館へ
YOU TUBE ライブ配信…件名に「2 月 21 日 七隈公民館・城南市民カレッジ」と明
記の上、氏名、電話番号、町名をメールで城南区生涯学習推進課
（J-shimin-c@city.fukuoka.lg.jp）へ。後日配信用ＵＲＬを送ります。
問合わせ先：城南区生涯学習推進課

