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お互いが尊重される地域づくり

介護をしている家族と介護を体験した家族との交流の場です。

福祉ビデオシリーズ「優しい認知症ケア ユマニチュード」

（NHK厚生文化事業団制作）を参考に学んでいます。

日時： 3月19日（土）10:00～12:00
場所： 愛宕公民館 児童等集会室

対象： 介護をしている家族や地域の方で参加意欲のある方

参加費 ： 100円

地域ボランティア 下島 康則 さん

※水分補給以外の飲食はできません。

介 護 家 族 と の 交 流 会

～ 3月の行事～

5日(土) 愛宕校区自治協議会運営委員会
18日(金) 学校施設開放連絡会議
19日(土) 介護家族との交流会
22日(火) 民生委員児童委員協議会会議
25日(金) 折り紙教室
26日(土) あたごチャレンジ教室

3月25日（金）10：00～12：00
定 員：6名（事前申込制）
申込期間：3月1日（火）～3月14日（月）
持ち物：のり、はさみ
参加費：100円
場 所 : 愛宕公民館 講堂

折り紙教室 3月は「春のお花」を作ります♪

お知らせ、イベント案内、公民館だよりをブログでご覧
いただけます。“愛宕公民館ブログ”で検索ください。
愛宕公民館 〒819-0015 西区愛宕４丁目11-11

TEL891-7962 FAX891-4677

E-mail:atago112@jcom.home.ne.jp

自宅で検温をして、

マスク着用でご来館ください
★発熱や体調に心配のある場合は外出をご遠慮ください。

★お知らせしている事業や講座は、状況により変更になる場
合があります。

★お知らせしている講座は事前申込制です。
講座の申込先は愛宕公民館です。(申込先特記がない場合に限る)

氏名と連絡先をお伺いしています。

愛宕公民館LINE公式アカウントを開設しました。
主催事業などの公民館情報をお届けします。
ぜひ友だち登録お願いします。

子育てミニ広場 （乳幼児ふれあい事業）

冬季は感染症流行期のため、令和3年度は3月まで
お休みします。皆さまどうぞご注意ください。

冬季は感染症流行期のため、令和3年度は3月まで
お休みします。皆さまどうぞご注意ください。

愛 豊 大 学（高齢者大学）

臨時休館日のお知らせ
🌸3月27日(日)に臨時休館を実施します。
公民館の利用を希望される場合は、3月17日(木)17:00
までに「公民館利用許可申請書」を提出してください。

愛宕公民館

R4年度 サークル開講式
（第1回代表者会議）のお知らせ

日時：4月1日(金)
第1部 10:00～11:00（文化系サークル）

第2部 11:00～12:00（運動・発声系サークル）

場所：愛宕公民館 講堂

※密にならないようにするため、2部制で
実施します。ご了承ください。

※詳細はサークルファイルで確認をお願い
します。

●サークルの代表者1名ご出席ください。
●「感染症対策と人権研修」も合わせて実施します。
●スリッパなど内履きをご持参ください。
●水分補給用の飲み物は各自ご持参ください。
●感染拡大状況により変更になる場合があります。

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。

新型コロナワクチン接種
インターネット予約サポート

実施日 時間帯
実施
場所

3月4日(金),9日(水),14日(月),18日(金),
23日(水),28日(月)

9:00～
12:00 愛宕

公民館3月2日(水),7日(月),11日(金),16日(水),
21日(月),25日(金),30日(水)

14:00～
17:00

※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、18歳以上の方に、2回目接種から6
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）

あたごチャレンジ教室のご案内

自分だけのマスクスタンプを作ろう

日時：3月29日(火) 10:00～12:00
場所：愛宕公民館 講堂
講師：畑中みゆき氏、山下明美氏、主事
定員：12名

小学4年生以上で彫刻刀を持っている方
申込期間：3月1日(火)～3月14日(月)
持ち物：彫刻刀
＊不織布マスク2枚は公民館で準備します。
（子ども用・大人用サイズがあります。）

小中学生対象

6歳～小中学生対象

愛宕子ども会プロジェクトからお知らせ
（※子どもたちが企画して実行する、子どもが主役の愛宕公民館独自の事業です）

12月の作戦会議で上がった、「春休みのお楽しみ会で
したいこと」は、感染拡大状況により、夏休み期間中に
実施する予定です。
お知らせをお待ちください。



愛宕校区社会福祉協議会

作成：西区地域保健福祉課
092-895-7080 子育て交流サロン ぽんぽこ

3月はお休みします

日時：3月16日(水)13:30~15:30
対象：高齢の皆さまだけでなく、50代、60代、

どなたでも
講師：吉田時成氏（終活サポートセンター主任）

場所：愛宕公民館 講堂
定員：30名（事前申込制）
申込期間：3月１日(火)～ 3月14日(月)
申込方法：愛宕公民館へ直接または

お電話でお申込みください。

すこやか教室
～ACP（人生会議）を終活のきっかけに～

人生の最終段階の医療やケアについて
考えてみませんか？

※ACPとは、アドバンス・ケア・プランニングの
ことです。
もしものときのために、あなたが望む医療ケア
（介護）について、前もって考え、それを家族
など信頼できる人や医療・ケアチームと繰り返
し話し合い、共有する取り組みです。
終活のきっかけに、ACP(人生会議)を！

新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル
℡：０９２-７１１-４１２６ （24時間受付）

【区役所の混雑緩和にご協力を】
3、4月の引越しシーズンは区役所の窓口が大
変混雑します。できるだけ混みあう日を避け
ての来庁をお願いします。

なお、次のとおり臨時開庁を行います
日時：3月27日(日)、4月3日(日）の各10:00～14:00
開設窓口：市民課、保険年金課、

福祉・介護保険課、子育て支援課、
西部出張所

【お問い合わせ】

西区市民課 電話 092-895-7010

こころのセルフケア

今の気持ちに気づく
・うれしい
・つらい
・イライラ …など

自分や大切な人の
気持ちを大切に

◇自分の気持ちに気付いて、
表現する

あなたに合った方法は？
・音楽を聞く
・ストレッチ ・深呼吸
・寝る
・空を見る
・大好きなスイーツを食べる
・おしゃべり

レパートリーを増やして
ストレスと上手に付き合いましょう

◇ストレス対処法を見つける

コロナによる非日常の連続で、ストレスを感じている方が増えています。
人とのつながり（手紙や電話等）と、セルフケアでこころの健康を維持しましょう♪

日頃から出来るセルフケア

◇相談することも、セルフケア
～誰かに話すことで、辛さが和らぐことがあります～

精神保健福祉センター 新型コロナウイルス感染症関連

（※祝日を除く）

心のケア相談 電話

092-761-5520

受付：月～金

11:00～16:00

コロナウィルスに感染された方、

ご家族の方専門相談

電話

092-737-8829

受付：月・金

13:00～16:00

地域からのお知らせ① ふれあい愛宕
愛宕校区でボランティア活動をしていました、ふれあい愛宕は今年度で活動を
終了させていただきます。
平成2年より約30年間お世話になりました。

ふれあい愛宕一同

地域からのお知らせ② 姪浜中学校吹奏楽部
姪浜中学校吹奏楽部 ～第36回定期演奏会のお知らせ～
日時：4月10日(日) 開場13:00 開演13:30
場所：西市民センター 大ホール
★入場無料
※感染拡大状況によって変更や中止の可能性があります。

福岡市立姪浜中学校吹奏楽部

※当日自宅で検温し、発熱や体調に不安のある場合
は参加をご遠慮ください。

※水分補給用飲み物は各自お持ちください。
※感染状況によりZOOM開催になる場合があります。
お申込み時に携帯電話番号をお知らせください。

※

～しおかぜ文庫 本の貸し出し日～

3月9日（水）、23日（水）
14:30～16:30

※貸出時間帯が変更になりました

愛宕公民館 児童等集会室

総合図書館の子どもの本が入りました！

紙リサイクルステーションからのお知らせ

■毎週土曜日 日曜日 9:00～17:00

■回収するもの 新聞 段ボール 雑誌など

※必ず十字にしばってお出しください

主催：愛宕校区自治協議会

愛宕小学校
学校施設開放連絡会議

3月18日（金）１９：００～２０：００
場所：愛宕公民館 地域団体室

※筆記用具をご持参ください。
※愛宕小学校体育館、校庭を利用している団体、
サークルの代表者は必ずご出席ください。




