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裏面もご覧ください

【臨時休館日のお知らせ】
３月の臨時休館日は、２７日（日）です。

利用申請がない場合、休館します。ご利用の方は１０日前までに申請下
さい。４月の臨時休館日は２９日（金・祝）です。

いきみなみ人権尊重推進協議会は持続可能な開発(SDGｓ)を支援しています。

SDGs
（16）平和と公正をすべての人に
（17）パートナーシップで目標を達成しよう

私たちは４月から１年をかけて「S D G s」を学んでき
ましたが、今回で最後の二つになりました。今まで学んで
きた目標を達成するためには、まず平和で公正な社会であ
ることが必要です。そして、すべての人に関係がある
SDGsはすべての国が取り組まなければなりません。それ
を達成するためには政府だけでなく企業や科学者、学界、
NPOなど全員が力を合わせなくてはなりません。
私たちは「貧困に終止符を打ち、不平等をなくし、気候

変動と闘う」ことを目標とするS D G sへの理解を深め、
誰もが安心・安全に暮らせる社会をつくっていきましょう

（いきみなみ人権尊重推進協議会）

その他の ３月の予定 ※予定が変更になる場合があります。

１ 火 人尊協役員会

２ 水 体育振興会役員会

４ 金 衛生連合会 配食ボランティア懇談会 青少年育成会（中）

5 土 男女共同参画役員会

６ 日 ジュニアリーダー会議

７ 月 社協事務局会 文化振興会役員会 生活環境委員会定例会

9 水 壱岐・野方商店連合会理事会

１１ 金 青少年育成会（子）

１７ 木 のるーと連絡会議

１９ 土 橋本NT定例会

２０ 日 マイナンバーカード申請

２５ 金 自治協定例連絡会 交通安全推進会 青少年育成会（役）

２８ 月 ふら～っとカフェ実行委員会

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

にぎにぎ体操 （簡単でゆるやかな体操）
毎週月曜日 １４：００～
持ってくる物：上靴・タオル・飲み物

会場記載のないものは、いずれも公民館で行
います。申し込みは、公民館まで連絡下さい。

☆ハッピーランド 乳幼児ふれあい学級

おおきくなったね
日時：３月１８日（金） １０：３０～１２：００
内容：成長の記録を作ります。お楽しみに！
講師：野中 かおり先生 柴田 道子先生
定員：８組（先着順）
申し込み： ３月1日より受け付けます。

※保護者の方はマスク着用お願いいたします。アルコール消毒を
行いますが、小さなお子様や、アレルギーのある方は、石鹸での
手洗いを行って入室していただきます。

【金曜ウォーク】 ３月 ４・１１・１８・２５日 10時～１時間程度
飲み物をご持参のうえ、動きやすい服装でお越し下さい。
校区周辺をマスク着用で行います。どなたでもどうぞ～

（衛生連合会）

人尊協コラム

引き続き新型コロナウイルス感染等予防の為、マスク着
用・消毒・換気をお願いし、 ３密を避けて利用いただいてい
ます。換気は行いますので、上着やひざ掛け等で対策を取
りながらご利用ください。皆様のご協力をよろしくお願いいたし
ます。感染状況により、記載してます事業につきましては、
中止または延期になる場合がありますので公民館へお問
い合わせ下さい。

ご卒業おめでとうございます
卒業証書授与式

壱岐丘中学校 3月10日(木）
壱岐南小学校 3月17日(木）

卒業生の皆さまの新たな門出をお祝いいたします。

① みんなで一緒に歌いましょう！
日時：３月１１日（金） １０：００～１２：００
内容：童謡から歌謡曲まで懐かしい春の歌を歌います。
講師：大石美佐子さん
定員：１５名（先着順）

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

② 健康講座 （共催 衛生連合会）

「シニア世代の骨とカルシウム」 （1/28延期分）
日時：３月２４日（木） １０：３０～１２：００
内容：骨の健康維持についてのポイントや、カルシウムが

手軽に取れるメニューなどを学びます。
講師：雪印メグミルク（株）
定員：前回申込みしていただいた方を優先に

若干名の空きがあります。（先着順）

申し込み：①・②ともに３月１日より受け付けます。

※マスク着用
で行います。

☆おとな会 公民館主催事業

コロナに負けるな！基礎体力づくり
日時：３月５日（土） １０：００～１２：００
内容：体力づくりに必要な基本の動きを学びます。
冬の寒さで硬くなった体を春に向けて動かしてみませんか？
場所：壱岐南小学校 体育館 対象：どなたでも

講師：長谷部 千恵さん
定員：３０名（先着順）
持ってくる物：上履き・飲み物・タオル
ヨガマットまたはバスタオル
申込みは３月1日より電話にて受け付けます。

※マスク着用
で行います。

※お知らせ １３日（日）は業者による公民館内清掃のため、
ご利用ができません。ご了承ください。

mailto:ikiminami94@jcom.home.ne.jp
http://ikiminamiko.blogspot.com/


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を行います。申請用写真撮影サービス有！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。（公民館で予約は受け付けません）

【 日 時 】令和４年３月２０日（日）１３時３０分～１６時３０分
【 会 場 】壱岐南公民館 講堂・学習室 【必要なもの】
【 対 象 者 】 西区に住民票のある方 （１）本人確認ができるもの
【事前予約期間】 ３月６日～３月１７日 ９：００～１８：００ （運転免許証，パスポートなどの原本）

定員に達した時点で予約受付を終了します。 （２）マイナンバー通知カード
【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 （３）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

TEL ０５０－３５３８－２８３０ 【主 催】福岡市総務企画局システム刷新課
FAX ０５０－３５３８－３１５８ （この事業は業者への委託により実施します。）

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！！

日 時：３月２９日（火）１４：００~１５：３０
場 所：壱岐南公民館 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
講座メニュー：公民館Wi-Fiの接続方法、テレビ電話、

オンライン行政手続き体験、動画視聴...etc

定 員：15名 ※定員になり次第締め切ります。
申込期間：３月２８日（月）17時まで
申 込：下記窓口に電話にてお申し込み下さい。
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

※要事前予約

私たちの生活に具体的な問題として表れているい
ろいろな出来事について、少しだけ立ち止まって考え、
話してみませんか。相談もお受けします。下記の都合
のいい時間に気軽にお越しください。西区役所で人権
啓発担当するスタッフが皆様の話し相手になります。

日 時： ３月１６日（水） １５：００～１７：００

会 場： 壱岐南公民館 学習室

人権ひろば 「ともしび」に来てみませんか？

【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)
各10時～14時

（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

公民館運営懇話会開催のお知らせ

日 時：３月１４日（月）１９：３０～
場 所：壱岐南公民館 講堂

＊傍聴をご希望の方は、会議開催の15 分前
までに公民館にお申し出ください。

母子巡回 日 時：３月７日（月） １３：００～受付
内 容：身体測定・育児相談など
持ってくるもの：母子手帳

≪人権研修のお知らせ≫ （1/26延期分）
日 時：３月３日（木） １９：３０～２１：００
場 所：壱岐南公民館 講堂・学習室
講 師：いきいき子どもネットワーク代表 池田良子 さん

内 容：子ども問題～コロナ禍における子どもの現状～
定 員：６０名（先着順） 公民館までお申し込みください。

（共催：人尊協・男女共同参画・青少年）

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。

※終了時間の15分前までにお越しください。
【実施場所】 壱岐南公民館 ロビー
【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、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）

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート

３月 実施日 時間帯

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

9：00～
12：00

２日（水）、７日（月）、１１日（金）、１６日（水）
２１日（月・祝）、２５日（金）、３０日（水）

14：00～
17：00

まちごとガーデニングフェスティバル

日 時 ４月２３日（土）10:00～17:00
２４日（日）10:00～15:00

場 所 壱岐南小学校 南側外花壇＆フェンス
毎年きれいな鉢植えで彩られています！
今年も地域の皆様に楽しんで見てもらいたいと考えています

また今年も作品を募集します！！！
今年も皆様の素敵な鉢植えを地域の方々に見てもらいま
しょう！(4月19日(火)に園芸講座があります。詳しくは4月の公民
館だよりでお知らせ致します。)

申込・問い合わせは、文化振興会又は公民館まで


