
 

 

 

ビタミンスペース（運動の場）   
✾日 時  ３月 １日（火）１０：００～１２：００ 

８日（火）１０：００～１２：００ 
１７日（木）１０：３０～１５：００ 
２５日（金）１０：３０～１５：００ 
２９日（火）１０：００～１２：００ 

場所は姪北公民館 講堂です。 
時間内は出入り自由。タオルや運動靴はご持参ください。 

❐日 時 ３月２日（水）１０：３０～１１：３０ 
❐場 所 姪北公民館 講堂 
❐対 象 乳幼児と保護者 
❐内 容 「親子でふれあい体操」 
❐講 師 野村 沙代 さん（健康運動実践指導者） 
❐持ってくるもの 水分補給のための飲み物 
定員１８人。３/１（火）までに姪北公民館にお申込み 
ください。 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権に関する標語  
 
優しさで 繋げようよ  友達の輪 

   （姪北小学校６年生の作品） 

全てに共通しています。 
検温とマスク着用をお願いします。 
発熱，風邪の症状がある方，ご家族に具合が悪い
方がいらっしゃる場合は，ご遠慮ください 

 

 

めいほくっ子広場 

高齢者教室 
  

おとな塾～子どもだけじゃ、
もったいない！～ 

みんなの公民館 
  

乳幼児ふれあい学級 
  

  

公民館だより Ｎｏ.144 2022 年(令和 4 年) 3 月１日 
 

 

姪 
めい 

ほく 

北 
館 長コ ラ ム  

 北京冬季オリンピックで私が注目していた女子アイスホ
ッケーは、１位で決勝トーナメントに進みましたが、相手国
選手との体格差と上手さで敗れベスト８で終わりましたが、
今後の活躍に期待したいと思います。 
 ２月の公民館主催事業のライフプランセミナーの様子で
す。「機能改善トレーニングと筋力トレーニング」では西体
育館のスポーツ指導員が高齢の参加者に合った指導をされ、
「きつかったけど楽しかった」と帰る時に言われました。「手
話教室」は街の名前、野菜や果物など日常使う単語を中心に
講師が指導していますが、参加者から「普段使わないと次回
は忘れるよね」と言われます。「自宅で鏡の前に立ち、習っ
た手話を復習すれば大丈夫ですよ」と励ましています。手話
は脳トレと認知症予防になります。また、障がいのある方へ
の理解も深められますので続けてほしいと思っています。 
 同じく主催事業のおとな塾では「パン教室」をしました。
私も欠席者の代わりにエプロンと三角巾を借りて参加しま
した。西部ガスの指導の下、みなさん、きれいな形に作って
いました。私は思い通りの形になりませんでしたが、イース
ト菌で発酵し焼き上がったパンは、思ったより納得できる形
でした。自作のパンは、食べると殊更美味しく感じました。 
 少し暖かい土曜日、電動自転車で天神まで足を延ばしまし
た。工事中のビルの横をのんびり走っていると、新しい高い
ビルが完成し、２０年ほど前に通勤し見慣れた街が、天神ビ
ッグバンで変わっていました。天神、大名あたりの変容の速
さを感じ、福岡市の基本構想にあるアジアに開かれた街にふ
さわしい都市になることを期待しながら帰途につきました。 
 令和３年度も今月で終わりです。コロナウイルスもオミク
ロン株で収束になることを願っています。 

                     館長 眞鍋 

公民館の休館について 

３月２１日（月）に利用申込がないときは、臨時休館します。 

この日に利用を希望される場合は、３月１１日（金）
１７時までにご連絡をお願いいたします。 

      

 

心の音楽会 

音と映像で振り返る「映画音楽コンサート」 
❉日 時 ３月１９日（土）１３：３０～１４：３０ 
❉講 師 永田 梨紗 さん（フルート奏者） 
❉場 所 姪北公民館 講堂 
定員３６人。３/１５（火）までに姪北公民館にお申込み
ください。 

 
 

①「みんなでレクリエーション」」 
✱日 時 ３月６日（日）１０：００～１１：３０ 
✱場 所 姪北公民館 講堂 ※動きやすい服装で 
✱講 師 野村 沙代 さん（健康運動実践指導者） 
✱持ってくるもの 室内用シューズ・飲み物・タオル 
 

 
②科学教室「ビー玉万華鏡を作ろう！」 
✱日 時 ３月１２日（土）１０：００～１２：００ 
✱場 所 姪北公民館 講堂  
✱講 師  九州大学 F.E.E.L のみなさん 
✱材料費 １００円 
✱持ってくるもの はさみ・筆記用具・飲み物・材料費 

 

ライフプランセミナー 

✲日 時 ３月２４日（木）１０：００～１１：３０ 
✲場 所 姪北公民館 講堂 
✲内 容 「姿勢改善トレーニングと筋力トレーニング」 
✲対 象 どなたでも ※動きやすい服装でお越しください。 
✲講 師 西体育館スポーツ指導員 
定員１８人。３/１８（金）までに姪北公民館にお申込み 
ください。 

 

 

③スポーツ教室「アビースクール」 
✱日 時 ３月２６日（土）１０：００～１１：００ 
✱場 所 姪北小学校校庭 ※雨天時:姪北小学校体育館 
✱講 師 アビスパ福岡のコーチのみなさん 
✱持ってくるもの タオル・飲み物 ※雨天時：上履き 
 

 

①定員１８人。申込締切３/３（木） 
②定員１８人。申込締切３/６（日） 
③定員２４人。申込締切３/２２（火） 
姪北公民館にお申し込みください。 

 

✰日 時 ３月３日 (木 )１０：００～１１：５０ 
✰場 所 姪北公民館 講堂 
✰対 象 おおむね６０歳以上 
✰内 容 「シニア☆アビスパ de 健康教室」 
 ①日本スロージョギング協会講師による健康講座 
②ステップ台を使ったリズム運動③アビスパ福岡コ 
ーチとボールを使ったゲーム 

✰持ってくるもの タオル・飲み物・室内シューズ 
定員１８人。３/１（火）までに姪北公民館にお申込み 
ください。 
 

 

✐日 時 ３月１０日（木）１０：0０～１２：００ 
✐場 所 姪北公民館 講堂 
✐対 象 おとな  
✐内 容 「博多おきあげ」～宝づくし～ 
✐講 師 清水 裕美子 さん（博多おきあげ三代目） 
✐材料費 ２，４００円 ※色紙無しは２，３００円 
✐持ってくるもの はさみ・手芸用ボンド・竹串・材料費 
定員１６人。３/３（木）までに姪北公民館にお申し込み
ください。 

 

ここに記載している事業は開催を予定しています 
が，新型コロナウイルス感染症の状況によって， 

中止・延期・時間変更になることがあります。 
ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



♥時間および対象年齢  
① ３月８日（火）１１：００～１１：３０ 

♡対象年齢・・０～４歳 
②  ３月２２日（火）１５：４５～１６：１５  

♡対象年齢・・３歳以上  
場所はいずれも 姪北公民館 児童等集会室 
どちらも定員５組。姪北公民館へお申し込みくだ 
さい。この日は本の貸し出しを行います。 
①は 1２：００、②は１６：３０までにお越しく
ださい。            プーさん文庫 

 
 

 
   

✾日にち 3 月２２日（火） 
✾場 所 姪北公民館 地域団体室 
今回も感染症対策を徹底したうえで、定員を設け、
２回に分けて開催します。時間内は出入り自由です。 
①１０：３０～１１：４５ ②１２：００～１２：４５  
どちらも定員１２人。ご都合の良い時間帯にお申し
込みください。お申し込みは、姪北公民館へお願い
します。 
皆様のお越しをお待ちしています。  

地域カフェ委員会 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

おはなし会 
  

子育てサロン「もぐもぐ」 

⁂ 日 時 3 月１8 日 (金 )１０：００～１２：００ 
⁂ 場 所 姪北公民館 講堂 
⁂ 対 象 ０歳～未就園児とその家族 

 妊娠中の方もどうぞ 
交流・遊び・情報交換・くつろぎの場として自由にご
利用ください。時間内は出入り自由です。 
地域のボランティアさんがサポーターとして見守り
ます。（託児スタッフではありません） 
サロンやサポーターに関心がある方は、事前にご連絡
ください。 
※今回は「おはなし会」をします。おやつやおもちゃの持
ち込みは，ご遠慮ください（水分補給のみ）。定員５組。
３/１６(水)までに，姪北公民館にお申込みください。 
 
 
定員５組。水分補給用の飲み物以外のおやつやおもちゃの
持ち込みは、ご遠慮ください。 
１２/１５(水)までに、姪北公民館へお申込みください。 

  

地域カフェに寄ってみませんか 
  

地域カフェで「人権ひろば」を行っています。 
人権に関わらず、気軽に話ができる場として、みな
さんに利用していただければと思っています。また、
個別のご相談もできますので、お声かけください。  

池野人権教育推進員 

ライフプランセミナー 

①「手話教室」  
✱日 時 ３月１０日（木）１３：３０～１５：３０ 
✱対 象 どなたでも 
✱持ってくるもの 筆記用具・飲み物   
姪北公民館にお申込みください。 

 

 
②「スマホ入れ替え相談所」 

スマホ選定やコスト削減の方法、個別相談  
✱日 時 ３月１８日（金）１０：００～１２：００ 
✱対 象 スマホに不安な人、安い料金でスマホを利用

したい人 ※携帯電話を持っていない人も OK 
✱講 師 塚本 勇 さん（BIND(株)代表） 
✱持ってくるもの 携帯電話・筆記用具・飲み物   
定員１０人。３/１４（月）までに，姪北公民館にお申込み
ください。①②とも場所は姪北公民館地域団体室です。 

 

 

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート 

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。 

実施日 時間帯 

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

9：00～12：00 

３月 2 日(水)、7 日(月)、1１日(金)、 
16 日(水)、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、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】(８:３０～17:３０) 
 ●福岡市における新型コロナワクチン接種全般における

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 

 ●接種券の紛失や再発行、接種証明書に関する問い合わ
せは、接種券・証明書発行事務センター  
TEL：０９２－７５３－９４５５ 

公民館運営懇話会 
のお知らせ 

❐日 時 ３月１８日（金）１９：００ 
❐場 所 姪北公民館 地域団体室 
傍聴を希望される方は、会議開催の１５分前まで
に、公民館にお申し出ください。     

     

 

  

マイナンバーカード申請出張サポート事業 

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。 
【日時】 ３月２６日（土）１３：３０～１６：３０ 
【場所】 姪北公民館 講堂 
【対象者】西区に住民票のある方 
【事前予約期間】３月１２日～２３日 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。）   

姪浜中学校吹奏楽部 
第３６回定期演奏会 

♪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 
      （地下鉄姪浜駅より徒歩３分） 
２部構成のステージは、クラシックからポップスまで 
お楽しみいただけること間違いなし‼の内容です。 
皆様のご来場を部員一同、心よりお待ちしています♪ 
※今後コロナの状況によって変更や中止等の可能性
がありますので、その場合は次号でお知らせします。     

     

     

 

入場無料 

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です。公民館 Wi-Fi
で様々な体験をしてみませんか。参加費は無料です。 
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、動画視聴など 
【日時】３月１０日（木）１４：００～１６：００ 
【場所】姪北公民館 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 
【定員】15 人 ※定員になり次第締め切ります。 
【申込期間】３月９日（水） １７:００まで  
【申込】下記窓口に電話にてお申し込みください。 
   ＴＥＬ：０９２－６００－４６９０ 
受付時間：平日の９:00～12:00、13:00～17:00 

【主催】福岡市   

 


