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≪わいわい子育て≫ 対象：乳幼児と保護者 

～スタンバード文庫読み聞かせ講座～ 

お話とフリートーク 
〔日 時〕 ３月１日（火）１０：３０～ 
〔講 師〕 福岡市学校図書読み聞かせボランティア 
      ネットワーク   梶田 由美子さん 
〔定 員〕 先着 １０組程度 
※興味がある方は大人だけの参加もOKです。 
 
～人形劇～おむすびころりんなど 

〔日 時〕 ３月２５日（金） １０：３０～（１時間程度） 
〔講 師〕 のはらの会  

〔定 員〕 先着１０組 （申込締切3/18(木)） 
※春休み中の小学生が参加される場合も、事前にお申込くだ
さい 

 
≪青少年の広場≫ 対象：中学生以上 
～プログラミング講座 Pythonでテトリスを作ろう～ 
〔日 時〕 第５回 ３月１２日（土）13:30～15:30 
      第６回 ３月２６日（土）13:30～15:30 
〔講 師〕 つなぐコミュニティーズ 宮本 達之さん 
                  藤野 荘子さん 

※全６回の講座です。 
 
≪健康づくり≫ 対象：一般（どなたでも） 
～第 9回 地域探検ウォーキング・花巡りウォーキング～ 
季節の花々を鑑賞しながらウォーキングします。 
どなたでもお気軽にご参加ください。雨天の場合は館内で健
康体操をします。 
〔日 時〕 ３月２２日（火） １４:００～（１時間程度） 
〔講 師〕 地域指導者 池田 美穂さん 
 水筒・タオル・帽子持参で動きやすい服装 
 

 

 
 
 

≪下山門大学≫ 対象：高齢者 

修了式～記念講演『にこにこ笑って元気に生きる』～ 

〔日 時〕 ３月１４日（月） １０：３０～ 

〔講 師〕 薬剤師  大内 士郎さん 

〔参加費〕 100円（紅白まんじゅう付き） 

〔定 員〕 先着 ３０名（申込締切3/7(月)） 
 

令和４年度 下山門大学会員募集 

〔対 象〕 おおむね６０歳以上の男女 

〔年会費〕 １０００円 

〔申込み〕 下山門公民館 随時受付 
 

≪子どもの広場≫ 対象：小学６年生・中学３年生 

～春休み学び舎～（共催：ふり～すぺ～すえん） 

中学校や高校の宿題をしながら、わからないところを教えて

もらおう！ 

〔日 程〕 ３月２２日（火）・２３日（水）・２４日（木） 

〔時 間〕 １０：００～１１：３０ 

〔定 員〕 小６クラス／中3クラス 

     各クラス 先着１０名（申込締切3/1４(月)） 
 

≪サークル開講式と人権学習会≫ 対象：サークル代表者 

〔日 時〕 ４月５日（火） 

  １０：３０～ 月・火・水曜日 利用サークル 

  １３：３０～ 木・金・土・日曜日 利用サークル 
 
第２回 下山門公民館運営懇話会 
〔日 時〕 ３月２日（水） １９：００～ 
〔場 所〕 下山門公民館 
公民館の運営や事業に関し、地域住民の意向が的確に反映 
されるように提言をいただきます。 
傍聴希望の方は、当日１５分前までにお申込ください。 

 

 
 
下山門中学校 ３月１０日（木） 
下山門小学校 ３月１７日（木） 

 

 

日 曜 ３月の予定 

１ 火 
スタンバード文庫読み聞かせ講座 

下山門小学校施設開放連絡会 

２ 水 下山門公民館運営懇話会 

３ 木 男女共同参画部会定例会 

5 土 人権講演会（人権尊重推進協議会・自治協議会） 

８ 火 
さんさんサロン 

人権尊重推進協議会 事務局会議 

１２ 土 

ふり～すぺ～す えん 

プログラミング講座⑤ 

講演会 ～子育ての現状と地域の役割～ 

１４ 月 下山門大学 修了式 

１８ 金 

自治協議会 定例会 

交通安全推進部会定例会 

ソフトダーツを楽しむ会 

２２ 火 

さんさんサロン 

春休み学び舎（～２４日(木)まで） 

地域探検ウォーキング 

２５ 金 わいわい子育て 人形劇 

２６ 土 
プログラミング講座⑥ 

マイナンバーカード申請出張サポート 

３０ 水 老人クラブ連合会定例会 

特に記載がない場合、会場・申込先はすべて下山門公民館です 

（電話 ８８１－８３８３） 

mailto:shimoyamato77@jcom.home.ne.jp


 

 

 

長年の保健活動の功労者として表彰されました 

★福岡市衛生連合会会長表彰 

【保健活動組織活動功労団体】下山門校区福祉保健部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月の臨時休館について 

３月３１日（木）公民館利用の申込みがない場合、臨時 

休館します。利用を希望される場合、３月２１日（月） 

１７時までにお申込みください。 

下山門子育て支援 

未就園児と保護者の交流の場です。お気軽にお越しください。 

３月 8日（火） 通常サロン  

３月２２日（火） 進 級 式 

〔時  間〕  １０：００～１２：００ 

２２日は今年度最後のサロンです。 進級祝いのお土産を用

意して待っています。 

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。 

【日 時】 令和４年３月２６日（土）１３：３０～１６：３０ 

【会 場】 下山門公民館 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～３月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。） 

 

受賞おめでとうございます 

人権講演会 

思いやりで社会を変える ～飲酒運転撲滅への願い～ 

命の大切さや加害者も被害者もつくらない社会の実現を目指して 
 
〔日時〕 令和４年３月５日（土） 14：00～ 

〔講師〕 NPO法人はぁとスペース  

理事長 山本美也子 さん 

〔定員〕 先着３０名（事前予約制） 

【主催：人権尊重推進協議会・自治協議会】 

青少年健全育成講演会 

子育ての現状と地域の役割 
 

〔日時〕 令和４年３月１２日（土）19：00～20：30 

〔講師〕 虹色グループ代表 重永侑紀 さん 

〔定員〕 先着３０名（事前予約制） 

〔内容〕 子どもを取りまく現状と、地域ができることに 

ついて話していただきます 

【主催：ふり～すぺ～すえん・自治協議会】 

◇新規購入本のご紹介（児童書・絵本）◇ 
 
★よくみると              shimizu 

 （気づいてびっくり、見つけて楽しい。） 

★パンどろぼう                柴田ケイコ 

 （世界一のパンを求める大泥棒のお話） 

★そうたいせいりろん for babies クリス・フェリー 

 （世紀の大発見がわかっちゃう⁈） 

★ぼく モグラ キツネ 馬    ﾁｬｰﾘｰ・ﾏｯｹﾝｼﾞｰ 

 （2020年、イギリスで一番読まれた本） 

★あんなに あんなに      ヨシタケシンスケ 

★なんだろう なんだろう    ヨシタケシンスケ 

★ころべば いいのに      ヨシタケシンスケ 

★それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ 

 （安定のヨシタケシンスケの本） 

★旅の絵本Ⅷ 日本編          安野光雅 

★ふしぎなえ              安野光雅 

★どんめくり            やぎ たみこ 

★あおいよるのゆめ    ガブリエーレ・クリーマ 

（優しい言葉と楽しいしかけ、0歳から楽しめる絵本） 

★おうさまがかえってくる１００秒前   谷口智則 

★十歳のきみへ九十五歳のわたしから  日野原重明 

（子どもたちに伝えておきたいメッセージ） 

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 3月 時間帯 実施場所 

３日（木）、８日（火）、12日（土）、17日（木）、22日（火）、26日（土） 9：00～12：00 
下山門公民館 

1日（火）、5日（土）、10日（木）、15日（火）、19日（土）、24日（木）、29日(火) 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】 

 ●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） 

【区役所からのお知らせ】 

3、4月の引越しシーズン。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 

 


