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令和 ４年 ３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

＜アルパの演奏会＞
花づくり応援事業＊花作り団体交流会＊

『癒しの音色をお届けします』
日時：３月１６日（水） １０：００～１１：２０
演奏： 小林 知加 さん
場所：七隈公民館 講堂
内容 今年は「閉講式」を実施せず、
アルパの演奏会を実施します。
「密集」 「密接」 「密閉」 を回避して実施します。
※会場の都合で、先着 26 名しか出席できません。
※高齢者教室会員優先です。受付期間を変更し、繰り
上げて募集しますので、ご希望の方は、公民館へ電話
【８７１－６９０５】で申し込んでください。
※定員に満たなければ、申し込み期間終了後も申し込みを受け付けます。

日時
３月 １日（火） 13：00～１4：20
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。「春になったらボランティア活動をしたいなぁ」と考えている方、
ぜひお越しください。※公民館にはいつでも団体活動写真パネルを掲示しています。
【 パネルを掲示している花づくり団体 】
梅一花クラブ・梅林みどりヶ丘ガーデンクラブ・エコガーデンと愉快な仲間たち
梅林フラワークラブ・中公園ガーデンクラブ・梅香る町推進プロジェクト・フラワーラブメイツ
地域活動ボランティア養成講座

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。
①３月６日（日）は終日休館します。≪申請は２月 24 日（木）までに≫
②４月３日（日）は終日休館します。≪申請は３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

《意見交換会》

「校区を愛する会」

夢を語ろう こんな七隈になったらいいな

ワークショップ

日時 ３月１９日（土）１0：00～１2：00
場所 七隈公民館 講堂
参加者（予定）
＊七隈小学校児童＊梅林中学校生徒＊諸先生方
＊七隈校区の方々
参加者数を減らし、感染対策をして行います。

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート
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・・・ 3／2 ・3／7 ・3／11 ・3／16・3／2１ ・3／25・ 3／30
14：00～17：00・・・ 3／4 ・3／9 ・3／14 ・3／18 ・3／23 ・3／28
※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、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）

あなたも、「住みよい七隈」の仕掛け人に

日時

七隈ゼミ

３月 ５日（土）１３：３０～１４：４５

第５回目は、基本的知識の共有➄ 「自治組織論」です。
どなたでも参加できますので、積極的にご参加ください。住みよい町づくりについてみんなで
考えましょう。 町内会長さん・自治会長さん、地域づくりに興味のある方は、３月 3
日（木）までに公民館へ電話（871-6905）でお申し込みください。肩の凝らない気軽な講
座にしたいと考えています。【先着２0 名で締め切ります】

裏面『七隈ふれあいひろば』もご覧ください

◎は表面に、☆は裏面に記事があります

◎花作り団体交流会
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ふれあいネットワーク全体会
シニア連交流サロン（ダーツ）
男女協 事務局会

☆チューリップサロン
◎やってみよう！キンボール
◎七隈ゼミ
◎休館日

梅林中学校卒業証書授与式

☆ふれあいランチ
環境推進委員会会議
人尊協 事務局会

☆ななっこ料理道場
12

土

自治協 運営委員会
人尊協 運営委員会

ななくまあそびのひろば やってみよう！キンボール
日 時 3 月 ５日（土） １０：００～１１：45
☆場所…七隈小学校体育館
☆指導者… ﾊｰﾄｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ代表 龍 孝志 さん ・五代 力さん
※申込期間は２月 25 日（金）～３月２日（水）です。
上靴・飲み物・タオルをお忘れなく！調節しやすい服装で来てください。
※子どもの安全のため、欠席の連絡は、必ずお願い致します。

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
（地下鉄七隈線 福大前駅から徒歩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

シニア連 運営委員会
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☆エンゼルくらぶ
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食進会 定例会
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民児協 定例会

シニア連交流サロン（ダーツ）

◎高齢者教室
七隈小学校卒業証書授与式

館内サークル
館外サークル
今年度活動終了日
☆保健衛生 黒田節体操
小・中学校 修了式

掲載されている行事以外のサークルや各種
会議なども、中止する場合がありますので、皆
さまご確認のうえご参加ください。

【公民館は災害時の一時避難場所です】
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＜令和４年 ３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＊
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
開設日
４



内

容

見 守 り
担当：スィートピー

♪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
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
4 月 4 日（月）10：00～１2：００
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。

七隈アンビシャス広場

エンゼルくらぶ
＊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

保護者承諾書が無い場合は、公民館にも置いています。

【時間】10：30～1２：00

じゆうに遊ぼう

２5

◎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。

コロナかんせんよぼうのため、いつものアンビシャス広場
はできないかもしれません。くわしいことは小学校を通し
てお手紙をくばるのでそれを見てください。みんながまい
にち元気でいることをねがっています。

◎状況によっては、中止する場合があります。
税務署からのお知らせ

＊小学生のための広場＊

パソコン・スマホから確定申告！

七隈校区シニアクラブ連合会

耳よりな はなし

４．地域の課題を事業に取り上げる
地域の生活課題・地域課題を公民館事業としてとりあげ
ることは、とても重要になってきます。地域の課題を事業に取り
上げることができないと、公民館は個人が知識と技術を身に
つけるためだけの事業ばかりになってしまう危険があります。公
民館が地域の課題を事業で取り上げることは、地域づくりの
主体を形成する学びの拠点として設置されている公民館の
基本的役割にかかわる問題です。「地域づくり」は、地域に
存在している一つひとつの課題を解決することで、はじめて実
現されていくのです。公民館における学びが、単に知識と技
術を習得するだけのものであっては、公民館としての役割を果
たすことができなくなってしまいます。そのため、私たち職員は
地域の課題を事業に取り上げることができるよう、日ごろから
自分の仕事に対する姿勢や専門的な力量をみがくこと、話し
合いや学びあいを大切にすること、地域の方々との連帯を築
くことなどに力を注いでいるか、など試されているのです。
福岡市七隈公民館 館長 松尾規文

会 員 募 集 !

校区のシニアクラブは全部で 10 あります。校区シニア連での活動、
会ごとの独自の活動（ウォーキング大会・清掃活動・グラウンドゴル
フなど）活発に行われています。仲間を募集しています！

ＩＣカードリーダライタがなくてもスマホで OK！

３．地域の課題を把握する
地域に存在する・起きてくる生活課題・地域課題はできるだ
け具体的にキャッチすることが大切ですね。校区全体を視野に
することも必要ですが、自治会町内会や各種団体などの狭い
範囲から地域全体の課題を把握することも必要になります。そ
のために私たちは各種団体の皆さんや、自治会長・町内会長
さんと懇談する機会を持たなければなりません。その努力をしな
いと地域課題の把握につながらないからです。「登校見守り時
の具体的な課題」「時間内に登校できない子がいる」「勉強が
できないので困っている」などなど、地域の生の声を具体的にと
らえながら課題を洗い出すことになります。地域を見つめている
つもりになっているだけで、見ていない、また地域を見つめる視
点や方法は間違っていないか、常に確認が必要ですね。

場所：公民館学習室・講堂

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。
主催：ななっこ料理道場運営委員会

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！

先月からのつづきで、
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
今回は３，４で、自分自身への啓発を含めてお話しします。

◎街路樹が植えられて歩道がきれいにな
りました。
◎３月の水やりと手入れの日（１５：30）
3／2，3／9，3／16，3／23，3／30
手入れの日の開始時間を 15：30 からにします。

《ななっこ料理道場》 のお知らせ 日時：３月 12 日（土）10：00～13：00

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Ｉ
Ｃ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。

「みんなの居場所づくり」 ４

＊校区を花いっぱいに＊
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シニアクラブ名
健寿会
長寿会
第１福寿会
第３福寿会
菊寿会
梅林東町福寿会
千歳会
みどりの会
西梅林福寿会
第１
第２
万寿会
第３
第４

町 名
七隈本町
七隈南町
干隈
干隈
菊池ヶ丘
梅林東町
梅林３丁目
梅林４丁目
梅林５丁目
七隈西町３丁目
七隈西町５丁目 1 区
七隈西町５丁目 2 区
七隈西町６丁目

＊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

会長名
松浦 能徳
臼杵 利勝
一丸 由美子
前田 健司
轟 達也
松本 美重子
丸田 正博
山野 孝子
岡部 修司
大神 トク子
濵地 勇子
嘉村 廣
宮崎 學

保健衛生連合会主催

「 黒田節体操 」
3 月２3 日（水）

【期 日】 ３ 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
３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。

黒田節体操だけでなく、脳トレ
もします。
体と頭を使い、楽しく過ごしま
す。どなたでもどうぞ！
※お申し込みはいりません。
※飲み物を持って来てください。

