♢♦♢福 岡 市 堤 公 民 館♢♦♢
〒814-0153 福岡市城南区樋井川 7 丁目 21－1 堤公民館ブログも
℡ 092-863-5533 Fax 092-863-6358 ぜひご覧ください

４月号より、公民館だよりの紙面を大きくしました。今まで以上にたくさんの情報をお知らせ
したいと思っています。また、自然いっぱいの堤の魅力もブログ等で発信していきますので、
身近に情報がありましたら、写真等ご提供いただきますようお願いいたします。

堤公民館館長 退任挨拶
令和４年３月３１日をもって堤公民館館長を退任
します。思えば平成１６年に町世話人制度から自
治協議会へと移行する時に、館長就任のお話を
いただきました。それから長年月、皆様からご支
援・ご協力をいただきながら務めさせて参りまし
た。これまでこうしてこられたのも、皆様方のおか

げでございます。これからも堤地区がより一層住
みやすい町であることを願っています。本当にあ
りがとうございました。

松永 義勝
松永会員制
義勝

◆高齢者教室「みどり会」

おおむね 60 歳以上の方を対象にした楽しい学
びの場です。色々な体験や学習を通して皆さん
の生きがい作りの応援をします。会員制の教室
ですので、入会を希望される方は電話または直
接お申込みください。
【

】 5 月～2 月の火曜日（月 1～2 回）
10 時～12 時 ＊8 月は休み
【年会費】 500 円

開講式

5 月１７日(火)

「落語」 粗忽家 勘心さん（内浜落語会）

令和 4 年度
公民館サークル紹介・会員募集
令和 4 年度のサークルが決定しました。裏面に
サークル一覧を載せていますのでご覧くださ
い。見学もできます。詳しくは公民館までお問
合せください。

◆サークル代表者会◆ 4 月 4 日(月)
詳細は、代表者の方にご案内しています。

相談の日

4 月 6 日(水)

【時間】 10 時～12 時 【場所】 和室
【内容】 人権相談・行政相談
予約不要、秘密は守られます。
【主催】 堤地区人権尊重推進協議会 相談部

ウォーキング

4 月 18 日(月)

「緑の桜を探すミステリー散歩」
【時間】 9 時 30 分 堤公民館集合
【主催】 堤地区自治協議会 健康福祉部

ぶんこつつみ
11 時～13 時

▲▽乳幼児ふれあい事業▽▲
【場所】 児童等集会室

または直接お申込みください。
☆対象者が限定されていない講座は、どなたでも
参加できます。
☆申込み受付は 1 日から開始します。

スマホ塾

４月 1８日(月)

「シニア向けスマートフォン教室」
【時間】 1３時～1５時 【場所】 講堂
【講師】 ＫＤＤＩ㈱認定講師
【対象者】 シニア（スマートフォンを持っていない方
これから検討される方）

【定員】 先着 15 名
【受講料】 無料
【持参物】 筆記用具
【内容】 第１部基本編：スマートフォンとは？
基本操作 等
第２部活用編：アプリの活用、ZOOM 等
※スマートフォン（Android）を貸し出しします

出前講座

＝新 刊 紹 介＝
📚「東京オリンピック日本代表選手団

【時間】 10 時～12 時 【場所】 堤公園
【内容】 砂場等で外遊び
（雨の日はプチサンランドで積み木遊び）
令和３年度人権標語入選作品

📚「黒牢城」

米澤穂信

直木賞受賞作品

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、内容は一部

「城南区演舞台」は
中止になりました

変更中止となる場合があります。

□日時：５月３日（火・祝）午前 10 時～午後３時半
５月４日（水・祝）午前 10 時～午後３時
□会場：城南区役所東側広場（城南区鳥飼六丁目１－１）
□主催：ふれあい城南運営委員会
城南区役所 企画共創課
電話 ８３３－４０５３ ＦＡＸ ８４４－１２０４
４月、５月 G・W 臨時休館日のお知らせ
4 月 2９日（金）、5 月 3 日(火)～5 日(木)は利用申し込み
がない場合には、臨時休館します。利用を希望される時は、

🌸令和４年度月１回の臨時休館予定日🌸
下記の日は利用申し込みがない場合には臨時休館します。
この日に利用を希望される場合は、それぞれ 10 日前までに
お申込みください。
４月２９日(金)

８月２１日(日)

12 月 25 日(日)

５月２９日(日)

９月１８日(日)

1 月 29 日(日)

【時間】
【講師】
【定員】
【内容】

６月１９日(日)

１０月３０日(日)

2 月 26 日(日)

７月３１日(日)

１１月２７日(日)

3 月 26 日(日)

10 時～1１時３0 分 【場所】 講堂
経済観光文化局 史跡整備活用課
先着 20 名
鴻臚館・福岡城の概要と歴史

ご入学おめでとうございます
【入学式】

4 月２６日(火)

【時間】10 時～16 時 【場所】 堤公民館
皆さんの憩いの場です。ヴァイオリン演奏等
お楽しみいただけます。
どなたもお気軽にお越しください。

📚「塞王の盾」 今村翔吾
📚「インスタ映えする戦国時代」 スエヒロ

ダンスや楽器演奏、歌など多彩なステージをお楽しみ
ください！みなさまのご来場をお待ちしています。

福岡を代表する史跡を知れば、福岡の
ルーツが見えてきますよ！

どなたでも一人 3 冊まで本を借りることができます。

日本オリンピック委員会 公式写真集２０２０」

4 月 19 日(火)

4 月 2５日(月)

「鴻臚館と福岡城」

◆つつみカフェ◆
【時間】 10 時～12 時 【場所】 児童等集会室
【内容】 絵本やおもちゃで自由遊び

♦♢福岡市からのお知らせ♢♦

☆講座は申込みが必要です。堤公民館まで電話、

※飲み物は各自ご持参ください。

【日時】
。
【対象】
就学前のお子さんと保護者
見守りスタッフがいるので安心です。

♦♢講座のお知らせ♢♦

感染状況により行事が中止・延期になることがあります。
最新情報を“堤公民館ブログ”等でご確認ください。

（堤小学校） みとめあおう みんなのことを しんじよう

長尾中学校 ４月１1 日(月)
堤小学校
４月１２日(火)
博多工業高等学校 ４月７日(木)
♦♢堤地区紙リサイクルステーション♢♦
【利用可能日】毎週土曜・日曜 ９時～１７時 【設 置 場 所】公民館下空き地
【回 収 物】新聞紙・雑誌・牛乳パック・段ボール （すべて紐で十字に結んでください）
※ それ以外の紙切れなどの雑紙は、紙袋に入れて出してください。

（長尾中学校） 友達は 何より大事な たからもの

