
城南公民館だより 
No. １号 令和 ４ 年 ４ 月 1 日                

出会い ふれあい 助けあい 明るいわが町 わが校区 ＊ひまわりサンデーラジオ体操 毎週日曜日 8：00～小学校：校庭（雨天時：体育館） 

〒814-0111福岡市城南区茶山 6-21-5 

TEL：092-843-9418 FAX：092-843-8693 

メールアドレス：jounan90@jcom.home.ne.jp

  ＊講座のお申し込みは毎月１日より電話、FAX、 

メールで受け付けています。 メール QRコード

こちらから公民館の様子がご覧いただけます。 

←ブログ 

インスタグラム→

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

※延期・中止になる場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

7・14・21 

（木） 

10：30～ 

12：30 
すくすくサロン 

9・23日(土) 10：00～ たんぽぽ広場 

13日（水） 10：00～ ニコニコくらぶ

19日（火） 18：30～ 小学校施設利用調整会議等 

20日（水） 10：00～ なごやかサロン 

23日（土） 11：00～ 自治協議会総会 

～あっとホームじょうなん～ 

 今年度から新しく始まる、サロンのようなサークルの

ような、月に一度の楽しい催しです。 

体操やヨガ、スマホ講座やものづくり 

など毎月内容が変わります。 

一度覗いてみてください♪ 

・日 時：４月１８日（月）１３：３０～１５：００

・場 所：城南公民館 講堂

・内 容：「自宅でできる簡単体操！」

・講 師：城南区地域保健福祉課 生き活きスタッフ

※申し込みは不要！！どなたでも

自由に参加できます。

※動きやすい服装でお越し

ください。 

新年度を迎えて 

 地域の皆様におかれましては新型コロナ感染症のピーク

は過ぎたとはいえ、第 5波の中で感染防止に努めながらお

過ごしのことと思います。 

さて、令和 3年度は新型コロナの感染防止のため、講座

の延期や中止をせざるを得ませんでした。このような状況に

おいても、地域のコミュニティーセンターとしての意義を発揮

できるよう努力してまいりました。これからも事業の遂行に尽

力するとともに、知見を増やし、地域の活性化に貢献してま

いりますので、よろしくお願いします。 

城南公民館 

館長 吉川勝弘  主事 三田登美子 

補助要員  樋口澄子  加賀城久子 

平山政子  柴田由美子 

その他の行事予定 

※４月・５月の臨時休館日

利用の申し込みがない場合、臨時休館いたします。 

４月２９日（金）の申し込みは４月１９日（火） 

５月 ２日（月）の申し込みは４月２２日（金） 

それぞれ１７時までにお願いします。 

※ゴールデンウイーク期間の臨時休館

５月３日（火）～５日（木）は、臨時休館いたし
ます。この日に利用を希望される場合は４月２３日
（土）１７時までにお願いいたします。 

※令和４年度・臨時休館日

４月２９日(金)・ ５月 ２日(月)・ ６月１９日(日) 

７月３１日(日)・ ８月１２日(金)・ ９月２５日(日) 

１０月３０日(日）・１１月２２日(火)・１２月２８日(水) 

１月 ４日(水)・ ２月１９日(日)・ ３月２６日(日) 

令和４年度も 

いろいろな講座を開催します♪ 

お楽しみに！ 

☆ワクワク元気広場（子どもの健全育成関連事業）

☆いきいき学級（高齢者地域参画支援講座）

☆親子すくすく広場（乳幼児ふれあい学級）

☆意識高めて！住みよいまちづくり

（環境問題学習講座） 

☆ふれあい・学びあい結
ゆい

広場 

（地域活動ボランティア養成講座） 

☆和になってつくろう広場

（男女共同参画学習講座） 

☆スマホ塾（地域のデジタル化支援事業）

☆人権問題学習講座

※申し込みは電話、又は講座名・名前・学年（年齢）・

電話番号記載の上ファックス、メールでお願いします。 

フラワーシティ福岡「一人一花運動」

～花と緑あふれるまちへ～ 

図書ボランティア「たんぽぽ広場」 

★日 時：４月９日（土）・２３日（土）１０：００～１２：００

★場 所：城南公民館 児童等集会室

公民館図書の本が増えました(^▽^)/

＊パンダ銭湯 ＊もうだいじょうぶ

～なごやかサロン～ 

・日 時：４月２０日（水）１０：００～１２：００

・講 師：ジャグリング指導者 川口富生さん

・定 員：１５名（先着順）

・申し込み：４月１日（金）より

mailto:jounan90@jcom.home.ne.jp


 

 

       保 存 版 
 

館内サークル                             館外サークル   

                                    （城南小学校体育館・校庭） 

 

 【城南老人いこいの家活動紹介】 
 

  ☆囲 碁・・・・・ 毎週火曜日 １３：００～１７：００ 

木曜日 １２：３０～１６：００ 

☆健康マージャン 

（初心者対象）毎週火曜日  ９：００～１２：００ 

    金曜日 １２：００～１７：００ 

  ☆ソフトダーツ・・・・・木曜日  ９：３０～１１：００ 

  ☆将 棋・・・・・・・・土曜日 １３：００～１７：００ 

   

◎場 所：城南公民館内老人いこいの家   

◎対  象：原則として各町シニアクラブ入会者ですが一般の方でも大丈夫です。                                             

   ※いこいの家サークルについては、駐車スペースはありません。 

 

※興味のある方は、体験・見学をしてみませんか。 

※お問い合わせ先 

   城南公民館 城南区茶山６丁目２１－５ 

           電話：０９２－８４３－９４１８ 

           FAX：０９２－８４３－８６９３ 

 

             

    

曜 週 サークル名 場所 会費 時間 講師名 

月 

毎 ハートフル体操 講堂 ２０００ 10：30～12：00 下田 知佐子 

第１・３ 前結び着付け教室 和室  13：00～15：00 （代）船瀬珠里子 

毎 歌謡教室 一部 地域団体室 １５００ 13：00～15：00 谷村 昭雄 

毎 歌謡教室 二部 地域団体室 １５００ 15：00～17：00 谷村 昭雄 

第１・２・３ K-SHEL 講堂 ３1００ 17：20～19：20 木村 一恵 

火 

毎 日々のヨーガ 児童等集会室 2000 10：00～12：00 上村 友子 

第１・２・３ フラダンス 講堂 2500 10：00～12：00 吉見 好恵 

第１・２・３ きもの教室 和室 2500 10：00～12：00 萱島 智子 

第１・２・３ 書道 地域団体室 2500 13：00～15：00 秋吉 恵美 

毎 社交ダンス A 講堂 2000 13：00～15：00 稲石 昭幸 

毎 手芸サークル プチママン 地域団体室 2000 16：00～18：00 磯貝 泉 

毎 子どもバレエ 講堂 2500 16：00～18：30 高津城美和子 

毎 キッズ英会話 児童等集会室 3000 16：15～18：15 Mr.Ｃraig 

第３ 華道 フラワーアレンジメント 研修室 2000 18：30～20：00 有岡 覚右 

毎 ビューティーストレッチ 講堂 3100 18：30～20：30 桝谷 豪一 

水 

毎 中国語教室 地域団体室 3500 10：00～12：00 李 霜華 

毎 ちびっこインディアンズ 児童等集会室  10：00～12：00 （代）羽田野亜理沙 

第１・２・３ 菊乃会(日本舞踊・歌謡舞踊) 児童等集会室 2500 13：00～15：00 藤間 美栄菊 

第１・２・４ 新体操城南キッズ 講堂 2800 16：30～17：30 加藤 純子 

毎 子ども珠算 上級 地域団体室 3000 17：00～18：00 松本 明子 

木 

毎 城南卓球 講堂 2000 10：00～12：00 天津 兼重 

毎 ライフストレッチ体操 地域団体室 2600 10：00～12：00 松永 淳子 

第１・２・３ 社交ダンス ひまわり 講堂 3000 13：00～15：00 堤 敍幸 

第２・４ 煎茶 和室 2000 15：00～17：00 渡邉 寿泉 

第２・４ 詩吟同好会 研修室 1100 15：00～17：00 （代）益田敏也 

毎 子ども習字かきかた 講堂 3000 15：00～17：00 石井 美江子 

第１ すてっぷカフェ 地域団体室  18：00～20：00 （代）鈴木久仁子 

金 

第１・３ パンの花 地域団体室 1000 10：00～12：00 富桝 芳 

毎 城南フォークダンス 講堂 2500 10：20～12：20 柴藤愛子・山田奈加子 

第１・２・３ 城南詩吟会 地域団体室 3000 13：00～15：00 和嶋 克峰 

毎 スカイ（卓球） 講堂  18：30～20：30 稲益 重樹 

土 毎 子ども珠算 初級 地域団体室 3000 10：00～12：00 松本 明子 

毎 ローズフォークダンス 講堂 2000 14：00～16：00 柴藤 愛子 

日 第１・２・３ 社交ダンス C 講堂 2000 10：00～12：00 薫 淳一 

第２・４ スマイル卓球 講堂 100 13：00～15：00 （代）中澤信子 

曜 週 サークル名 場所 会費 時間 講師名 

日 
毎 城南 Hi クラブ（バドミントン） 体育館 1000 

9：30～12：30 
佐竹 養一 

水 19：30～21：30 

木 毎 城南ビーチボールバレー同好会 体育館 200 19：30～21：30 （代）澁谷道也 

金 毎 ナイスバニー 体育館 半年 2000 19：30～21：30 （代）柴田由美子 

土 毎 城南球友会 校庭 200 8：00～10：00 （代）松田俊博 

令和４年度 城南公民館 館内・館外サークル一覧  

 




