
　  

　
　

　

　

　

　

・箱崎清松中学校

・筥松小学校

サークルについてのお問合せは

公民館までお願いします。

【お問合せ】 筥松公民館 ６２１－４９９９

筥松公民館以外の会場で活動

されている公民館サークルを

ご紹介します。

活動種目 活動日 時間

バレーボール 毎週・木曜 19:30～21:30 一般

バスケットボール 毎週・土曜 19:30～22:00 一般

バスケットボール 毎週・月曜 19:30～21:30 一般

バスケットボール 毎週・土曜 19:30～22:00 一般

清松シニアバスケットボール愛好会

GOIS

名称

ソレイユ

JAVA　（ジャワ）

活動種目 活動日 時間 対象

バレーボール 毎週・火曜 19:00～21:30 一般

バレーボール 毎週・水曜 19:30～21:30 一般

バレーボール 毎週・木曜 19:30～21:30 一般

バレーボール 毎週・月・木曜 17:00～19:00 小・中・高

ソフトバレーボール 毎週・月曜 19:00～21:00 小学生～一般

毎週火・金 17:00～19:00

土・日・祝 9:00～13:00

毎週水・金（第2・4） 17:00～19:00

土・日・祝 14:00～18:00

バレーボール 毎週・土曜 19:30～21:30 一般

　毎週木曜 17:00～19:00

土（第2）・日・祝 9:00～17:00

毎週火曜 17:00～19:00

土・日・祝 8:30～18:00

少年サッカー 毎週・水曜 17:00～19:00 小学生

福岡育児院

筥松ソフトバレーボールクラブ

筥松ミニバスケットボール
クラブ女子

名称

社領クラブ

ロキシーズ

原田クラブ

筥松ミニバスケットボール
クラブ男子

筥松少年野球クラブ

筥松サッカークラブ

少年野球
（軟式）

バスケットボール 小学生

小学生

小学生

シュガーズ

ジュニアフォツクスクラブ 少年ソフトボール 小学生

バスケットボール

名称 内容 活動日 時間 会費 対象

日 歌声サークル筥松①③ コーラス 月2回 10:30～12:30 1,000円 どなたでも

月 おとな習字 習字 月3回 18:00～20:00 3,000円 中・高・成人

いない いない ばあ② 育児サークル 月1回 10:00～12:00 300円 0.1.2歳児親子

げんきっこ①③ 育児サークル 月2回 10:30～12:30 200円 1才～3才児親子

舞オカリナ教室②④ オカリナ 月2回 13:30～15:00 3,850円 一般

やさしい気功と整体①～⑤ 気功、整体 毎週 13:30～15:00 2,000円 どなたでも

チュチュ・エトワール①～④ 子どもバレエ
毎週

（祝日休み） 17:00～19:00 3,000円 5歳～

PINE　BOX①～⑤ ピラティス 毎週 13:00～14:40 3,000円 一般

子ども習字（水）①～④ 習字 月3・4回 16:30～18:30 3,000円 年長・小・中

AEROsun-tha①～⑤ エアロビクス 毎週 10:00～10:45 500円 どなたでも

パワーキッズ① 17:55～18:40 小学低学年

パワーキッズ② 18:45～19:30 小学高学年

KIDS DANCE（木）①～⑤ ダンス 毎週 19:00～21:00 1レッスン500円 4歳～大人

親子リトミック 育児サークル 月2回 10:00～11:00 2,500円 1才半～3才

親子リトミックベビークラス 育児サークル 月1回 11:15～11:45 1回500円 6ヵ月～1才半

15:00～16:00

16:00～17:00

子ども習字（金）①～④ 習字 月3・4回 16:30～18:30 3,000円 年長・小・中

チュチュ・エトワール①～④ バレエ
毎週

（祝日休み） 17:30～19:30 3,000円
小学高学年以上

大人初心者

筥松子ども合気道①～⑤ 子ども合気道 毎週 10:00～11:30 3,000円 小・中学生

レアレアマカニ①～③ 子どもフラダンス 月3回 10:00～11:30 1,500円 幼児・小学生

着付け教室 着付け 月1回 10:00～12:00 無料 一般

KIDS DANCE（土）①～⑤ ダンス 毎週 14:00～16:00 1レッスン500円 4歳～中学生

3,500円

2,500円 幼児～小学生金 筥松キッズトレーニング
①～⑤

土

ヨガ 毎週

子ども英語 毎週

子ども体操
毎週

（祝日休み）

木

YOGAsun-tha①～⑤ 2,500円

火

水

どなたでも11:00～12:15

「環境美化・ごみ減量推進・紙資源のリサイクル推進」にみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。筥松公民館駐輪場横に

リサイクルボックスを設置しています。毎日（土・日・祝日も）9時より17時までご利用できます。ただし4月29日は臨時休館日でお休

みです。なお事業所からの資源物は持ち込めません。持ち込むことができるものは「新聞紙・段ボール・雑紙」などリサイクル可能

な紙類です。筥松校区には、ほかに筥松小学校裏門（校区紙リサイクルステーション）、筥崎緑道（JR九州高架下）、三愛シティラ

イフ箱崎10駐車場横、社領北公園、二又瀬運動広場に設置しております。利用時間をご確認の上ご利用いただきますようお願い

いたします。

【筥松校区ごみ減量リサイクル推進会議】

自 治 協 だ よ り公 民 館 だ よ り

令和4年度もよろしくお願いします

筥松校区まちづくり協議会会長 井上正之

コロナ禍で様々な行動が制限され、まちづくり協議会の活動も思うに

任せない状況が続きましたが、新しい年度は明るい事が沢山あるように

願っています。

さて、筥松校区は天神や博多駅といった都心に近く、インターチェン

ジや空港も近距離という魅力ある街ですが、一方では空港騒音、川に囲

まれ水害の危険といった課題も抱えています。こういった課題を地域の

各団体と連携して、少しでも解決に向けて努力していきたいと考えてい

ます。そういった中で現在、地域に住む外国人に向けたハザードマップ

の作成に向けて準備を進めています。

これから空港通りの高架車道の建設や九大跡地事業者の決定など、地

域を取り巻く環境も大きく変わっていきます。まちづくり協議会も「住

んで良かった町」「これからも住みたい町」を目指して、様々な提案を

行っていきたいと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたし

ます。また活動にご参加いただける方（特に若い方）を求めています。

気軽にご参加いただければと思います。

肱岡さん ありがとう

桜の花もちらほら咲いてちょっとお出掛けしたい季節になりました。

第19地区民生委員児童委員協議会会長の肱岡さんが急逝されました。

私たち委員一同は肩を落としています。

肱岡会長は１人１人に細かく丁寧に分かりやすく色々な面でサポート、指導

してくださり、書類・伝達事項などは自転車に乗って、夏は汗をかきかき、

冬は寒さを気にされないで来られ”僕もいそがしいちゃ”と言って笑顔で話さ

れました。

サロンを始め、色々な地域活動、福祉、私たちが出来ない事まで、１人で

頑張って下さいました。私たちも少しでも肱岡さんの分まで頑張っていきた

いと思います。 心よりご冥福をお祈り申し上げます

第19地区民生委員児童委員協議会一同


