
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や申請用写真撮影を行います。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。

また、マイナンバーカードを既に持っている人には、マイナポイントの申込みや健康保険証利用登

録、公金受取口座登録のサポートも行いますので、ぜひご利用ください。

事前予約制です。予約期間に下記の受付センターへお申し込みください。

【開催日時・事前予約期間】

【 会 場 】 奈多公民館 講堂

【 対象者 】 東区に住民票のある方

定員に達した時点で予約受付を終了します。

【 予約受付 】 福岡市マイナンバーカード出張サポート受付センター
TEL ０９２－２６０－３５９０
FAX ０９２－２７２－２３１２

（FAXの方は、氏名・電話番号を明記してください折り返しご連絡いたします。）

【必要なもの】
（１）通知カード又は個人番号通知書
（２）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
（３）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）

【 主 催 】 福岡市総務企画局データ活用推進課
（この事業は業者への委託により実施します。）

校区自治協議会が奈多校区40周年を記念して作成しました、

「奈多のくらしを楽しくする本」

校区の皆さんにお届けしました。

たくさんの方々から嬉しいご感想いただいていますが、校区外

の人達に届けたいと言う希望をお持ちの方がたくさんいらっ

しゃるようです。

そこで、1000部のみ一冊２00円で希望される方にお分けしたい

と思います。

ご希望の方は、奈多公民館事務所にお願いします。

売上金につきましては、自治協議会運営委員会で協議の上

有効に活用させていただきます。

奈多校区自治協議会

※終日とは 10:30～16:30 但し12:00～13:00は昼休憩をとります
※事前予約時間は 9:00～18:00です

第 １ 部１４：００～１５：００

シニア女性向け

～ 簡単！きれい好印象メイクセミナー ～
(メイク用の化粧品をお持ちください）

講師：花王

子育てサロン ☆きらきら星☆彡

開催日 ５月９、1６、２３、３０日
6月6、13、２0、27日

（祝日を除く月曜日）
時 間：１０：００～１２：００

場 所：奈多公民館 講堂

対 象：乳幼児親子、プレママ

☆ボランティア募集中・見学いつでも歓迎

飲み物は各自ご準備のうえ

スリッパはご持参ください。

今後コロナの感染状況で
変更の可能性があります

公民館にお問い合わせください。

第２部１５：００～１６：００

～よかよかよかトレ～
講師：まつもと整形クリニック

理学療法士 河野 先生

奈多公民館だより

令和４年（２０２２） ５月１日発行

福岡市奈多公民館 〒811-0204 福岡市東区奈多2丁目14-2 ＴＥＬ607-4697 ＦＡＸ607-4828

令和４年度奈多公民館講座
ゴールド大学（高齢者教室）

(はく さ)

裏面のお知らせもご覧ください

掲載されている行事等につきましては、今後の情勢により 変更する場合があります。
変更した場合は公民館の掲示板、各町内の掲示板に掲示しますので、そちらでご確認ください。

５月１３日（金）

今後コロナ感染状況によっては中止の可能性が
あります。公民館へ問い合わせてください。

5月27日（金）

臨時休館日のお知らせ
５月２､３､４､５日

奈多公民館 館長 木村 洋

第 １ 部 14：００～15：00

～ しっかりキレイお洗濯講座 ～
（Tシャツ1枚持ってきてください）

講師：花王

（ヨガマットをお持ちの方はご持参ください）

日時：５月2４日(火）10:00～12:00

場所：奈多公民館

内容：お・た・の・し・み！

第２部１５：００～１６：００

～よかよかよかトレ～
講師：まつもと整形クリニック

理学療法士 河野 先生
（ヨガマットをお持ちの方はご持参ください）

アジア映画上映会
「私はガンディーを殺していない」

協力：福岡市総合図書館

福岡国際映画祭
観客賞受賞作品

父と娘の認知症との闘い

が描かれています。

認知症の症状が現れ始め、

さらには「私はガン

ディーを殺していない」

と、言動・行動共に不安

定になっていく父・・・

～お知らせ～

５月 ８日（日） 壮年ソフト・婦人バレー大会

５月１４日（土) 社会福祉協議会 総会 9:30～

人権尊重推進協議会 総会 10:30～

５月20日（金） 男女共同参画推進「奈多の会」

総会 12:00～

予告

6月10日14時：奈多公民館ゴールド大学講座上映

開催回数 開催日 開催区分 開催時間 受付開始日 受付終了日

第1回 6月16日(木) 終日 10:00～16:30 5月30日(月) 6月13日(月)

第2回 7月21日(木) 終日 10:00～16:30 7月  1日(金) 7月15日(金)

第3回 9月13日(火) 終日 10:00～16:30 8月25日(木) 9月  8日(木)

第4回 10月20日(木) 終日 10:00～16:30 10月  3日(月) 10月17日(月)

第5回 12月8日(木) pm 13:30～16:30 11月21日(月) 12月  5日(月)
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自治協

運営委員会

フレンドキッチン

防災士会

良来楽処 ゴールド大学

どんたく どんたく

男女共定例会 民児協定例会

ゴールド大学子育連定例会 社協・人尊協

　　　　総会
きらきら星 社協定例会

臨時休館

壮年ソフト

婦人バレー

　　　　大会

臨時休館

日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat

～奈多校区カレンダー～

和白中体育会 きらきら星

きらきら星

きらきら星

募集してます！！

～第5週サークル休み～

四
月
の
階
段
ア
ー
ト

金
峯
山
寺

一
目
千
本
山
桜

壮年ソフト
婦人バレー

抽選会

ブリーダーからのペット購入
信頼できるか考えて

●ブリーダーからのペット購入を検討

する際は、まずはブリーダが第一種動

物取扱業に登録しているか調べましょ

う。また、実際に飼育施設に出向き、施

設の清潔さや動物の健康状態などを

確認しましょう。複数のブリーダーを比

較し、信頼できて購入後も気軽に相談

できるブリーダーかどうかも考えてください。

●購入の際は必ず事業所で、動物愛護管理法に定める対

面での説明を受け、動物の健康状態などを確認し、理解し

てから契約しましょう。保証内容や連絡先も確認し、書面を

受け取っておくとよいでしょう。

●ペットは一度飼い始めたらその命を終えるまで適切に飼

育しなければなりません。見た目の可愛さにひかれて安易

に購入することなく、冷静に検討しましょう。

ネット広告で見た不用品回収
10倍以上の料金に

●ネット広告やチラシに記載された料金の通りとは

限りません。不用品回収を依頼する際は、事前に複

数の事業者から見積もりを取り、料金や具体的な作

業内容を比較検討しましょう。

●荷物の量や状態によっては、追加料金が発生する

場合もありますが、作業開始前に、支払う見込み額を

確認することが大切です。

●不用品の収集・運搬業は、市町村による「一般廃

棄物処理業」の許可が必要です。担当部署に問い

合わせるとよいでしょう。

●作業時は家族や周りの人に立ち会ってもらいましょう。

●クーリング・オフできる場合があります。

ホットライン

奈多公民館サークル紹介コーナー

2022年
「春季全日本小学生

ソフトボール大会」
全国大会初出場 第三位

サークルの紹介をしませんか。
奈多公民館サークルであればOK!!

奈多少年ソフトボールクラブ

(奈多クラブ)

パセリ

（パン教室）

おめでとう！ これからも頑張って！！
キャンディドロップス

(ＮＥＸＴＢ)

会員募集
毎月第２木曜日 9:30～14:00

楽しいパン教室ですよ

見学を希望される方は

奈多公民館へ連絡してください

和白中ダンスサークル

(ＰＵＺＺＬＥ)

2022年
「朝日新聞ダンスコクール」
全国大会初出場 銅賞

2017～2022年
「朝日新聞ダンスコクール」
全国大会連続出場 金賞・銀賞
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