
お互いが尊重される地域づくり

臨時休館日のお知らせ

・5月3,4,5日(祝日)に臨時休館を実施します。

・5月29日(日)に臨時休館を実施します。

公民館の利用を希望される場合は、5月19日(木)17:00
までに「公民館利用許可申請書」を提出してください。

お知らせ、イベント案内、公民館だよりを
ブログでご覧いただけます。
愛宕公民館
〒819-0015 西区愛宕４丁目11-11
TEL891-7962/FAX891-4677
E-mail:atago112@jcom.home.ne.jp

自宅で検温をして、マスク着用でご来館ください
★発熱や体調に心配のある場合は外出をご遠慮ください。
★お知らせしている事業や講座は、状況により変更になる場合があります。
★お知らせしている講座は事前申込制です。

講座の申込先は愛宕公民館です。(申込先特記がない場合に限る)

氏名と連絡先をお伺いしています。

愛宕公民館LINE公式アカウントを開設しました。
主催事業などの公民館情報をお届けします。
ぜひ友だち登録お願いします。

5月
公民館だよりあたご 第459号 (令和4年)

LINE登録

介護をしている家族と介護を体験した家族との交流の場です
福祉ビデオシリーズ「優しい認知症ケア ユマニチュード」
（NHK厚生文化事業団制作）を参考に学んでいます）

日時： 5月21日（土）10:00～12:00
場所： 愛宕公民館 地域団体室

※令和4年度から、密集を回避するため地域団体室で行います

対象： 介護をしている家族 地域の方で参加意欲のある方

参加費 ： 100円

地域ボランティア 下島 康則 氏

5月の行事 (★印は公民館事業です )
3～5日(祝日) 臨時休館日
7日(土) 自治協議会運営委員会
10日(火) 愛豊大学(★)
12日(木) 子育てミニ広場(★)
17日(火) 健康づくり講座(★)
20日(金) 学校施設開放連絡会議
21日(土) 介護家族との交流会(★)
24日(火) 民生児童委員協議会会議
28日(土) ビューティーセミナー(★)
29日(日) 臨時休館日

日時：5月27日（金）10：00～12：00
場 所：愛宕公民館 講堂
定員：6名（事前申込制）
申込期間：5月2日(金)～5月13日(金)
持ち物：のり、はさみ
参加費：200円

「菖蒲の花」を作ります♪

☆概ね65歳以上の方が対象です

☆年間登録制ではありません

右記二次元コードをスマホの
カメラ機能で読み取り友だち
追加できます。

講師：健康運動指導士 柴田伊津子氏
日時：5月10日(火)10:00～11:30
場所：愛宕公民館講堂
定員：12名(事前申込制)
申込： 5月9日(月)締切
持ち物：水分補給用の飲み物、タオル、

運動ができる服装と内履き

【共催】愛宕校区健康・環境推進委員会

西区保健福祉センター地域保健福祉課

5月 コグニサイズ

講師：株式会社 明治
日時：6月7日(火)10:00～12:00
場所：愛宕公民館講堂
定員：20名(事前申込制)
申込期間：5月2日(月) ～5月13日(金)
持ち物：水分補給用の飲み物

6月 チョコレートの世界へようこそ！

愛豊大学(高齢者大学)

折り紙教室

介護家族との交流会

☆乳幼児とその保護者が対象です。
☆水分補給用の飲み物、外出に必要なもの(タオルやおむつ
など)を持参してください。
☆講座終了後は親子のフリースペースとして利用できます。

講師：福岡市立中央児童会館あいくる
日時：5月12日(木)10:00～11:00
場所：愛宕公民館講堂
定員：5組(事前申込制)
申込：5月9日(月)締切

5月 あいくるがやってくる！

講師：歯科衛生士 丸山典子氏
西区地域保健福祉課 山口友紀子氏

日時：6月2日(木)10:00～11:00
場所：愛宕公民館講堂
定員：5組(事前申込制)
申込期間：5月2日(月)～5月13日(金)

6月 虫歯予防教室

子育てミニ広場(乳幼児ふれあい事業)

講師：健康運動指導士 平塚泉氏
日時：5月17日(火)10:00～11:30
場所：愛宕公民館講堂
定員：12名(事前申込制)
申込期間：5月2日(月)～5月13日(金)
対象：どなたでも(無料)
持ち物：水分補給用の飲み物、タオル、

運動ができる服装と内履き

【共催】愛宕校区健康・環境推進委員会
西区保健福祉センター地域保健福祉課

チューブトレーニング(笑顔で健康づくり講座)

体幹を安定させ、姿勢を保ちましょう！

講師：花王グループカスタマーマーケティング株式会社
梅崎 紀子 氏、奥村 千春 氏

日時：5月28日(土)10:00~11:30
定員：18名（事前申込制）
申込期間：5月2日(月)～5月13日(金)
対象：20代～50代
持ち物：鏡、ヘアクリップ、ケープまたはフェイス

タオル、メイク落としシート、お持ちの
メイクグッズ(アイブロウ、アイライナー、
ファンデーションなど)

参加費：無料
場所：愛宕公民館 講堂

マスクメイクもこれでバッチリ！

好印象メイクで素敵オーラ全開！

就活中の大学生の方もぜひご参加ください

ビューティーセミナー



※当日自宅で検温し、発熱や体調に心配のある場合は参加をご遠慮ください。

※マスクの着用をお願いします。

※水分補給用の飲み物は各自持参してください。

※感染状況により変更になる場合があります。

愛 宕 校 区 社 会 福 祉 協 議 会 よ り

日時：5月18日(水)13:30~15:30
講師：福岡市緑のまちづくり協会 緑のコーディネーター 葛原朋子氏
場所：愛宕公民館 講堂
定員：10名（事前申込制）
材料費：500円(花苗、プラ鉢、土代)
申込期間：5月2日(月)～ 5月16日(月)
持ち物：ガーデニング手袋か軍手、小さなスコップ
申込方法：愛宕公民館へ直接またはお電話で
お申込みください。

すこやか教室 初夏の寄せ植えをつくりましょう
夏まで花を咲かせて心も明るく

子育て交流サロン ぽんぽこ 自由遊び

日時：5月23日(月)10:00~12:00
場所：愛宕公民館 講堂
定員：5組（事前申込制）
申込期間：5月2日(月)～5月16日(月)
申込方法：愛宕公民館へ直接またはお電話でお申込みください。
持ち物：水筒、タオル、外出時に必要なもの（おむつ、着替えなど）

しおかぜ文庫の読み聞かせ

学校施設開放連絡会議

日時：5月20日（金）
19:00～20:00

場所：愛宕公民館 地域団体室
※愛宕小学校体育館・校庭を利
用している団体の代表者は必ず
出席してください。
※筆記用具をご持参ください。

住所：福岡市西区姪の浜４－８－２ えきマチ１丁目姪浜２階

電話：８８１－８０１１ FAX：８８１－８０２１

開設時間：月～土曜日（祝休日と年末年始除く）９：００～１７：００

土曜日は、電話またはセンターでの相談対応です。

※お電話のかけ間違いにはご注意ください。

西第１いきいきセンターふくおかのご案内

いきいきセンターふくおかは、高齢者の総合相談窓口です。
健康や福祉、介護のことなどお気軽にご相談ください。

西区地域保健福祉課（895-7078）

しおかぜ文庫
～本の貸し出し日～

5月11日（水）、25日（水）
14:30～16:30

5月28日（土）10:00～12:00
愛宕公民館 児童等集会室
※第４土曜日の午前中も

貸出します📚

曜日 サークル名 内容 時間 活動週 講師 代表者

1  あたご太極拳 太極拳  10：00～11：30 第1、2、3  2,000 運営費別 陳　暁怡 鈴木　泰子

2  しおかぜ文庫 文庫活動  10：00～12：00 第2、4 100 小森　厚子

3  愛宕フラダンス フラダンス  13：00～15：00 第1、2、3 2,000 永沼　明子 酒井　美智子

4  水墨画 水墨画と実用書道  10：00～12：00 第1、2 、3 2,500 宇津　子香 熊本　公子

5  元気の出る詩吟 詩吟  10：00～12：00 第2、4 1,000 山本　季枝 津冨　易子

6  楽楽 中国語 中国語  15：00～16：30 第1、2、3 2,500 林　長錦 井戸垣　敏

7  クラフト手芸(初級） 手芸  10：00～12：00 第3月、第2木 1,100  材料費別 山田　美千代 大賀　喜美代

8  書道Ｂ 書道  10：00～12：00 第1、2、3 2,300  材料費別 久保田　映光 友納　陽子

9  シニア カラオケ愛宕 カラオケ  13：30～15：30 第1、2、3 1,000 松井　宣孝 角野　迪彦

10  編み物 手芸  13：30～15：30 第1、2、3 2,500  材料費別 神野　勝子 篠原　ふみ子

11  愛宕水彩画教室 水彩画  13：30～15：30 第1、3 2,500 帆足　嘉之 町野　千代子

12  太極拳 中級 太極拳  10：00～12：00 第1、2、４ 2,000 陳　暁怡 吉村　恭乃

13  なつかしい歌を唄おう会 音楽  14：00～15：30 第1、2、4 1,000 大田　朋美 堺　太郎

14 日本語教室 日本語  18：30～20：30 第1、2、3 300 池田　順一郎

木 15  書道Ａ 書道  10：00～12：00 第1、3 2,500 大田　貴子 中野　初美

16  愛宕卓球Ａ 卓球  10：00～12：00 第2、3、4 1,300 北島　良文 林　信子

17  健身気功と太極拳初級  気功・太極拳  13：15～15：15 第1、2、3 2,200 陳　暁怡 松本　直人

18  あたご俳句 俳句  10：00～12：00 第2 斉藤　郁子

19  コアエクササイズ 体操  18：15～19：30 第1、2、3 3,100 玉置　謙親 野母　倫子

20  着付け教室 着付け  13：30～15：30 第2、4 2,000 酒見　幸代 杉村　祐子

21  あたごコーラス　 コーラス  10：00～12：00 第1、2、3 2,500 加来　京子 倉田　宏子

22  愛宕卓球B 卓球  19：00～21：00 第1、2、3 100 　 古賀　明子

23  太極操 美麗　愛宕 太極ｽﾄﾚｯﾁ  13：00～15：00 第1、3 2,500 高嶋　美穂 福永　恭子

24  ニギニギ体操 体操  10：00～12：00 第1、2、3 1,000 西内　久人 堺　幸子

25  愛宕詩吟教室 詩吟  14：30～16：30 第1、2、3 1,500 古賀　西陽 中野　堯

26  男の料理教室　 料理  17：00～19：00 第3 1,500  材料費込 熊谷　美穂 米川　健誠

27 Enjoy　English　‼ 英会話  10：00～11：30 第1、2、3 3,000 Mark　Thompson 河村　伸一郎

日 28  愛宕ソフトボールクラブ ソフトボール 8：00～10：00 第1、2、3、4 1,000 片山　勤

火 29  子どもかきかた習字 B 硬筆・毛筆  16：00～18：00 第1、2、3 2,500  材料費別 城賀本　亜紀子 上野　理子

30  子ども書道＆硬筆 硬筆・毛筆  16：30～18：30 第2、3、4 2,000  材料費別 桝永　華秀 野﨑　あい子

31  くれよん 育児サークル  10：00～12：00 第2、3、4 石垣　美帆

金 32  子どもかきかた習字 Ａ 硬筆・毛筆  16：00～18：00 第1、2、3 2,500  材料費別 城賀本　亜紀子 今村　友美

火 33  ジュニア徒手体操 新体操  17：00～19：00 第1、2、3、4 3,000 安達　美佐 豊原　知子

水 34  愛宕体操クラブ 体操  17：00～19：00 第1、2、3、4 4,380 器具代ほか 宮本　優華 池田　有子

木 35  愛宕新体操 新体操  17：00～19：00 第1、2、3、4 3,000 安達　美佐 財津　智子

金 36  ＳＨＩＮＥ☆ＥＹＥＳﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｱｶﾃﾞﾐｰ バスケットボール  17：00～19：00 第1、2、3、4 4,000 岩崎　文乃 三ノ丸　春菜

　　◎しおかぜ文庫本の貸出・館内◎

水 絵本・児童書の貸し出し 図書貸出
 14：30〜16：30

10：00〜12：00

第2・第4 水

第4 土 100 初回のみ しおかぜ文庫

木 37  三味線教室 三味線 15：00～17：00 第1、2、4 3,300 原　とく子（藤本秀翠声） 山口　泰弘

金 38 　　愛宕茶道教室 茶道  10：00～12：00 第2、4 3,000  材料費込 隈井　宗智 森下　須美子

　【子ども・館外（場所：愛宕小学校体育館）】

  ◎同好会・館内◎

金

　【一般・館外（場所：愛宕小学校校庭）】

　【子ども・館内】

木

土

　　　令和4年度　愛宕公民館サークル紹介　　　(令和4年4月 現在)

水

　【一般・館内】

会費など

月

火

＊詳しくは、愛宕公民館（ＴＥＬ891-7962）へお尋ねください


