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E-mail  ikiminami94@jcom.home.ne.jp
ブログ http://ikiminamiko.blogspot.com/

裏面も
ご覧下さい

【臨時休館日のお知らせ】
５月の臨時休館日は、２９日（日）です。利用申請がない場合、休館します。

ご利用の方は１０日前迄に申請ください。なお、３日（火・祝）～５日（木・祝）は利用
申請がなかったので休館とします。６月の臨時休館日は、２６日（日）です。

その他の ５月の予定 ※予定が変更になる場合があります。

６ 金 衛生連合会

７ 土 男女共同参画役員会

９ 月 社協事務局会 文化振興会役員会

１０ 火 人尊協役員会 自治協議会

１１ 水 壱岐・野方商店連合会

１３ 金 青少年育成会(子）

１８ 水 体育振興会役員会 生活環境委員会定例会

１９ 木 のるーと連絡会議

２０ 金 民児協懇談会

２１ 土 男女共同参画定例会

２７ 金
自治協定例連絡会 交通安全推進委員会
青少年育成会役員会

２８ 土 橋本ニュータウン定例会

３０ 月 ふら～っとカフェ実行委員会

人 尊 協 コ ラ ム

新型コロナウイルス感染予防対策に関しまして、ご理解ご協力
いただきありがとうございます。公民館では新型コロナウイルス感
染症対策を引き続き行っていきます。皆様のご協力をよろしくお
願いいたします。感染予防対策として、マスク着用・消毒・換気
をお願いし、 ３密を避けてご利用下さい。
感染状況により、記載してます事業につきましては、中止または
延期になる場合がありますので公民館へお問い合わせ下さい。

【LINE】

【金曜ウォーク】 ５月 ６・１３・２０・２７日 10時～１時間程度
飲み物をご持参のうえ、動きやすい服装でお越し下さい。
校区周辺をマスク着用で行います。 （衛生連合会）

≪壮年ソフトボール大会≫ （体育振興会）
日 時 ： ５月８日（日） ８：００集合

開会式 ８：１０ 試合開始 ８：３０
場 所 ： 壱岐丘中学校グラウンド

地域の親睦と体力増進を図る目的で行っております。

感染症対策を十分に整えて行います。新型コロナウイルス
感染状況により中止または延期になる場合があります。

生活環境委員会・公民館共催

≪捨てるところが無い食材の使い方≫
まだまだ使える食材、食品ロスを減らす工夫ＪＡ

インストラクター永野貴子先生の指導で、食材の使
い方やムダを無くす術をやさしく・楽しく学びます。
どうぞ奮ってご参加を！
【講 習 日】５月３１日（火）
【開始時間】１０時００分より
【会 場】壱岐南公民館 学習室・講堂
【募集人員】先着順１５名
【受 講 料】不 要
【持ってくる物】エプロン・三角巾・タオル

筆記用具・ マイ箸
≪永野貴子先生のプロフィール≫

・国際中医師薬膳アドバイザー ・薬膳麹士
【申込み】５月２日より電話にて受け付けます。

２０日までに公民館へ申込み下さい。
※新型コロナウイルス感染状況により、中止
または延期になる場合があります。

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

健康講座「生き活き講座」 内容：①認知症予防についてのお話
日時：①5月20日（金）１０：００～１２：００ ②口腔ケアの必要性についてのお話

②6月 3日（金）１０：００～１２：００ 両日とも講話の後に軽い運動をおこないます。
講師：松崎 福美さん（校区担当保健師） 申し込み：５月２日（５/３～５休館）から受付ます。

柴田 伊津子さん(健康運動指導士） 公民館に連絡下さい。
長澤 和世さん（歯科衛生士）

定員：２０名（先着順）
持ってくる物：タオル・上靴・飲み物

運動ができる服装でお越しください。

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

にぎにぎ体操 （簡単でゆるやかな体操）
毎週月曜日 １４：００～

（2日はお休みします）
持ってくる物：上靴・タオル・飲み物

どなたでも
参加できます

会場記載のないものは、いずれも公民館で行います。

平和な世界をつくろう
終戦後、旧満州などから想像もできない困難を乗り越

えてきた方々の史実を伝える、引き揚げ資料展示コー
ナーが「ふくふくプラザ」の一角にあります。このほど
展示資料が刷新されたとの新聞記事がありました。
3月10日、人尊協の研修で能古博物館を訪ね「引揚の

記憶」を学び、改めて「戦争はいやだ」という思いを強
くしました。
2月24日にロシアのプーチン大統領がウクライナへの
「侵攻」を命じ、子どもを含む多数の市民の命が奪われ
続けています。そして 数百万の人々が故郷を追われ、
国外に逃れざるをえない事態になっています。
これは「侵攻」ではありません。前の大戦と同じ戦争

が起こっているのです。（いきみなみ人権尊重推進協議会）

母子巡回 日 時：６月８日（水） １３：３０～ 受付
内 容：身体測定・育児相談

歯の検診など
持ってくるもの：母子手帳

歯科衛生士
さんが来ます！

mailto:ikiminami94@jcom.home.ne.jp
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「親子で楽しもう in 今津運動公園」
開 催 し ま す ！

西区まるごと博物館推進会は、親子手作り体験や自然との
ふれあいを目的としたイベントを今津運動公園で開催しま
す。午前の部は親子で紙飛行機を作って飛ばします。午後
の部は長浜海岸までウォーキングをして海岸特有の海浜性
植物を観察します。
【日時】６月５日（日） 10：00～15：30頃

※雨天中止の場合は次週６月12日（日）に延期
【場所】今津運動公園（西区西区今津字津本2201）
【集合／解散】今津運動公園管理事務所前

【内容】

◆ 親子手作り教室
【内容】紙飛行機を作って、飛ばします。
【時間】10:00～12:00（受付9:40）

【定員】15組 【料金】１組300円

◆ 自然観察ウォーキング
【内容】長浜海岸まで歩いて植物などの観察を行います。

【時間】① 13:00～15:30（受付12:40）
【定員】15名 【料金】300円
【申込み方法】
ハガキ、ファクスもしくはＥ－ｍａｉｌに、希望イベント
名（①または②）・住所･参加者全員の氏名（ふりがな）･
年齢･電話番号を記載し、５月20日(金)（必着）までに区
振興課（〒819-8501 住所不要 TEL 8957032
FAX 885-0467 E-mail 
shinko.event24@city.fukuoka.lg.jp）へ。応募者多数の
場合は抽選し、結果は５月26日(木)までに通知します。
※区ホームページ（「西区親子で楽しもう申込」で検索）
の申込フォームからも申込できます。

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、中止とな
る場合がございます。予めご了承ください。

スマホはこちらから→

西第４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。

住所：福岡市西区壱岐団地135-13

電話：892－2121 FAX：８92－2122

開設時間：月～土曜日（祝休日と年末年始除く）

９～１７時土曜日は、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。

西区地域保健福祉課（895-7078）

緑のカーテンコンクール募集
ぜひ皆様参加ください！

緑のカーテンを育てておられる方はぜひご参加ください。
お申込みは簡単です。
イ）「緑の日除け」“グリーンカーテン”をゴーヤ・朝顔・へ
ちまなどのつる性の植物で作ってください。

ロ）写真を撮り、Ⅼ版かはがきサイズで現像し、その裏面
に「自治会・氏名・住所・電話番号」を記載し公民館に
提出して下さい。8月31日(水）締め切りです。

ハ）９月の審査で、「金賞」「銀賞」「銅賞」「参加賞」
を差し上げます。 （生活環境委員会・公民館共催）

≪資源物の回収≫

毎週 土・日曜日 ９：００～１７：００
回収場所

・壱岐団地南集会所内紙リサイクルステーション
回 収 物

・新聞 ・チラシ広告 ・アルミ缶 ・一升瓶
・ビール瓶 ・段ボール・雑紙
・その他紙類（雑誌 空き箱 紙袋 など）

壱岐南校区リサイクルステーション運営委員会

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。（公民館で予約は受付できません）

【 日 時 】令和４年６月１０日（金）
９：３０～１２：３０

【 会 場 】壱岐南公民館 講堂
【 対象者】西区に住民票のある方
【事前予約期間】５月２４日（火）～６月７日（火）

９：００～１８：００
※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

【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。）

校区シニア グラウンド・ゴルフ大会
日時 ５月２８日（土） 【雨天中止・順延なし】
受付 ８：３０ 開会 ９：００
場所 壱岐南小学校グラウンド
対象 シニアクラブ会員のみ
申込 各シニアクラブへ申し込み下さい。

シニアクラブでは随時会員を募集しています。これを機

にシニアクラブへの加入をご検討してみてはいかがで
しょうか？皆様の健康増進と親睦を兼ねて感染症対策を
取りながら実施します。

（シニアクラブ・社会福祉協議会）

人権ひろば「ともしび」に来てみませんか？

わたしたちの生活に具体的な問題として表れている
いろいろな出来事について、少しだけ立ち止まって考
え、そして話してみませんか。相談もお受けします。
下記の都合のいい時間に気軽にお越しください。

日 時： ５月 １６日（月） １７：００～１９：００
会 場： 壱岐南公民館 学習室

西区役所で人権啓発担当するスタッフが皆様の話し
相手になります。
今回は、生涯学習推進課の石橋久嗣主査です。
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