
時を戻そう？ ついた傷は 戻らない（第14回「いじめ防止標語コンテスト」入賞作品より）

子育てサロン「ひよっこ」

2022年 5月 今津公民館だより
福岡市西区今津２１３１－３

電話 ８０６－２０２１
FAX ８０７－２５５０

imazu32@jcom.zaq.ne.jp

♪日時 5月19日（木）
10:00～12:00

♪場所 今津公民館 講堂
♪対象 0歳～未就園児と

その保護者
♪内容 役員紹介

初めての方も大歓迎♬地域のサ
ポーターさんが見守ります。時間
内出入り自由です。親子で楽しく
交流しましょう。

今津イノシシ情報
3月２１日～4月２０日の間に

0 頭捕獲

フレッシュアップ教室

5月30日(月)は
臨時休館します

この日に利用を希望される場合は，
5月20日（金）正午までにご連絡を
お願いします。

気軽に

お立ち寄り
ください

ストレッチ講座
～コロナで運動不足のからだをほぐそう！～

♪日時 5月11日（水）10:00～12:00
♪場所 今津公民館 講堂
♪持ってくるもの お茶・タオル
♪申込締切 5月9日（月）
※開講式を行います。

初めての方や男性もお気軽にご参加ください。
動きやすい服装でお願いします。

ご
家
庭
で
見
え
る

と
こ
ろ
に
貼
っ
て

く
だ
さ
い
。

毘沙門山自然観察会

♪毘沙門山で初夏の自然観察♪
♪日時 5月14日（土）

9:30～12:00
♪集合場所 今津公民館玄関前
♪講師 ㈱地域環境計画

衣笠 淳さん
♪持ってくるもの お茶・タオル
♪申込締切 5月9日（月）
※気軽に登れ、景色もいい毘沙門山は多
くの方の散歩コースになっています。

歩きながら目にするもの（植物・蝶・
鳥・動物など）の名前や特徴がわかると
楽しいですよ。

登ったことがない方も、いつも登って
いる方も大歓迎です！気持ちの良い風を
感じながら毘沙門山に登りましょう♪
（雨天の場合は公民館内で活動予定

です。）

かおりの園でハーブを楽しもう♪

♪日時 5月26日（木）13:30～
♪集合場所 視力障害センター正門
♪講師

福岡市緑のコーディネーター
荒岡 晴信さん

IFPA国際プロフェッショナル

アロマセラピストライセンス

河合 眞知子さん
♪申込締切 5月19日（木）
※かおりの園を知っていますか？

視力障害センターの正門近くにある
公園です。地域のいこいの場に、という
思いでハーブや花が植えられています。

まずはかおりの園とハーブを楽しんで
みませんか。初めての方、親子連れ、
どなたでも♪

1 5月11日

開講式

★ストレッチ講座

～コロナで運動不足のからだをほぐそう！～

2 6月8日 筋力アップ講座①

3 7月13日
★体力測定
～自分の体力を知り、効果的にトレーニング！～

８月 夏休み

4 9月14日 膝痛・腰痛改善体操

5 10月12日 おなかの菌学（ヤクルト出前講座）

6 11月9日
★高血圧とは？
～高血圧予防の食事について学ぼう～

7 12月14日 ★お口の体操と運動

8 1月11日
顔ヨガでリフトアップ♪

～マスクの下から美しく～

9 2月8日 筋力アップ講座②

10 3月8日 ウォーキング・閉講式

毘沙門山からの景色

視力障害センタ―正門

3～5 火～木

11 水 10:00 フレッシュアップ教室　開講式 公民館

14 土 9:30 毘沙門山自然観察会 毘沙門山

19 木 10:00 子育てサロン　ひよっこ 公民館

26 木 13:30 かおりの園でハーブを楽しもう♪ かおりの園

29 日 9:00 玄洋中学校　体育会 玄洋中

30 月

8 水 10:00 フレッシュアップ教室 公民館

12 日 9:00 ラブアース・クリーンアップ2022 各町内

臨時休館日

5月

臨時休館日

6月



紙リサイクルステーション
場所 今津公民館
日時 毎週土曜日・日曜日 ９時～１７時
回収できるもの 新聞紙（含む折り込みチラシ）・ダンボール・雑誌・書籍・牛乳パック類・

紙製手提げ袋・包装紙・封筒・ティッシュ箱（ビニール部分は取り除く）など
回収要領 種類ごとに紐で縛ってお持ちください

紙以外は回収できません

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。

【 日 時 】 令和4年6月14日（火）PM 13:30～16:30
【 会 場 】 今津公民館 講堂
【 対象者 】 西区に住民票のある方
【事前予約期間】 5月26日～6月9日 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。）

                 　  緊急事態宣言は解除になったけど、コロナは本当に収まったの？

              　     まだまだ以前のように外出するのはちょっと・・・

                 　  そんな時には、おうちで読書！　が一番ですね

5月のにっこりいちご文庫の日

　14日（土）、21日（土）10時30分～12時30分

　19日（木）11時３０分～13時30分

🍓にっこりいちご文庫では、”こどもの本総選挙”で上位に入った

「ふしぎ駄菓子屋・銭天堂」や、「おしりたんてい」シリーズ、

　　　「四つ子ぐらし」や、ヨシタケシンスケさんの本など追加しています。

※　総合図書館の本も18日に入れ替えます。お楽しみに！！

曜日

太極拳 太極拳 2,3,4火 9:30 ～ 12:30 講堂

トモエ会 日本舞踊 1,2火 17:00 ～ 18:00 講堂

わかば会 日本舞踊 1,2,3火 19:30 ～ 21:30 講堂

将棋 将棋 1,2,3水 9:00 ～ 11:30 老人いこいの家

生け花 生け花 2,4水 13:00 ～ 14:30 学習室

歴男歴女の会 歴史 2水 13:30 ～ 15:30 地域団体室

TAOエナジー 健康体操 1,3水 20:00 ～ 22:00 講堂

和裁 裁縫 1,2,3木 13:30 ～ 16:30 講堂

縫布の会 洋裁 4,5木 10:00 ～ 16:00 講堂

卓球(金） 卓球 1,2,3金 9:00 ～ 12:00 講堂

ににぎの会 文学講座 1金 10:00 ～ 15:00 地域団体室

吟友会 詩吟 1,3金 9:30 ～ 12:30 老人いこいの家

虹 水彩画 2,4金 10:00 ～ 12:00 学習室

ヨガ ヨガ 1,2,3金 13:20 ～ 15:00 講堂

三味線・浄瑠璃 浄瑠璃 1,2,3金 18:00 ～ 21:00 老人いこいの家

将棋（初心者） 将棋 1,2,3土 9:00 ～ 11:30 老人いこいの家

★キッズトレーニング教室 運動 1,2,3土 10:00 ～ 12:00 講堂

子ども書道 書道 2,4土 10:00 ～ 12:00 地域団体室

書道 書道 2,4土 13:30 ～ 15:30 地域団体室

にっこりいちご文庫 文庫 3木2,4土
木11:30

土10:00 ～
木13:30

土12:30
児童等集会室

今津俳句 俳句 3土 13:00 ～ 15:30 地域団体室

卓球（日） 卓球 1,2,3日 9:00 ～ 12:00 講堂

櫻井流璞支部 詩吟 1,2,3日 9:00 ～ 11:30 老人いこいの家

今津ミニバスケットクラブ バスケット 土・日 8:00 ～ 18:00 今津小学校体育館

今津少年空手道教室 空手 月・火・木 17:30 ～ 21:00 今津小学校体育館

Verdeバトミントンクラブ バドミントン 土 19:00 ～ 22:00 今津小学校体育館

今津いっしょに歩こう会 ウォーキング 不定期 ～ その他

TEAM Ima-zu ソフトバレー 水・金 20:00 ～ 22:00 今津小学校体育館

今津少年サッカークラブ サッカー 火・土 17:00 ～ 19:00 今津小学校校庭

福岡ダイヤモンドナイナーズ ソフトボール 日 9:00 ～ 18:00 今津小学校校庭

鳳の会 日本舞踊 金 17:30 ～ 21:30 大原集会所

ひだまり 育児サークル 1,2,4木 10:00 ～ 12:00 児童等集会室

ひよっこ 子育てサロン 3木 9:30 ～ 12:30 講堂

★…新規サークル

館
内

館
外

育
児
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