
ビタミンスペース（運動の場）   

✾日 時  ５月１０日（火）、１２日（木） 

１７日（火）、３１日（火） 

時間は何れも１０：００～１２：００です。 
場所は姪北公民館 講堂です。 

時間内は出入り自由。タオルや運動靴はご持参ください。 

❐日 時 ５月２６日（木）１０：３０～１１：３０ 

❐場 所 姪北公民館 講堂 
❐対 象 乳幼児と保護者 

❐内 容 「親子でふれあい体操」 
❐講 師 野村 沙代 さん（健康運動実践指導者） 

❐持ってくるもの 水分補給のための飲み物 
定員１８人。５/２３（月）までに姪北公民館にお申込み 

ください。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権に関する標語  
 
大切に 全ての命  宝物 

   （姪北小学校６年生の作品） 

全てに共通しています。 
検温とマスク着用をお願いします。 
発熱，風邪の症状がある方，ご家族に具合が悪い
方がいらっしゃる場合は，ご遠慮ください 

 

 

めいほくっ子広場 

高齢者教室 

  

 

みんなの公民館 
  

乳幼児ふれあい学級 
  

  

公民館だより Ｎｏ.146 2022 年(令和 4 年) 5 月１日 
 

 

姪 
めい 

ほく 

北 
館 長 コ ラ ム  

 今は面影もありませんが、昭和３０年代、公民館の北側

は遠浅の海でした。この時期は、大潮で潮が引いた砂浜で

潮干狩りをしていました。あさり貝やマテ貝はスコップで

砂をすくい、穴に塩を入れて上がってきたのを指でつかみ

取って、バケツで持ち帰っていたことを懐かしく思い出し

ます。 

４月１日より、二期目の館長を務めることになりました。 

昨年度の初め、公民館の休館などもあり、公民館利用の

皆さんには、ご不便をおかけしました。令和３年度、コロ

ナ禍で公民館を利用される人数は多少減少しましたが、利

用回数は前年度より増加していました。 

 公民館には、「集まる」「学ぶ」「つなぐ」の三つの役割が

あります。自治協議会はじめ各種団体やサークル等に場所

を提供し、皆さんの活動・交流の場として利用していただ

くこと、乳幼児から高齢者まで参加できる学びの場を提供

するために、バラエティー豊かな主催事業を企画していく

こと、地域活動に馴染みのない人に公民館だよりなどで情

報を発信していくこと、地域で何かやりたという思いをつ

ないでいくこと、そして、誰でも話や相談ができる場所、

用事がなくても気軽に立ち寄れる場所が公民館の役割だろ

うと思っています。 

 令和４年度になっても、コロナウイルス感染症が続くと

は予想もしていませんでした。福岡市の新規感染者数は依

然として高い水準で推移しています。公民館も感染防止対

策を徹底して運営してまいります。これまで通り、利用者

の皆さんには、玄関での体温計測・手指の消毒・定期的な

換気・利用前後の消毒など、ご協力お願いします。 

 今年度も、職員一同、来館して良かったと思われる公民

館にしてまいりますので、よろしくお願いします。 

                    館長 眞鍋 

公民館の休館について 

５月２９日（日）に利用申込がないときは、臨時休館します。 

この日に利用を希望される場合は、５月１９日（木）

１７時までにご連絡をお願いいたします。 

      

 

ライフプランセミナー 

✱日 時 ５月１２日（木）１３：３０～１５：３０ 

✱内 容 「手話教室」 
✱対 象 どなたでも 

✱持ってくるもの 筆記用具・飲み物   
姪北公民館にお申込みください。 

 

 

ここに記載している事業は開催を予定しています 

が，新型コロナウイルス感染症の状況によって， 
中止・延期・時間変更になることがあります。 

ご了承ください。 
 

 

 

①木の工作「ねことおうちで」  
✱日 時 ５月２８日（土） 

１０：００～１２：００ 

✱場 所 姪北公民館 講堂 
✱対 象 小学生 ※定員１８人 

✱講 師  NPO 法人ワーク in ならや わくワーク館 
✱材料費 ４５０円 

✱持ってくるもの 水性マジック・絵の具・飾り・材料費 
５/１５（日）までに姪北公民館にお申込みください。 

 

②「花植えをしよう！」 
✱日 時 ６月１１日（土）１０：３０～１１：３０ 
✱集合場所 姪北公民館玄関前 ※汚れてもいい服装で 

✱対 象 小学生 おとなの参加もできます。 
✱持ってくるもの 飲み物・タオル 

当日参加できます。少雨決行。 

✰日 時 ５月１９日（木）１０：００～１１：３０ 
✰場 所 姪北公民館 講堂 

✰対 象 おおむね６０歳以上 動きやすい服装で 
✰内 容 「認知症・虚弱予防教室」コグニサイズ 

✰講 師 杉谷 太 さん（コグニサイズ指導者） 
ご存知ですか？認知症は予防できるんです。 

国立長寿医療研究センターが開発した認知症予防運動 
プログラム「コグニサイズ」を体験してみませんか。 

定員１８人。５/１２（木）までに姪北公民館にお申込み
ください。 

 
 

 

 

裏面もごらんください。 

 

 

            

 

 

 

 

 

    

 

姪北公民館は 

こちらです 

 

 

 

 

 

 



♥時間および対象年齢  
５月１０日（火）♡対象年齢・・０～４歳 

 定員８組。８組を超えたら２部制になります。 
 ２部制の時は、おはなし会①11:00～11:20、 
 ②11:30～11:50 です。本の貸出･返却のみの 
方は、11:00～11:50 までに来てください。 

５月２４日（火）♡対象年齢・・３歳以上  
  定員５組。15:45～16:05。  

本の貸出･返却のみの方は 16:05～16:30
に来てください  

場所はいずれも姪北公民館です。姪北公民館へお申し
込みください。                      プーさん文庫 

 

 
 

   

✾日にち ５月２４日（火） 
✾場 所 姪北公民館 地域団体室 
今回も感染症対策を徹底したうえで、定員を設け、
２回に分けて開催します。時間内は出入り自由です。 
①１０：３０～１１：４５ ②１２：００～１２：４５  
どちらも定員１２人。ご都合の良い時間帯にお申し
込みください。お申し込みは、姪北公民館へお願い
します。皆様のお越しをお待ちしています。  

地域カフェ委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

おはなし会 
  

子育てサロン「もぐもぐ」 

⁂ 日 時 5 月２０日 (金 )１０：００～１２：００ 
⁂ 場 所 姪北公民館 講堂 
⁂ 対 象 ０歳～未就園児とその家族 

 妊娠中の方もどうぞ 
交流・遊び・情報交換・くつろぎの場として自由にご
利用ください。時間内は出入り自由です。 
地域のボランティアさんがサポーターとして見守り
ます（託児スタッフではありません）。サロンやサポ
ーターに関心がある方は、事前にご連絡ください。 
※おやつやおもちゃの持ち込みは，ご遠慮ください（水分
補給のみ）。定員５組。５/１８(水)までに，姪北公民館に
お申込みください。 
 
 
定員５組。水分補給用の飲み物以外のおやつやおもちゃの
持ち込みは、ご遠慮ください。 
１２/１５(水)までに、姪北公民館へお申込みください。 

  

地域カフェに寄ってみませんか 

 
 

地域カフェで「人権ひろば」を行っています。 
人権に関わらず、気軽に話ができる場として、みな
さんに利用していただければと思っています。また、
個別のご相談もできますので、お声かけください。  

池野人権教育推進員 

マイナンバーカード申請出張サポート事業 

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】 ６月２日（木）１３：３０～１６：３０ 
【場所】 姪北公民館 講堂 
【対象者】西区に住民票のある方 
【事前予約期間】５月１６日～３０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。）   

「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。 
▶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（西区今津字津本２２０１） 
▶集合/解散 今津運動公園管理事務所前 
▶内 容 ①親子手作り教室(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  
     ②自然観察ウオーキング(長浜海岸まで歩いて植

物などの観察をします) 
【時間】１３：００～１５：３０（受付１２：４０） 

     【定員】１５名 【料金】３００円 
【申込方法】ハガキ、FAX、E メールいずれかに、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･電話番号を書いて、５月２０日(金)(必着)までに区企
画振興課(〒819-8501 住所不要、TEL895-7032、F
AX885-0467、E メール shinko.event24@city.fuku
oka.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。 
※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。 
 

✱住所：福岡市西区姪の浜４－８－２ えきマチ１丁目姪浜２階 

✱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。 

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） 

西第１いきいきセンターふくおかのご案内 

スマホは 

こちらから 

※お電話のかけ間違いにはご注意ください。 

 

「大人のバレエストレッチ」会員募集！ 

日 時 毎月第 1･2･3 週の火曜日１３:００～１５:００ 
対 象 小学生～おとな 
会 費 （月）２，１００円 
立ち姿が美しいことを常に意識する。 
きちんとした姿勢で丁寧に生きること。 
体幹を鍛えて自分の時間を豊かに生きましょう。 
応援します。お問い合わせは、姪北公民館まで。 

公民館補助要員(有償ボランティア)を募集 

【公募要件】 

 職務の遂行に意欲的で、土日祝日・夜間、勤務できる人。 
 公民館活動を特定の政党や宗教または営利に利用しな 

い人。 
校区自治協議会等の主要な役職にない人。 

パソコン（Excel・Word）基本操作ができる人。 
【募集人数】 １名 

【謝礼等】 
時間数に応じた時給のほか、傷害保険に加入します。 

詳細はお尋ねください。 
【業務内容】 

 電話等の応対・受付、清掃作業ほか。 
 詳細はお尋ねください。 

【応募方法】 
履歴書（略歴１通）を公民館までご持参ください。 

 ※個人情報の取り扱いについては十分に留意します。 
【応募締切】５月１６日（月）   

 


