
 

★日 時 5 月 18 日（水） 13：45～ 

         *今回は時間にご注意ください。 

★場 所 周船寺公民館 講堂 

★講演会 「笑って健康！ 

        落語で元気！」 

★講 師 内浜落語会 

      粗忽家 勘心さん 

 ＊コロナ感染防止の為、 

人数制限、先着 40 名で開催します。 

5/６（金）から申込み受付いたします。 

お茶は、各自お持ちください。 

  お申込みは、周船寺公民館（806-1371 

まで。 

 

見てないで 行動しよう 助けよう 

（令和４年 周船寺校区人権標語 

周船寺小学校６年 楢木 莉緒） 

 

 

   

“皆さんが集い、学び、つなぐ場所” 
〒819-0371 

 福岡市西区大字飯氏 876-1 (TEL806-1371 / FAX  806-1395) 
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１１月号 

育児サロン“のびっこ”のご案内 

★日 時 5月 6 日（金）・20日（金）10：00～ 

★場 所  周船寺公民館 講堂 

★対 象  未就園児と保護者  

＊お子さんと保護者が一緒に遊ぶスペースと

おもちゃを用意しています。子育て奮闘中

のみなさんのご参加をお待ちしています。   

周船寺校区社会福祉協議会 裏面もご覧ください 

  

楽周院大学（高齢者教室） 

【 開 講 式 】 

～今年度も始まります！！。 

皆さん！楽しく仲間づくりしましょう～ 

★対 象 60歳以上 男性 (先着 10 名) 

＊下記の日程で、できるだけ５回通して参加できる方 

  第１回目【 6/23（木）10：00～】 

  第２回目【 8/25（木）10：00～】 

  第３回目【10/27（木）10：00～】 

  第４回目【12/22（木）10：00～】 

  第５回目【 2/16（木） 10：00～】 

＊6/12（日）までに 

公民館（806-1371）に 

お申込みください。 

＊ 献立、詳細については、 

公民館だより６月号にて 

お知らせいたします。 

 

仲間づくりし

ましょう。お待

ちしています 

お や じ の 料 理 教 室 
（令和 4 年度参加者募集） 

《公民館からのお知らせ》 

５月３日（火）～５日（木）まで臨時休館いたします。 

また、５月の公民館臨時休館は、５月２９日（日）を 

予定しています。この日に利用を希望される場合は、 

５月１９日（木）正午までに「公民館利用申請書」を 

提出してください。     周船寺公民館館長 

クイズの答え《問１②  問２③  問３②》 
～定年を迎えて、自由な時間を手にした方へ！～ 

生きがいづくり！～公民館へ行ってみよう～ 

地域の人達が「集まり」「学んで」みんなを「つなぐ」それが公民館です。公民館 

では、いろんな人達が、いろんなサークルで楽しまれています。趣味を楽しみたい方、

人とのふれあいを望む方、自分のために有意義に過ごしましょう。何を一番にしたいのか、

今後の人生設計を立てることが大切です。さあ！新たな一歩を踏み出してみませんか。 

 

笑
門
！
笑
福 

「福岡コロナ警報の継続」 

 県による感染再拡大防止対策期間は、4 月 7 日をもって

終了しましたが、現在の感染状況を見ると新規陽性者は

高止まりしています。 

 このため公民館としても引続き皆様方の健康を守るた

め基本的な感染防止対策を継続しますので、ご理解・ご協

力をお願い申し上げます。 

 周船寺公民館館長 内川 義則 
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コロナ感染予防の為、事業等が中止になる場合があ

ります。事前に公民館へご確認いただきますようお願

いします。 

また、発熱や咳・くしゃみなど、風邪のような症状

がある方は、利用の自粛をお願いします。入館 

の際は、マスクの着用、玄関のアルコール消毒 

液で手指の消毒を忘れずに行ってください。 



 

 

 

 

   

 

 

 

民生委員・児童委員活動強化週間 

【５月 12日（木）～５月 18 日（水）】 

  ５月 12日は、民生委員・児童委員の日です。 

上記期間内に民生委員・児童委員活動を周知 

するための活動に取り組みます。 

   ・周船寺小学校校門にて（5/９(月)～5/13(金)）挨拶運動 

   ・PRカード配布 

  心配ごと、悩みごと、ひとりで抱えていませんか？ 

 高齢者、介護、医療、妊娠、子育て、生活費のこと 

等々。 相談に応じて適切な関係機関による支援への

「つなぎ役」になります。私たちには、守秘義務が 

あります！安心して、お気軽にご相談下さい。 

 ＊担当民生委員が分からない時は、周船寺公民館

（806-1371）へお問合せ下さい。 

      周船寺校区民生委員・児童委員会 

 

 

    

【行政相談所中止のお知らせ】 

毎月公民館で相談所を開設していましたが、 

コロナ感染防止のため当分の間中止し、電話相談のみ

とさせていただきます。お問合せは周船寺公民館

（806-1371）まで。 行政相談委員 内川 義則 

【校区社会福祉協議会からのお礼】 

水谷 美智子様（周船寺西）より ご子息 幸人 様 

末松 親江 様（飯  氏）より ご夫君 英道 様 

中島 義典 様（千  里）より ご令室 明美 様 

三島 健史 様（女  原）より ご尊父  聖明 様 

 ご逝去にあたり香典返しとして多額のご寄付をいた

だきました。厚くお礼申し上げ心からご冥福をお祈り

申し上げます。社会福祉のため有意義に活用させてい

ただきます。 

シリーズ！公民館長のクイズ（第 24弾）】 

 

問１ 次のうち消しゴムの代わりになる食べ物は？ 

    ① チーズ    ② パン   ③ ジャガイモ 

問２ 国産シャープペンシルを開発した会社は？ 

    ① トンボ鉛筆  ② ぺんてる ③ シャープ 

問３ ことわざ「弘法にも筆の誤り」弘法とは誰？ 

    ① 聖徳太子   ② 空海   ③ 菅原道真 

今月の答えは、この号

の公民館だよりのどこ

かにありますよ 

 

 

・日 時：５月 27日（金） 受付時間 13：30～14：00 

・場 所：周船寺公民館 講堂 

・内 容：身体計測、育児相談、妊産婦の健康相談 

・持ってくる物：母子健康手帳  

（密を避けるため入場制限をする場合があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいとぴあ育児相談会 

・日 時：６月 2日（木） 受付時間 13：30～14：15 

・場 所：さいとぴあ  ２階会議室 

・対 象：乳幼児（０歳～未就園児まで）と妊産婦やその家族 

・持ってくる物：母子健康手帳  

・予 約：不要   《料金：無料》 

（参加人数が多い場合は入場制限をする場合があります） 

★お問合せ：西区地域保健福祉課 (092-895-7080) 

 

 母子巡回健康相談 

～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込みください。 

【日  時】 6月 1日（水）13：30～16：30 

【会  場】 周船寺公民館 講堂 

【対象者】 西区に住民票がある方 

【事前予約期間】 5月 13日（金）～5月 27日（金） 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 

 

周船寺公民館 新！サークルのご紹介 

《周船寺キッズトレーニング教室》 

神経系の発達は幼児～小学生の間にピークになります。 

この大切な時期に楽しく、跳び箱、マット運動等、学校

体育を中心にサポートします。体験してみませんか！ 

・毎週金曜日（月４回） 

   幼児クラス（年少～年長）16：00～ 

   小学生クラス      17：00～ 

★問合せ先 ウエムラ（080-3185-4713）  

「全国一斉『人権擁護委員の日』 

特設人権相談所」を開設します。 

～人権擁護委員はあなたの街の相談パートナーです～ 

あなたの悩みを人権擁護委員に相談してみませんか 

・日  時  6月１日（水）10：00～15：00 

・場  所  福岡市役所 1階多目的スペース（予約不要） 

＊新型コロナウイルス感染症感染拡大の防止の 

観点からやむを得ず中止になることもあります。 

＊6月１日は、「人権擁護委員の日」です。あなたの街の

身近な相談パートナーである人権擁護委員が、家庭

内の悩みごとや隣近所とのトラブル、いじめや差別

などの相談に応じます。 

  相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽に

ご相談ください。 

～お互いに人権を守って明るい社会をつくる 

ことが私たち人権擁護委員の願いです～ 

人権擁護委員はいつでも相談に応じます 

【問合せ先】福岡法務局人権擁護部内 

       福岡人権擁護委員協議会 

       （TEL 092-722-6199） 

 


