
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

                

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

   

  

 

  

 

 

 

 

         

   

 

 

       

 

 

 

 
    

    
 

   

◎は表面に、☆は裏面に記事があります 

この予定は、４月に作成されていますので、行事・会議な
どは中止または延期になる可能性があります。 

１ 日 ◎休館日 

3（火）.4（水）.5（木） 休館日 

6 金 ☆チューリップサロン 

7 土 
☆アンビシャス広場 

男女協 事務局会 

9 月 ◎高齢者教室 生きがい講座 

11 水 ☆アンビシャス広場 

12 木 ☆ふれあいランチ 

13 金 人尊協 事務局会 

14 土 
☆ななっこ料理道場 

自治協 運営委員会 

15 日 
 七隈校区自治協議会 総会 

 校区親善ソフトボール大会（梅中） 

16 月 ◎西南杜の湖畔公園自然観察会 

17 火 
シニア連 運営委員会 

シニア連交流サロン（ダーツ） 

18 水 ◎七隈地元学 地形図 

21 土 
☆アンビシャス広場 

 七隈本町防災講習会 

22 日 七隈小運動会 

23 月 
☆食進会 料理講習会 

食進会 定例会 

24 火 民児協 定例会 

25 水 
☆保健衛生連合会 黒田節体操 

☆アンビシャス広場 

28 土 ◎七隈ゼミ 自治組織論 2 

29 日 
 梅林中学校 体育会 

七隈西町防災講習会 

公民館の臨時休館について 
下記の臨時休館予定の日に、利用申請（申請書記入提出）がなければ休館します。 

申請は、申請締切日の 17時までにお願いします。事務室は１７時までです。 

     ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
①5 月１日（日）、申請締め切りは ４／２1（木） 

②5 月 3 日（火）～5 日（木）、申請締め切りは 4 月 23 日（土） 
③６月５日（日）、申請締め切りは ５／２６（木） 

   〈 福岡市七隈公民館 館長 松尾規文 〉 
 

 

日 時 : ５月２８日（土）１０：００～１１：３０   

私たちの町の運営に携わる自治会長さん・町内会長さんだけでなく、これからの町 

づくりを考える人も「七隈ゼミ」でいっしょに学びましょう。 

今回のテーマは、「自治組織論 2」です。  【先着２５名】 

 対 象： 町内会長・自治会長、地域づくりに興味のある方、 

    退職後にわくわくすることを探している人、お越しください。   

      ５月 25 日（水）までに電話（871-6905）でお申し込みください。 

 

  
日時  ５月１６日（月）１０：００～１１：３０（集合時間）９：45 

「西南杜の湖畔公園」をもっと深く知るチャンスです。 

場 所 西南杜の湖畔公園  （集合場所） 西南杜の湖畔公園管理事務所前  

   講 師  環境カウンセラー 小野 仁 氏 

        申し込み：5／14(土)17 時までに  

公民館 ☎ 871-6905 へお申込みください。 

先着２０名で締め切ります。屋外ですが、マスク 

の着用をお願いします。 
 
 

       
 

裏面『七隈ふれあいひろば』もご覧ください 

NO. ２ 令和 ４年 ５月１日 

七
隈
校
区
人
権
宣
言 

六
、「 

生
涯
を
通
し
て
学
び
ま
す 

」 

【コロナ禍でも、公民館は災害時の一時避難場所です】 〒814-0133 福岡市城南区七隈 4 丁目 番 3 号 

TEL FAX福岡市七隈公民館 

  

生きがい講座『コミュニケーション力を上げる』 

日時 ５月９日（月） １０：００～１１：３０ 

★講師：三浦清一郎さん   場所 七隈公民館 講堂 

「密集」「密接」「密閉」を回避して実施します。 
ご希望の方は、公民館へ電話 【８７１－６９０５】で 

申し込んでください。締め切りは 5／7（土）です。 

※会場の都合で、先着２４名しか出席で 

きません。 

高齢者教室会員優先です。 

お早めにお申し込みください。  

新規会員希望の方は、随時公民館で受け付けます。     

※次回は６月 15日（水）の予定です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

「住みよい七隈」 七 隈 ゼミ 
あなたも仕掛人に！ 

 

 

日 時 ６月８日（水）１０：００～１１：３０ 

      段ボールコンポストについて学ぼう！ 

ＮＰＯ法人循環生活研究所で活動されている方に、『段ボールコンポスト』 

についての説明をしていただきます。 

※生ごみを減らすだけではなく、数ヶ月後には堆肥にもなる 

『段ボールコンポスト』です。説明を聞いて、納得できたら 

始めましょう！興味のある方は、公民館へ電話871-6905 

でお申し込みください。 

  締め切りは 5／31（火）です。（定員２5 名） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために… 

七隈公民館では、利用者の皆さまには、感染症拡大防止対策に基づいた公民館利用方法（例：使用後の消毒など） を説明しています。 
皆さまご理解のうえ、ご協力ください。 公民館主催事業だけでなく、地域の団体やグループが主催する行事でも、感染症拡大防止のために中止・延期せ 
ざるを得ない場合や、主催団体の判断で中止する場合がありますのでご確認ください。 

 

日時５月１８日（水）１０：００～１１：３０ 

 
内容 校区の立体地図作成に挑戦！９回目 

「七隈の地形を知ろう」※立体地図を作った記憶がある人、等高線地図を 

使って地図を作ったことがある人、その記憶を呼び起こして地域の立体地図を 

作りませんか？   興味のある方は電話でお申し込みください。 

七隈地元学初心者の方も大歓迎です。公民館電話：871-6905  
「いったいなにやってるの？」と興味を持った方もぜひどうぞ！     

 

 
 

 

 
環境問題学習講座「七隈校区を愛する会」 

西南杜の湖畔公園自然観察会 

 

 

 

 「花づくり団体活動紹介パネル」を公民 

館に、掲示しています。きれいな花の写 

真パネルです。ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

段ボールコンポスト講座



 

                

 

 

 

   

         

  

平成８年度から、自主運営グループとして活動を続

けてきた『エンゼルくらぶ』ですが、参加者の減少に

より運営できなくなりましたので一旦休止いたしま

す。これまで参加・協力してくださったみなさまに感

謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 

開設日 内 容 

６ 
見 守 り

担当：キッチンママ 

♪感染予防のため保護者はマスクを着用し

てください。♪

♪お子さんの飲み物・大きめのタオルを

必ず持ってきてください

♪持ち込みの食事はできません。

◎問合せ：七隈公民館 ８７１－６９０５へ

七隈アンビシャス広場 

参加するには保護者承諾書の提出が必要です。 

密集・密接・密閉にならないように工夫して実施しています。 

５月７日（土）・１１日（水）・２１日（土）・２５日（水） 

【時間】水曜日 15：00～16：30土曜日 10：00～12：00 
コロナ感染予防のため、お手紙で参加日を指定して人数を制限してい
ます。どうしても自分の参加日に来られないときは、他の開催日に
来てみてください。その日、人数に余裕があれば参加できます。

 

＊子育てサロン＊ 
０才～就園前の乳幼児 

チューリップサロン

エンゼルくらぶ
 

《ななっこ料理道場》  のお知らせ 

日時：５月１４日（土）10：00～12：00 
場所：七隈公民館 学習室・講堂 参加費：無料 

感染拡大防止に努めながら子どもの人数を２０人程度に限定

して実施します。小学校を通して配付されるおたよりをご確認
ください。   主催：ななっこ料理道場運営委員会 

 

 

 

 

 

 

                           

 

耳よりな はなし 

＜令和４年５月１日＞ 

◎校区の花壇めぐりに参加しました。どこの花

壇も愛情と工夫で満たされた花々の潤いと癒

しにこのような花壇の一角としての認識を新

たにした花壇巡りでした。

※５月の水やりと手入れの日（水曜 15：30～） 
5／4・5／11・5／18・5／25

一緒に活動できる方、どうぞお越しください！ 

福岡リーガルクリニック法律事務所の弁護士による 無料法律相談会 

６月 ６日（月）10：00～１2：００   相談は事前の予約が必要です。 

相談予約やお問い合わせは ８７４－９２９２ 福岡リーガルクリニック法律事務所へ。 

「終活より老活を」 

70歳代から 80歳代、まだ元気なうちに今までお世話になった人

に感謝したいと「生前葬」について耳にするようになりました。 

確かに亡くなったあとのお葬式に参列してもらっても本人がお礼を

言うことはできません。参列者の中には亡くなった本人とは直接関

係はなくても、主催者・喪主への義理で来る人もいるでしょう。それに

比べると、生前に感謝の会また生前葬をするのはいいと、共感する

人も多いようです。 

 しかし、生前葬をするにはタイミングがあるのではないでしょうか。元

気で長生きの高齢者が多いので、あまり早くはできませんね。生前

葬から 10 年以上も元気な方もいらっしゃって、参列してくださった方

から「まだまだお元気ですね」といわれるとばつが悪いですね。 

「感謝の会」として、77 歳または 88 歳の節目にお世話になった

方々を招くのもいいと言われます。 

持病がない人でも、70 を過ぎたらそろそろ「終活」の準備をしな

ければ、という気分になる人も多いようですし、周りからもせかされ

る時もありますね。 

70過ぎて行うべきは「終活」よりも、老前準備＝高齢期という新

しいステージを生きるための準備をする時期、すなわち「老活」とと

らえたいです。 

 終活でよく言われるのは「断捨離」という言葉ですね。持ち物の

整理、写真の整理、財産の整理、人間関係の整理です。煩悩

や執着を捨て、すっきりと生きる境地にみんなあこがれますが、断

捨離も煩悩の多い普通の人にはなかなかできないそうです。 

粋がって生前葬や断捨離をするより、与えられる毎日を丁寧に

生きる。自分を励まして少し無理して生きるのが、高齢期を豊かに

するライフスタイルではないでしょうか。 

福岡市七隈公民館 館長 松尾規文 

【開設日】毎月 第１金曜日 (今月は 1 回) 

【時 間】 １０：００～１２：３０ 

【場 所】 七隈公民館 講堂 
※時間内なら、何時にきても、何時に帰って
も、結構です。事前申し込みは不要です。

フラワーラブメイツ
＊校区を花いっぱいに＊ 

＊ふれあいランチ＊ ネイバーランド 
 ひとり暮らしの高齢者・障がいのある方 

【日時】 ５月 １２日（木） １2：0０～１３：３０ 

【場所】七隈公民館 学習室・講堂 

【昼食代】 ５００円  

感染対策をしながら実施します。 

保健衛生委員指導で黒田節体操もしますよ！ 

七隈校区 食生活改善推進員協議会から 

《食進会料理講習会のお知らせ》 
5／２3（月）10：00～12：00  ※会場：七隈公民館 学習室・講堂

料理講習会  鹿児島の郷土料理 「さつまあげ」 
講師：七隈８丁目在住 大迫守正さん 

コロナ感染がまだ終息していません。少人数ですが、一緒に
調理をしてマスク会食を楽しみませんか？
※参加費：5００円 ※先着５名 ※締切り 5／15（日）

参加希望者は、①名前 ②住所 ③電話番号 ④年齢 を記入して、
自治協議会の FAX871-7102 で申し込むか、公民館事務室にあ
る『申込み用紙』に自分で記入してください。  

※持ってくるもの：エプロン・三角巾（長い髪はまとめてください） 

はじめての方も、若い方も、男性もお気兼ねなくご参加ください。 

【参加者募集】 ヘルスメイト養成教室 

ヘルスメイト(食生活改善推進員)は、「ヘルスメイト養成教室」を修了し、

地域で食を通して健康づくりを推進する ボランティアです。会に入会する

とヘルスメイトとしての活動が始まります。「食」について学ぶことで、自

分の健康づくりにも役立ちます。地域の皆さんの健康を「食」を通してサ

ポートしてみませんか。

   日時：5 月 25 日から 7 月 27 日の毎週水曜日、午前 10 時 00

分から正午、全 10 回 ※内容によっては終了時間が変更になる場合

があります。  場所：保健所  定員：先着 20人 料金：無料  

申し込み：5 月 18 日までに電話またはファクスに教室名、氏名、住

所、電話番号を書いて区健康課へ。【問い合わせ先】区健康課 電話 

092-831-4261 FAX 092-822-5844

ヘルスメイト養成教室については、市政だより 4/15 をご覧ください。 

七隈校区衛生連合会からのお知らせ 
5／２５（水）10：00～12：00 

「黒田節体操と 

脳トレ・ストレッチ運動講座」 
人と人との間隔をあけて、運動をします。 

どなたでも参加できます。 


