
 

 

た し ま 公民館だより 
 

令和４年 ５月号 

広げよう 人にやさしい 町づくり 福岡市田島公民館 
TEL：８２２－０３０７ 

FAX：８２２－６９０７ 
城南区田島３丁目７番２９号   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～令和４年度公民館主催事業のご紹介～ 
新たな発見や人との交流の場となるよう、様々な事業や講座を企画していきます。 

各事業や講座の詳細は毎月の公民館だより・ブログでお知らせします。皆様のご参加をおまちしています。 

①子ども体験講座 たしまっ子集まれ！        ②子どもの遊びの広場 わくわくランド  

③人権問題学習講座  ④家庭教育学級 親子 De チャレンジ  ⑤高齢者地域参画支援講座 ふれあい学級 

⑥ほっと・タイム・たしま   ⑦暮らしの情報講座 田島セミナー  ⑧集いの場 カフェたしま 

⑨多文化共生講座   ⑩ICT 活用講座  ⑪一人一花講座 ～花・はな・華～   ⑫たのしく防災 

⑬公民館ハジメノイッポ   ⑭緑のカーテン事業  ⑮ミニ図書館事業 本の世界を楽しもう     

                      

 
子ども体験講座 たしまっ子集まれ！ 

○A  「走り方教室」 勝田 寿徳さん 

日時：5 月７日(土)1３時３０分～１５時  

場所：田島小学校体育館 

準備：うわぐつ・水筒・タオル・マスク 

定員：小学 1～6 年生までの３０名(先着順) 
◎ 申 込 受 付 中 ！ 

 

集いの場 カフェたしま 
☆★みんなで集って楽しみませんか☆★ 

○F  作ってみよう！季節の折り紙 

日時：5 月２４日(火) 1３時～１５時  

定員：20 名(先着順) 

 

子どもの遊びの広場 わくわくランド 

○B  ニュースポーツにチャレンジ 

日時：5 月１４日(土) 1０時～１２時  

場所：田島小学校体育館 

準備：うわぐつ・水筒・タオル・マスク 

定員：小学 1～6 年生までの３０名(先着順) 

◎詳細は小学校で配るチラシを見てね。 

ふれあい学級 （政治学級） 

○D ババちゃんのジジ(時事)問題ゼミナール 

～ニュースの裏側をやさしく解説～ 

馬場 周一郎さん （マスコミ OB ネット） 

日時：5 月２０日（金）10 時～12 時  

定員：3０名(先着順) ※会員の方もお申込みが必要です 

 

令
和
四
年
度 

年
間
計
画 

月   日 内   容 

６月 1７日(金) 「ニュースポーツを楽しもう」 

～ボッチャとミニボーリング～ 

７月 1４日(木) 防犯・交通安全教室(城南警察署) 

９月 1６日(金) 生き活き健康講座 

～自宅で簡単にできる運動～ 

10 月２１日(金) 陶芸教室 ～干支をつくろう～ 

11 月 1８日(金) 出前講座(検討中) 

12 月１６日(金) 音楽を楽しもう 

１月２０日(金) 人権問題学習講座(人権落語) 

２月 1７日(金) 閉講式 

 

暮らしの情報講座 田島セミナー【共催：環境部】 

〔福岡市出前講座〕環境局エネルギー対策課 

○C  育てよう！緑のカーテン 
・気候変動の影響や適応対策について 

・緑のカーテンのメリットと育て方のコツや注意点 

日時：5 月 17 日(火)1３時３０分～１４時 30 分  

定員：2０名(先着順) 
参加者にはゴーヤの苗を配布します。 

校区をグリーンカーテンでいっぱいにしよう！ 

 

 

ミニ図書館事業 本の世界を楽しもう 

○E  春のおはなし会  

日時：5 月２２日(日)1３時３０分～１４時３０分  

定員：幼児～小学生 20 名(先着順) 

     ◎幼児は保護者同伴 

 

集いの場 カフェたしま 
☆★みんなで集って楽しみませんか☆★ 

〔福岡市出前講座〕 経済観光局 博物館 学芸課 

○G  福岡市博物館の楽しみ方 
松村 利規さん(学芸課長) 

「FUKUOKA アジアに生きた都市と人々」の歴史や文化を 

楽しく紹介します。 

日時：５月３１日(火) 10 時～12 時 

定員：20 名(先着順) 

 

《田島郷土史研究会》 
５月の研究テーマ 

「古代官道が田島を通っていたか？」  

語りべ：能登谷 満さん 

日時：５月１３日(金) 10 時～12 時 

場所：ホール・学習室 定員：2５名(先着順) 
◎申 込 受 付 中！ 

公民館窓口か電話（８２２－０３０７）  

受付時間：9時 30分～1６時３０分 

◎今年度から年会費が必要です。 

会費：1,000 円/年 ※スポット参加：200円/回 

校区紙リサイクルステーションを 

ご利用下さい！(公民館敷地内設置) 

毎週 土曜日・日曜日  ９時～17時 

新聞紙・段ボール・雑がみ類を 

紐で縛って出してください。 

 

  ◇５月の臨時休館日◇  

   ゴールデンウィーク中の 

５月３日（火）～５日（木）は 

臨時休館日です。 

５月２９日（日）は利用申込みが 

ない時は臨時休館します。 

この日に利用を希望される場合は 

５月１９日(木)17 時までにお申込みを 

お願いします。 

 

《子育て交流サロン  さくらんぼ》 
 5 月開催日：１１日・１８日・２５日 

毎週水曜日１０時～１２時 場所：ホール、学習室 

就園前のお子さんとパパ・ママ・祖父母・妊婦さん！ 

身体測定や自由遊びなどお気軽に！ 

◎１１日(水)は、「うさぎのしっぽ」のみなさん 

による読み聞かせの日です。  
場所：児童等集会室  定員：１０名(先着順) 

申込：５月１日(日)から受付を開始します。 

公民館窓口か電話（８２２－０３０７）  

受付時間：9時 30分～1６時３０分 

（健康づくり推進部） 

《たしま健康講座 2022》 

死因の半数以上は生活習慣病‼ 

基礎からもう一度 

生活習慣病とその予防 
講師：福岡市健康づくりサポートセンター 

    保健師 管理栄養士 
日時：５月１６日(月) 10 時～12 時 

場所：ホール・学習室 定員:３５名(先着順) 

申込：４月 25 日(月)から受付を開始します。 

公民館窓口か電話（８２２－０３０７）  

受付時間：9時 30 分～1６時３０分 

 
《5 月のたしま歩こう会》 

佐賀大和菖蒲園 花菖蒲鑑賞ウォーク 

５月 30 日（月）  
集合時間：9 時４0 分  

集合場所：天神高速バスターミナル 

◎弁当持参  雨天中止 

 

◇ご 案 内◇ 

①館外サークル代表者会・人権学習会 

５月７日(土)１０時～1２時 
 

②館内サークル人権学習会 

６月２８日(火)１４時～1５時 
 

◎①②どちらも必ず、各サークル 1 名の 

出席をお願いします。 

代表者が出席できない場合は、代理の方の

出席をお願いします。 
 

 

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込みください。 

 

【日 時】令和４年６月３日（金）９時 30分～12時 30分 

【会 場】田島公民館 ホール 

【対象者】城南区に住民票のある方 

【事前予約期間】 ５月１７日(火)～５月３１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。） 

 

○A ～○G 講座の申込み受付は 

５月 1 日(日)からです。  
受付時間：9 時 30 分～1６時３０分 

申込方法：窓口か電話（８２２－０３０７）    

締め切り：定員になり次第（先着順） 

 

 

 

 

 

田島公民館ブログ 
こちらから 

ご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

本 の へ や 
第 2・４水曜日と第 1・３土曜日 14 時～16 時  

2 階児童等集会室で静かに本を読みに来ませんか。 

５月開催日：7(土)・11(水)・21(土)・25(水) 

 

  

  

「うさぎのしっぽ」のみなさん 

による読み聞かせ 


