
夏の寄せ植え 

5月 28日(土)13:00～ 
●講 師：石井 康子さん
（福岡市緑のコーディネーター）
●場 所：堤丘公民館
●材料費：700円
●定 員：24名（先着順）

※ 持ち帰り用袋は、各自ご持参ください。
 

「℮-スポーツ」やってみませんか‼
5月 17日(火)10:30～ 
●対 象：シニア(60歳以上)
●定 員： 10名（先着順）
テレビゲームを大きな画面で楽しみます！

骨・カルシウムセミナー 
あなたの骨の健康をチェックします 

6月 3日(金)10：00～ 
●講師： 木庭(こば)栄養士

(株)雪印メグミルク 

●定員：30名（先着順）

ソフトダーツ体験

5月 22日(日)10:00～ 

●講師：古賀修一さん
●対象：小学生
●定員：20名(先着順）

校区スポーツ推進委員がお手伝いします

～新しくなった動物園～ 
どんなになったか教えてもらおう！ 

5月 20日(金)10:00～ 

●定 員：34名（先着順）

堤丘校区紙リサイクルセンター
●日 時：土曜日・日曜日(9時～17時）
●場 所：長尾中学校前の樋井川公園

紙リサイクルセンター管理人

5月 19日(木)13:00～ 
●講  師：内田 義弘さん 
●集合場所：堤丘公民館
※ 歩きやすい服装で、飲み物・タオル

は各自ご用意ください

予約受付は 日から 
(2～5日は休館のため、申し込みは 5月

1日か 6日以降にお願いします) 
申込み方法：窓口か電話（861-4821） 
※参加する方は検温･マスク着用で来館を

● 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

延期・中止の場合があります

NO.2   Ｒ４年 5月 1日 

【講座・教室は予約が必要です】

6月臨時休館日 6月5日(日)
※利用希望者は5月26日(木)12時までにお申込みください

校区の歴史を知ろう！

一言で きずつけている 気をつけて 
（令和 4年度 人権標語 優秀作品 小 5） 

1 

スマホ教室 【4月と同じ内容です】

🌸入門編  定員：8名（先着順） 
5月 24日(火)10:00～12:00 
●はじめてのスマートフォン
●文字入力をマスターしよう

★前回参加された方はご遠慮ください

樋井川１･2 丁目の
遺物を散策します。

シニアのためのいきいきメイク

5月 12日(木)13:00～15:00

●定員：10名（先着順）

※外出したくなるいきいきメイクレッスン!
※使い慣れたメイク道具がいい方はご持参
ください。

楽しく学べる体験講座  (株 )花王の出前講座 

わくわく広場

外出時の紫外線  気になりませんか？ 

5月 27日(金)10:00～12:00

●定員：10名（先着順）

※日焼け止めの効果的な

使い方を教えて

もらいましょう！

🌸基本・応用編  定員：8名（先着順）  
5月 31日(火)10:00～12:00 
●カメラを使おう
●地図(マップ)を使いこなそう

落語と紙切り 

5月 13日(金)10:00～12:00 
粗忽屋 酔書さん(アマチュア落語家) 
●定 員：38名（先着順）※申込は 4/1から継続中

〒814-0151 福岡市城南区堤１丁目 20－2 福岡市堤丘公民館 TEL ８６１－４８２１ FAX ８６１－４８３４

堤丘 



※ Zoomで参加するには、 
8日・22日の当公民館ブロ

グをご覧ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（材 料） （2人分） 

・トマト 1個（150ｇ） 

・乾燥わかめ 大さじ 2弱(5ｇ) 
・ツナ缶（油漬け）1缶（70g） 

 
めんつゆ（3倍濃縮） 

レモン汁又は酢 

オリーブオイル…各小さじ 2 

砂糖…小さじ 1/2 

さいぜん食べた肉まんのたい、中身の

ゴロゴロ入ってうまかったばい。 

 

 

（作り方）    
① トマトは小さめの乱切りにする。 

乾燥わかめはたっぷりの水に 5分 

ほどつけて戻し、ペーパータオル 

で水気を軽く押さえる。 
 

② ボウルに①、油ごとのツナ、 

Ａを入れて混ぜ合わせる。 

 

 

 

 

  

何ですな？ 

 
 

★印→新規,  

パソコンはこちらから 
https://tsutsumigaoka118.blogspot.com/ よーい、かかさん。 

 

5月 9日・23日(月) 

 

堤丘小学校 

こちらをどうぞ 

 

 

公民館外活動サークル 

曜 日 サークル名 時 　間

火・金  堤丘バドミントン １９：３０～２１：３０

第 １・３・５水  堤丘ウインク（バレ-ボール） １９：３０～２１：３０

第 ２・４水  樋井川カモマイル（バレーボール） １９：３０～２１：３０

月 １８：３０～２1：００

金 １７：００～１９：３０

日   ９：００～１２：００

火・木 　★ JBC福岡（ジュニアバドミントン） １７：００～１９：００

水 　★ 護身術教室 １７：００～１９：００

木 １９：３０～２１：３０

土 １４：３０～１７：３０

土   ９：００～１２：００

第 ２・４・５日 １６：００～１９：００

第１・３・５土 １８：３０～１９：３０

第２・４土 １８：３０～２０：３０

日 １３：３０～１５：３０

第１・３日   Ｗakatake 40's（バスケット） １６：００～１９：００

火・木  堤ジュニアサッカークラブ １７：００～１９：００

土・日  FBIエレファンツ １３：００～１６：００

日  堤１丁目ソフトクラブ  ８：００～１０：００

 城南剣道同好会「玄南会」

運
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 油山ビクトリーズ
 （ジュニアバレーボール）

 堤クラブ（バレーボール）

 堤丘PEACE(ジュニアバスケット)

そげん言いないや。 ついでにカレーま
んやらアンまんも作っちゃらんかいなぁ
思うて… 
 
 ギロリ…あたきゃどんたくの用意で

忙しかとぃ。 
 

 

 

『人権擁護委員の日』 
「全国一斉特設人権相談所」 

～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 

● 開設日時：6月 1日(水) 

10:00～15:00   

● 開設場所：市役所１階 

多目的スペース 

（予約不要） 

 

堤丘公民館 

ゴロゴロは家ん中のととさんですた

い。何の用ごとのありますと？ 

 

 

ヴィトン 

川グッチ 美豚 

ブログもみてね！ 
 
 

ブログは 

こちらから 

・・・二ラまん（睨まん）でよか・・・

ぁ．．． 

 
 

A 

曜 日 サークル名 時　 間

月  サタナイクラブ（バドミントン） １９：３０～２１：３０

火  長尾バスケットボール愛好会 ２０：００～２２：００

水  ファイヤーボール(男子バスケット） １９：００～２２：００

木  フィクシャス（バスケット） １９：００～２２：0０

金  うみねこ（バスケット） １９：３０～２２：００

土  油山男子バスケットボール １９：００～２２：００

火・木 １９：００～２１：００

土 １８：３０～２０：３０

金  長尾体操クラブ １９：００～２１：００

武
道
場

 長尾柔道クラブ

体
 

育
 

館

長尾中学校 

マイナンバーカード 6月 10日(金)  公民館で申請手続き 

※ 申込期間 5/24(火)～6/6(月)   (詳細は公民館だより 6月号にて) 

なん 

うち 

なん よう 

いそが 

にら 


