
申込不要ですので、お気軽にご参加下さい。 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 4年 6月 1日 

１日(水) 高齢者サロン夢つむぎ いこいの家 

12 日(日) 校区ママさんバレーボール大会（体協主催） 

 
かわいい動物やお気に入りの形のお皿 

を作りましょう。 

※作品の見本は公民館に展示しています。 

※作品は約１ケ月後に公民館でお渡しとなります。 

 

 

 

 
【日 時】 ６月２３日(木) 10：00～１１：３０ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【講 師】 歯科衛生士 大城 康子 氏 

【対 象】 校区内にお住まいのおおむね６５歳以上の方 

【定 員】 20人（申込多数の場合は抽選） 

【参加費】 無料  

【申込み】 ６月 16日(木)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

協力：東区地域保健福祉課 

 

 

 

 

本の貸出し 

小・中学生対象  

乳 幼 児 対 象 

わかみや文庫 いーよーの会 

【日 時】 6月 4日・１８日(土) 13:30～16:00 

公民館の本を貸出しています。 

主催：わかみやアンビシャス広場委員会 

【日 時】 6月 11日(土) 13:00～15:00 

お茶の作法を丁寧に教えています。 

 

表千家茶道教室 

主催：わかみやアンビシャス広場委員会 

 

主催：社会福祉協議会 

 

【日 時】 ６月 1６日(木) 10:00～12:00 

小さなお子さんと保護者の方がほっと出来る場所です。 

子育てサロンしゃぼん玉 

口腔ケアは健康づくりの第１歩です。高齢者のみなさんの

お口の機能や口腔ケアの方法を理解し、オーラルフレイル

（口腔虚弱）の予防、介護予防をしましょう。 

 

 

 

 
【日 時】 ７月９日(土) 10：00～１２：００ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【講 師】 工房スマイル 

【対 象】 校区内にお住まいの小学生 

【定 員】 20人（申込多数の場合は抽選） 

【参加費】 ５００円（当日集金します）  

【申込み】 ６月３０日(木)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

共催：わかみやアンビシャス広場 

 

 

自分のために、大切な家族のために…元気な今だから

こそ、万が一の時のことを考えてみませんか。 

 

 

 

【日 時】 ７月１４日(木) 1３：３0～１５：００ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【講 師】 九州産業大学商学部准教授 平川 幹和子 氏 

【対 象】 校区内にお住まいの終活に関心のある方 

【定 員】 ３０人（申込多数の場合は抽選） 

【参加費】 無料  

【申込み】 ７月７日(木)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

共催：社会福祉協議会 

 

学校施設利用調整会はありません（書類の受け渡しのみ） 

【受渡期間】 6月 12日(日)～18日(土) 

【受付時間】 9：00～17：00 

【対 象】 各サークルの代表者 

 公民館の休館日 

 6月 19日(日)は臨時休館します。 

※7月の臨時休館は、17日(日)の予定です。 

※掲載の事業等は新型コロナウイルス感染症対策のため、中止になる場合があります。 

若宮さわやか学級（高齢者地域参画支援事業） 

わくわくサタデー（子どもの健全育成関連事業） 

けんこう 

校 区 伝 言 板 

●資源・リサイクル推進会から 

『校区リサイクルステーション』のお知らせ● 
【利用時間】 土曜日と日曜日の 10:00～16:00 

【設置場所】 若宮小学校の正門を入って右にあります。 

※回 収 物  新聞・段ボール・雑紙・アルミ缶・衣類（洗濯後、透明な袋に入れて下さい。） 

安心して年齢を重ねるためにも、在宅医療(訪問介護)に 
ついて知っておきましょう。 

【日 時】 ７月１6日(土) 10：00～１1：3０ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【講 師】 田中調剤薬局 田中 範江 氏 

【定 員】 20人（先着順で定員まで公民館で申込受付） 

 

若宮公民館から多々良川遊歩道へのウォーキングです。 

【日 時】 6月１8日(土) 10：00出発 

【申込み】６月１５日(水)15時迄に公民館へ 

共催：食生活改善推進員協議会 

 

行 事 予 定 

 裏面もあります 

●健康づくり推進会からのお知らせ● 

 

飲物 

軽食 
付 



石井 憲久  体育協会 会長 

稲永 晴枝   スポーツ推進委員 

岩佐 知希  青少年育成連合会 会長 

 大神   哲  自治協議会 事務局長 

柿本 美千代 食生活改善推進員協議会 会長 

亀田 伸裕  社会福祉協議会 会長 

川邉 潤二  多々良中学校 校長 

外京 明子   若宮小学校 PTA 会長 

木場 豊文  ねんりんクラブ連合会 会長 

 小林 正次  自治連合会 会長 

篠原 裕子  若宮小学校 校長 

染原 順子  男女共同参画推進会 会長 

藤野 敬一郎 自治協議会 会長 

三山   勝   資源・リサイクル推進会 会長 

山田 美雪  多々良中学校 PTA 副会長 

 

住民の意向が、より公民館活動に的確に反映されるよう

「公民館運営懇話会」が設置されています。 

運営懇話会の委員は、6月 1日付で下記の方々が委嘱さ 

れます。 

皆様方のご協力とご理解をよろしくお願いいたします。

 

新型コロナウイルスワクチン接種のインターネット予約に

ついて、スマートフォンの使い方や、入力方法などを専門ス

タッフがサポートします。 

【日 時】 

6 月の実施日 時間帯 

1 日、8 日、15 日、22日、29 日(水） 14:00～17:00 

4 日、11日、18日、25日 （土） 9:00～12:00 

 ※終了時間の 15分前までにお越しください 

【会 場】若宮公民館  

【必要なもの】 

 接種券、インターネット接続のできるスマートフォン 

（お持ちでない方への貸出あり） 

※４回目接種の対象者は、60歳以上の方及び 18歳～59歳

で基礎疾患のある方等とされており、接種券は３回目接種

から５か月を迎えるタイミングで順次発送されます。 

※４回目接種対象者の範囲については、国において引き 

続き検討を行っていくこととされています。 

【ワクチン接種に関するお問い合わせ】 

●新型コロナワクチン接種全般に関するお問い合わせ 

福岡市新型コロナワクチン接種コールセンター  

TEL：092-260-8405（8:30～17:30） 

●接種券の紛失、再発行、接種証明書に関するお問い合わせ 

接種券・証明書発行事務センター   

TEL:092-753-9455（8:30～17:30） 

 

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート 

体育協会主催 

『校区壮年ソフトボール大会』結果報告 

 

１位 若宮４丁目１区 

２位 若宮３丁目２区 

３位 若宮３丁目１区 

【行政からのお知らせ】 

公民館で申請すると、区役所に行かずに無料で手続きが

でき、カードは後日郵送で自宅に届くので大変便利です。 

予約期間に下記の受付センターへお申し込みください。 

 

【公民館でできること】 

◆マイナンバーカードの申請受付 

◆申請用写真撮影 

◆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 

（マイナンバーカードを既に持っている方） 

 

【日 時】令和４年７月２４日（日）11:00～16:00 

【会 場】若宮公民館 講堂・学習室 

【対象者】東区に住民票のある方 

【事前予約期間】７月 7日(木)～７月２１日(木) 

 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)本人確認ができる物  

【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。） 

 

 マイナンバーカードの申請受付 

 

 母子巡回 

 健康相談 

令和４年度  

若宮公民館運営懇話会委員の紹介 
予約制 

予約制 

５月８日(日)に若宮小・多々良中を会場に、10チーム

の参加で開催されました。 

当日は博多高校看護科の学生さんが、選手や応援の 

みなさんの血圧測定に参加され賑わいました。 

 

 

保健師による身体計測、育児相談、妊産婦の健康相談ができます。 

【日 時】 令和４年６月２３日（木） 午後から（予約時にお知らせします。） 

【予約受付】６月２２日（水）9:00から先着順で電話受付 

      ●東区保健福祉センター 地域保健福祉係 TEL：092-645-1088 

【会 場】 若宮公民館 講堂   

※母子健康手帳をご持参ください。 

委員氏名：50音順・敬称略 

 


