
                                               

 
 
 
 

月１回の臨時休館日 6 月 26 日（日） 
令和３年度  校区人権標語「感謝のことば」 （舞松原小学校児童の作品） 

   ありがとう その一言が 力になる  石井寿和 

日時   ６月１６日（木） 
       １３：00 開始 
対象 

 

日 時   ７月９日（土） 10：00 出発 
集合・解散場所  舞松原公民館 
持ってくるもの   タオル、飲み物 
コース  香椎宮（休憩があります） 

※ 雨天時の場合は中止です 
※ 歩きやすい服装、マスク着用でお越しください 
※ ご家庭で体温を測り、体調の悪い方はご遠慮ください 

主催 校区健康づくり実行委員会 

ウォーキング 

主催  校区食生活改善推進員協議会 

『フレイル予防の免疫力アップメニュー』 

日 時  ７月１５日（金）１０：００～１３：００ 
場 所  舞松原公民館 講堂・学習室 
講 師  食育アドバイザー 佐々木康子さん 
献 立  麦ごはん、長いもの揚げ巻き、瓦そば風汁あん 
       豆苗のヨーグルトみそ和え、デザート 
定 員  ２０人（応募多数の場合は抽選）  食材費 １００円 
持ってくる物  エプロン、バンダナ、ハンカチ 

料理教室 

新一年生が不慣れな通学路を登下校します。 
地域の皆さまで見守りましょう！ 

アンビシャス広場  日曜子ども卓球 
日 時  ６月 12 日・19 日 13:00～15:00 
対 象  小学生・中学生 
持ってくる物  うわぐつ、水筒 

    日 時   ６月２８日（火）１０：3０～12：00 
    場 所   舞松原公民館 講堂 
講 師   花王カスタマーマーケティング（株） 
        堀岡律子さん 

定 員   ２０人      参加費  無料 
持ってくる物  ご自分のメイク道具 
            大判のハンカチ（ケープ） 

日時   ６月 16 日（木） 
       １３：00 開始 
場所   松崎中央公園 
       (水谷１丁目１３) 

対象   舞松原校区の 
       ６０歳以上の方 

※託児はありません   ※応募用紙は公民館玄関にあります 

第１回 
グラウンドゴルフ 
    ⼤会  

日時   ６月 ８日（水） 
       １３：00 開始 
場所   松崎中央公園 
       (水谷１丁目１３) 

対象   舞松原校区の 
       ６０歳以上の女性の方 

日 時   ６月２９日（水）１０：0０～１3：００ 
場 所   舞松原公民館 講堂 
講 師   おうちパンマイスター白木加歩子さん 

定 員   １２人（託児あり 先着 ４人）      
食材費  ６００円 
持ってくる物   エプロン、バンダナ、ハンカチ 

第１回 ⼥性親睦 
グラウンドゴルフ⼤会 

・どなたでも 
 どうぞ！ 

・申し込みは 
 公民館まで！ 

＊公民館でのイベントは、延期もしくは中止になる場合があります。 
＊来館の際は、マスクの着用をお願いします。 

申し込みは公民館玄関の応募箱へ 
6/3(金) 

締め切り 

健康の日 

6/10(金) 

締め切り 

 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。 

 
 
 
                    

 

【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】 
 ●福岡市における新型コロナワクチン接種全般に関するお問い合わせは↓ 

  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） 

 ●接種券の紛失や再発行、接種証明書に関するお問い合わせは↓ 

  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 

実施日 時間帯 実施場所 

７日（火）、14 日（火）、21 日（火） ９：00～12：00 

舞松原公民館 ６月３日（金）、10 日（金）、17 日（金） 

24 日（金）、28 日（火） 14：00～17：00 

※終了時間の１５分前までにお越しください 

  

２０２２年 ６月 １日 
４９１号 

●舞松原公民館ブログで検索 
●車イスでも参加いただけます 

主催  校区高齢者部会 

委員氏名（敬称略） 役職名 

内田 智佳子 舞松原小学校 校長 

川邉 潤二 多々良中学校 校長 

島原 まどか 舞松原小学校 PTA 副会長 

時安 小鈴 多々良中学校 PTA 会計 

荒巻 由美 公民館サークル代表 

加来 光 自治協議会 会長 

田中 健 体育部会 会長 

岡下 晃大 青少年育成部会 会長 

高橋 啓治 社会福祉部会 会長 

雪野 和美 民生・児童委員 会長 

金子 みさ代 男女共同参画推進部会 会長 

西 憲二郎 高齢者部会 会長 

宮口 寛之 人権尊重推進部会 会長 

委嘱期間は６月１日から翌年５月３１日までです 

    日時   ６月９日（木）１４：００～１5：００ 
    場所   舞松原公民館 講堂 
    議題   公民館の運営方針と事業について 
           公民館サークルについて 
〇傍聴を希望される方は 13：４５までに受け付けを済ませてお待ちください 
〇定員１０名を超えた場合は抽選となります 

令和４年度 公民館運営懇話会委員のご紹介 

第１回 公民館運営懇話会 開催のお知らせ 
 お願い 舞松原大学院 

メイクアップ 
講座 

・どなたでも 
 どうぞ！ 

・申し込みは 
 公民館まで！ 

日焼け止めの正しい塗り方や目元の化粧、 

自分に合った眉の描き方を教えてもらいましょう 

ちょうちょパン 

お花パン 

上位 16 位 
までは 

東区大会へ！ 

おうちで手軽にパン作り! 
お花パンやちょうちょパンを作ってみませんか？ 

お子さんと 
一緒に参加 
できます！ 

どなたでも 

どうぞ！ 

日 時  〈第１回〉 ７月 １日（金） 
                            
       〈第２回〉 ７月 ５日（火） 
 
場 所   舞松原公民館 講堂 
講 師   ドコモショップ松崎店 本岡みなみさん 

定 員   各１０人      
持ってくる物   お使いのスマートフォン、飲み物 

①１０：３０～１２：３０ 
②１３：００～１５：００ 

①１０：３０～１２：３０ 
②１３：００～１５：００ 

・どなたでも 
 どうぞ！ 

・申し込みは 
 公民館まで！ 

～基本編～ 
 あなたの  にお答えします 


