
  

 

令 和 4 年 度

第 3 号

令和 4 年 6 月

野多目校区自治協議会 事務局

（公民館内 TEL 565-4223 )

行事の

ふれあいサロン (毎月 第１木曜日)

日 時：６月２日(木)

１０：００～１２：００

対 象：独居高齢者 (遊びに来てください)

場 所：野多目公民館

６ 月 野多目校区 行事日程

2日(木) ふれあいサロン (社協)

４日(土) マイネット総会

5日(日) ラブアース (自治協)

8日(水) ウォーキング (健康推進)

8日(水) マイエンザ (環境推進)

16日(木) 子育てサロン (社協)

17日(金) 母子巡回 (健康推進)

19日(日) 田植え (子育連・おやじの会)

23日(木) ウォーキング (健康推進)

25日(土) 自治協定例会

26日(日) ふれあいドッジボール大会 (青育協)

29日(水) ○○○のためカフェ (自治協)

主催：社会福祉協議会

緊急事態宣言等が出て、公民館・

小学校施設が使用できない場合は、
校区行事は中止となります。お問

い合わせは公民館まで。

主催：社会福祉協議会

主催 健康推進委員会

始めよう !  ウォーキング

（のためニコニコ歩き隊）

日 時：６月１６日（木）

１０：００～１２：００

(申し込み不要。好きな時間にどうぞ♪)

対 象：子育て中の親子の方

場 所：野多目公民館２階 講堂

のため子育てサロン

(毎月第３木曜)

日 時 :  ６月２９日 (水)

１４：００～１５：３０

場 所 :  野多目公民館 ２階 講堂

参加費100円（小学生以下無料）

【会 場】野多目公民館 【参 加 費】 無料

【申し込み】野多目公民館 ( ☎ 565 - 4223 )

【締め切り】定員4名程度 定員になり次第

【日 程】 〈１０：００～１１：００〉

・10日(金)『はじめてのスマートフォン』

最近スマートフォンに変更された方におすすめ

です !  電源の入れ方・切り方、マナーモードの

方法など基本的な操作をお伝えします。

６月スマートフォン教室

少人数対象で、丁寧に教えてくださいます。

日 時：６月８日(水)・2３日(木)

9：００～１時間程 ♥参加費無料

月2回 (毎月 第2水曜日・第4木曜日 )

集 合：野多目公民館 駐車場

どなたでも参加できるウォーキング活動です。

野多目近郊の公園や池など自然を楽しみながら

歩きましょう。あなたも参加してみませんか？

野多目校区自治協議会ブログで校区の最新情報を入手しよう！

＜PCで見る場合＞ と入力

＜スマホで見る場合＞ 右のQRコードを読み 取ってブラウザに表示させてください。

野多目校区 地域環境美化活動(清掃)

マスク着用・3密にならないようにご注意

ください。 ※ 内容については各町内会に

お問い合わせください。

６月5日(日)

どろんこ になって

田植えをしよう！！

日 時：６月１９日(日) ９：００集合

対 象：小学生 (保護者同伴)

集合場所：まるちゃんファーム

(がんセンター職員専用 駐車場入口前)

申込み : 各町内子ども会 及び 小学校

定 員 : ３０名 (多い時は抽選となります)

小学１年生から４年生の

子どもたちが頑張ります！

日 時 : ６月２６日（日） 9：０0～

場 所 : 野多目小学校 運動場 雨天時：体育館
申込み : 事前 各町青育協に申込みのみ(当日不可)

ふれあいドッジボール体験会

福岡市社会福祉協議会は、「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを

すすめています。この趣旨に賛同してくださる賛助会員を募集しています。

個人 １口 ５００円

法人・団体 １口 １０,０００円

南区社協事務所の窓口、または校区社会福祉協議会で受付ています。

また、公民館にリーフレットを置いていますのでご覧ください。

福岡市社会福祉協議会『賛助会員』を募集します。

賛助会員加入のお礼とお知らせ
令和３年度は、３５，５００円( 団体２口、個人３１口 )の加入を頂きました。

ご協力ありがとうございました。 引き続き本年度もご協力をお願いいたします。

～ボランティアと保護者向け研修～
今回は、保育士の方に来て頂き、親子遊び

や絵本の紹介等して頂きます。(1時間程)

あとはfreeです♥

一年間を通して、田植えから

稲刈りまで計画しています♥

5月15日(日) 8 :３0 ～
3年ぶりに「校区ソフトボール大会」が開催されました。8チーム 延べ約160名の皆

様が参加されました。2年間のうっ憤を晴らすかのようにホームラン続出でした。

＜優勝＞
野多目1丁目1・2区
＜準優勝＞
向新町2丁目3区

皆さん 頑張りました!! 校区ソフトボール大会

主催：体育振興会

投票所変更の

共催：子ども会育成連合会・おやじの会主催：青少年育成協議会

次回の選挙より、野多目校区の投票所が

一本化され、野多目公民館になります。

お間違いのない様、ご注意ください。



○　場　　　所　　　　野多目小学校北西角　西門横（学校農園横）野多目２丁目６番

○　利用日時　　　　毎日　９時～１８時　　　※　以外の時間は鍵をかけていますので使えません

○　持ち込める資源物

 

古　　紙  新聞に折り込みチラシも一緒に入れて，ひもで十字に縛ってください。

 校区紙リサイクルステーションのお知らせ

回 収 品 目 出　　し　　方（　注　意　事　項　）

　　　　　　　　　　　　　　野多目校区自治協議会

　　　　　　　　　　　　　　　(環境美化推進協議会)

ダンボール  なるべく大きさをそろえて，ひもで十字に縛ってください。

雑　　紙
雑誌，カタログ，書籍，お菓子の空箱，包装紙，コピー用紙，手さげ袋，封筒，ティッシュの
空箱（全てプラスチックやビニール部分を取り除く）を，ひもで十字に縛ってください。

アルミ缶  缶の中を水洗いして，袋に入れてください。

綿生地古着類  袋に入れてください。（毛布や布団などは出せません。）

困っています!!

上記以外の不用品をリサイクル

ステーションに捨てていかれる

方がいます。

不法投棄は犯罪です！

決まりを守って、
利用してください。

＊「毎月第③月曜日は野多目校区清掃の日です」＊

「雑がみとは、ティッシュの紙箱、封筒、トイレットペーパーの芯、お菓子の紙箱などリサイクル

できる雑多な紙です。リサイクルできる雑がみはたくさんあるから、どんどん出そう！

実際に不法投

棄されている

写真です

自治協議会総会について（会計報告及び予算）

リターナブルびん(一升瓶・ビール瓶)、牛乳パックの集収マナーが

守られていないため、集収を中止しました。ご注意ください。

ご注意ください

◎ 燃えるごみの中に、

ガスボンベ・

スプレー缶等を

入れないで !!

◎ゴミ出しの指定の袋は必ず

2ヶ所結んで出してください。

◎プラスチックごみは

燃えるごみで出して

ください。

皆様、ご協力よろしく
お願いします。

野多目1丁目３区 町内会長 佐田 孝さん
はじめましてm(_ _)m 初めての自治協議会デビューで良くわからない事ばかりです。

前会長の上田様やスタッフの皆様、町内会の皆様のご協力やご指導をいただきながら頑張り

たいと思っております。よろしくお願い申し上げます。

野多目２丁目 町内会長 上野 良昭さん
大任ですが、『明るく安心安全な町づくり』の一助となりますよう努力したいと思います。

何卒、ご指導くださいますようお願いいたします。

野多目１丁目市営住宅 町内会長 樋口 遵さん
市営住宅では、役員を輪番制で決めています。任期の２年を滞りなく努めたいと思います。

皆様のご協力をお願いいたします。

４年度 自治協議会に仲間入り (新任) ♥よろしくお願いします。

（収入の部） 令和3年度 令和4年度

項　　目 決算額 予算額

前期繰越金 1,033,826 1,193,592

市からの補助金 3,690,000 3,690,000

町内からの会費 3,646,800 3,667,200

活動事業費 0 0

雑収入 25,001 0

合　　計 8,395,627 8,550,792

（支出の部） 令和3年度 令和4年度

項　　目 決算額 予算額

事業補助金 3,678,202 3,820,000

助成金 824,390 980,000

一般事務費 2,699,443 3,750,792

次期繰越金 1,193,592 0

合　　計 8,395,627 8,550,792

項　　目 予算額

まちづくり事業 1,680,000

交通安全，防災防犯事業 500,000

子ども・青少年事業 640,000

体育・健康推進事業 580,000

環境美化事業 200,000

男女共同参画事業 220,000

事業補助金 計 3,820,000

令和4年度 事業補助金の内訳

項　　目 予算額

防災フェア 700,000

子どもみこし 130,000

敬老会 700,000

新春のつどい 60,000

クリーンアップ 40,000

○○○のためカフェ 50,000

まちづくり事業計 1,680,000

令和4年度 まちづくり事業の内訳

4月23日（土）10:00～ 野多目校区自治協議会総会が開催されました。当日はおよそ40

名の皆様にご参加いただき、令和3年度活動、令和4年度計画についてご審議いただきました。

出﨑会長より、令和3年度もコロナで活動がほとんどできなかったが、屋外で密にならないよ

うに気をつけながら令和4年度は少しずつ平常に戻していきたいとのお話でした。
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