
 

  
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

1 日（水）１０：３０ ママの子育てひろば

いいっこランド 

１３：３０ ふれあいカフェ 

（家族介護者の集い） 

5 日（日）  子ども会球技大会 

８日（水）１８：００ 公民館運営懇話会 

１0 日（金）１０：３０ いいはら学級 

１３：３０ 母子巡回健康相談 

１１日（土）１０：３０ 本の読み聞かせ 

１2 日（日） ９：００ 油山川清掃 

１４日（火）１９：００ 自治協役員会 

１７日（金）１０：００ 高齢者教室 

２０：００ 校区パトロール 

１9 日（日） ９：００ 町内一斉清掃 

２４日（金）１０：００ わくわくサロン 

２5 日（土）１９：００ 自治協議会運営委員会 

３０日（木） 公民館休館日 

未就園児と親のふれあい広場として、公民館講堂を

開放しています。 

マスク越し 見えない笑顔も 伝わるよ TEL ８６４－４５４５ 
FAX ８６４－６４９３ 福岡市飯原公民館 早良区原七丁目３－２１ 

6 月の行事予定 

日 時：６月１０日（金）午前 10 時３０分～ 

内 容：「人の命の大切さ」～ギター演奏と歌とお話 

講 師：Vocal unit foo 

☆６月の臨時休館について
６月３０日（木）は利用の申し込みがない場合は臨時 

休館致します。利用の申し込みは６月２０日（月） 

午後５時までにお願い致します。 

《高齢者教室》 

《フェアリーテール》本の読み聞かせ 

と き ６月１１日（土） 

ごぜん 10 じ 30 ぷん～ 

ところ いいはら こうみんかん こうどう 

ないよう  ろうどく・かみしばい ほか 

※マスクをしてきてください。

飯原公民館だより 

≪ふれあいカフェ≫ 

６月１日・８日・１５日・２２日 

・２９日はありません。

・感染状況によりコーヒーの

提供を中止することがあります。

いいっこランド 
６月１日・１５日
10：30～13：00 

《わくわくサロン》 
6 月 2４日（金） 午前 10 時～ 

☆内 容 運動

☆講 師 健康運動指導士（早稲田イーライフ飯倉） 

《ママの子育て広場》  
日 時：６月１日（水）午前 10 時 30 分 

場 所：飯原公民館 講堂 

内 容：子どもの歯と口の健康について 

講 師：保健福祉センター 

小山ありさ歯科衛生士 

田中智視保健師 

第３号 ２０２２年６ 月 １ 日 

氏名（敬称略） 役 職 

坂井 武彦 原中学校校長 

林 卓也 飯原小学校校長 

木村 俊彦 自治協議会会長 

鮫島 紘 社会福祉協議会会長 

尼ケ崎 雄文 老人クラブ連合会会長 

米澤 弘夫 民生児童委員会会長 

岡部 良子 男女共同参画協議会会長 

坂本 善行 体育振興会会長 

米倉 和彦 青少年育成連合会会長 

山下 孝司 子ども会育成連合会会長 

田中 龍三郎 防犯・交通安全推進委員会会長 

大神 正則 環境推進委員会会長 

小野原 陽子 健康づくり推進委員会会長 

江見 礼子 サークル代表

甲斐 景子 元社会教育委員 

令和４年度公民館運営懇話会について 

公民館運営懇話会は、公民館の運営・事業に住民の意思を

反映させるために設置されています。今年度の委員の皆様

をご紹介させていただきます。 

第 1 回公民館運営懇話会 

日 時：６月８日（水） 午後６時～  

場 所：飯原公民館講堂 

運営懇話会は公開で行いますので傍聴希望の方は  

公民館までお問い合わせください。 

日 時：６月１７日（金） 午前１０時～ 

場 所：飯原公民館 講堂 

内 容：「防災の話」 

講 師：早良区役所 防災・安全安心係

・公民館にご来館の際は、マスクの着用、検温、消毒に

ご協力をお願いします。

・行事や講座は、新型コロナウイルス感染状況等により

中止する場合があります。

《いいはら学級》 
（公民館人権講座・男女共と共催） 



こいのぼり写生会の絵を 

返却ご希望の方は、公民館まで

受け取りをお願いします。 

 

  
  

《かたつむり文庫》 

４日・１１日・１８日・２５日（１４時～１６時） 

・児童等集会室 ・本の貸出しと返却

 図書館の本、児童書 480 冊・一般書 150 冊

を入れ替えました。ご利用ください。

 本の貸し出し・返却はいつでも事務室で受け

付けます。

飯原公民館メールアドレス 

 iihara114@jcom.home.ne.jp 

令和４年度 早良区人権を考えるつどい 

テーマ 「助けて」と言える社会へ～コロナの時代を生き抜くために～

講 師  ＮＰＯ法人 抱樸 理事長 

奥田 知志（おくだ ともし）さん 

日 時  ７月７日（木）１４時００分～１５時３０分 

会 場  早良市民センター ４階ホール 手話通訳、要約筆記あり 

事前申し込み必要。先着２００名。６月１３日（月）から受付。 

早良区生涯学習推進課へ電話（℡833-4401）でお申し込みください。 

主催：早良区人権啓発連絡会議・早良区役所 

飯原公民館事務補助要員募集のお知らせ 

仕事内容 事務作業補助（パソコンが使える方） 

募集人員 １名 

詳しくは公民館までお問い合わせください。 

町内一斉清掃 

１９日（日）午前９時～ 

私たちの校区の環境美化を推進するため

自治会内の一斉清掃に 

ご参加ください。 

ラブアース・クリーンアップ 2022
油山川清掃 

6 月 12 日（日） 午前 9 時～ 

きれいな川を守りましょう。 

皆様のご協力を 
お願いします。 

校区パトロール 

6 月 17 日（金）午後 8 時～ 

皆様のご参加をお願い致します。 

公民館にご集合ください。 

※諸事情により中止することが

あります。

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。 

実施日 時間帯 実施場所 

６月 7 日（火）、14 日（火）、21 日（火） 

28 日（火） 
9：00～12：00 

飯原公民館 
６月 3 日（金）、10 日（金）、17 日（金） 

24 日（金） 
14：00～17：00 

※終了時間の 15 分前までにお越しください

【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 

ああ健康講座
主催：健康づくり推進委員会 

日時：6 月 21 日（火） 
  午前 10 時～ 

講師：大木整形外科 
橋田先生 

健康寿命を延ばす体操、 

保健師による血圧測定と 

健康相談があります。 
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