
賀茂 第４４３号 令和４年６月１日 

福岡市賀茂公民館 福岡市早良区賀茂1丁目３３番7号   電話 863-7741 Fax 863-7952 

～

６月４日，１１日，１８日，２５日（土）
【利用時間】1０：００～１４：００

【場    所】  賀茂公民館 児童等集会室 

かも文庫の貸し出し冊数と貸し出し期間が，お一人3冊まで，

貸し出し期間は，2週間に変更いたしました。 

子育てサロン 開催！開催！ 

６月１日（水），1５日（水）

【時 間】10：30～13：00
【対 象】0歳児～4歳児の乳幼児とその保護者 

【年会費】100円（初回参加時に集めます） 

※コロナウイルス感染症感染拡大防止の為，館内での

食事はお控えください。
（状況により，変更する場合があります。ご了承ください。） 

       子ども体験学習 

10：00 ～12：30（予定） 
【場 所】  賀茂公民館 講堂・学習室  

【対 象】  小学4年生以上  

【定 員】  20名（先着順）   

【講 師】  賀茂公民館 そば打ちサークルのみなさん 

【参加費】 500円（当日集めます） 

※食物アレルギーのあるお子さんやアレルギーが心配な

お子さんはご遠慮いただいております。

  親子ふれあい教室 

10：30 ～12：30 
【場 所】  賀茂公民館 講堂  

【対 象】  乳幼児と保護者の方   

【定 員】  10組 程度   

【講 師】  陶芸教室「やわら木」後藤 和正さん

【参加費】 16㎝コース 1,000円 

 21㎝コース 1,300円 

お子様の成長の記念にいかがですか☆ 

    地域カフェ“Wellかも”

  ～癒しの周波数 ヒーリングハープ&ソロギター演奏～

13：30～15：30 
【場 所】  賀茂公民館 講堂・学習室 

【対 象】  地域にお住まいの方 

【定 員】  20人  

【運営協力費】100円 

「てみてる」 

荒牧てみさん（ヒーリングハープ）， 

荒牧輝信さん（ソロギター）のユニットです。 

癒しの周波数（432Hz,444Hz,528Hz）を使用した
ヒーリングハープとアコースティックギターによる
優しく温かい楽曲や演奏をお楽しみください☆彡

学び舎かも塾  

10：00 ～11：30 
【場 所】 賀茂公民館 講堂・学習室 

【対 象】 成人以上 【定 員】  30人 

【講 師】 花王グループカスタマーマーケティング(株) 

【持ってくる物】 鏡，ヘアピン，タオル，アイシャドウ， 

アイブロウ，メイク落としシート（持っている方）

普段お使いの物で結構です。難しくて使い方のわからない
ものがございましたら，お持ちください。

高齢者 教室 

   第1部  9：30 ～10：30

   第2部 11：00 ～12：00 

【場 所】 賀茂公民館 講堂  

運動のできる服装でお越しください。 

初めて参加される方は，ご都合の良い 

   時間帯を連絡の上，お申し込みください。 
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（水） 
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（土） 

６/1７ 

（金） 

６/2４ 

（金） 

「ミニ図書コーナー」を

ご利用ください。 

・総合図書館の本が８０冊。
・小説，児童書など。
・職員在館時（9：00～17：00）

いつでも貸出いたします！

お一人 3冊まで。 

貸し出し期間は，2週間です。 

要申込 

６月26日（日）臨時休館のお知らせ

※6月16日（木）までに，ご利用の申し込みがない場合

は，臨時休館いたします。

６/４ 

（土） 

要申込 

要申込 

要申込 

要申込 

下記事業はすべて，事前の申し込みをお願いいたします。 



●賀茂藤崎線は，2022年４月～６月の利用が目標を

達成しなければ，2022年９月末で路線廃止の判断が

なされる予定です。現状も，利用が目標を達成しておらず，

厳しい状況です。

●利用者を増やすため，賀茂小学校の作品を掲示した

ギャラリーバスの運行や，イオン原店で使用できるグッズ

引換券のバス車内での交付などを実施中です！

固有区間： 

原八丁目 
～賀茂駅 

イオン原店

６・７月 公民館・校区情報 

6月1日 水 10：30～ ・子育てサロン こがもひろば

6日 月 15：30～ ・人尊協事務局会

7日 火 19：30～ ・青少年定例会

9日 木 10：00～ ・野芥交番連絡会

12日 日 ・ラブアース

15日 水 10：30～ ・子育てサロン こがもひろば

16日 木 10：00～ ・食進会「低栄養予防講習会」

18日 土 ・賀茂小学校 土曜授業

21日 火 10：00～ ・社会福祉協議会 運営会議

22日 水 19：00～ ・子ども会育成会 定例会

23日 木 13：30～ ・ふれあいサロンなまず

25日 土 13：30～ 
・賀茂校区人尊協 推進大会
（賀茂小学校 体育館）

26日 日 ・校区壮年ソフトボール大会

7月6日 水 
10：30～ 
19：00～ 

・子育てサロン こがもひろば
・男女共同参画協議会 定例会

9日 土 13：30～ 
・高齢者グランドゴルフ大会
・地域カフェ
「アジア映画ジャングルスクール」

公民館でマイナンバーカードの申請をすると 

郵送で受け取れて大変便利です 

マイナンバーカードの申請受付や申請用写真撮影を行います。公民館

で申請すると区役所に行かずに手続きができ，カードは後日郵送で自宅

に届くので大変便利です。 

また，マイナンバーカードを既に持っている人には，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も行いま

すので，ぜひご利用ください。 

事前予約制です。 

予約期間に下記の受付センターへお申し込みください。 

【 日 時 】 令和4年6月25日（土）9：30～16：30

【 会 場 】 賀茂公民館 講堂・学習室 

【 対象者 】 早良区に住民票のある方 

【事前予約期間】 6月8日～6月22日 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）本人確認ができるもの（運転免許証，パスポートなどの原本）

【 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。） 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）１４：００～１５：３０

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 

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。 

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート 
【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） 

賀茂公民館 実施日 時間帯 

6月1日（水），8日（水），15日（水）， 

22日（水），29日（水） 
9：00～12：00 

6月4日（土），11日（土）， 

  18日（土），25日（土） 
14：00～17：00 

※ 終了時間の15分前までにお越しください


