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公民館休館日のお知らせ

【お問い合わせ・申込み：公⺠館】

第14回百道浜校区人権標語
寄り集う友ときずなの百道浜の会

「どうしたの その優しさが
みんなを救う」 大熊 彩未

「助け合う 社会をつくる 言動を」 一瀬 映瑠

ご来館の際には、マスクを着用ください。
マイスリッパもご持参されると安心です。

https://www.facebook.com/momochihamakouminkan/

百道浜公民館の最新情報はこちらの
フェイスブックをご覧ください。

6月24日（金）
16:00～

17:30

【お問い合わせ・申込み：公⺠館】

主催：校区衛生連合・公民館

（公民館前集合）

百道浜公民館講堂

6月26日(日)は休館日と
させていただきます。

校区在住の小学生・中学生対象

講堂と児童等集会室を開放します。百道浜在住の小学生・中学
生（はまっ子）の皆さん、公民館に遊びに来てください。お父さ
ん、お母さんもご一緒にどうぞ！
※兄弟児で未就学のお子さまには必ず保護者の付き添いを お願
いします。未就学児のみの参加はできません。ご了承ください。

定 員：先着順20名
対 象：どなたでも
会 費：1,000円
申 込：６月１日受付開始
持ち物：エプロン、三角巾、

ハンドタオル

地域包括ケア

定員20名程度。雨天中止。
参加費無料。

公民館SDGsカフェ
無料でコーヒーを提供します。
お友達やお子様と一緒にご来店ください。
みんなで楽しくおしゃべりしませんか？

6月11日(土)12:00～16:00

6月25日(土)12:00～16:00

＠公民館テラス

新型コロナウィルス感染症の拡⼤により、予定が変更に
なる場合があります。《 》

卓球 折り紙
オセロ

マンガ読書

6月11日・25日(土)13:00～15:00

【お問い合わせ・申込み：公⺠館】

第2回乳幼児ふれあい教室

場 所：百道浜公民館講堂
参加費：無料
定 員：先着順親子８組

（乳幼児１～３歳とその保護者）

第1回公民館運営懇話会
6月18日㈯ 13:30～15:00
百道浜公民館地域団体室

※傍聴ご希望の方は、
公民館へお問合せください。

【講師ご紹介】

眞弓 由香さん／料理家・フードスタイリスト
『食卓の上の世界旅行』をテーマに世界各国の家庭料理
のレッスンやパーティーの料理制作をはじめ、Web、広
告を中心に料理とテーブル周りのスタイリング、レシピ
考案、料理番組への出演等、幅広く活動中。

主催：校区男女共同参画推進協議会・公民館

『はまっ子くらぶ』

紙飛行機

スパイスの効能を確かめながら、体にやさしいカレー
作りに挑戦します。老若男女問わず、どなたでも参加
できます。

MENU
薬膳カレー

酷暑を乗り切る２種のカレー

≪レシピはお持ち帰りいただけます。≫

specialカレーを作ってみませんか？

新型コロナウイルス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。

６⽉ 毎週⽔曜⽇ 9:00~12:00
毎週⼟曜⽇ 14:00~17:00

百道浜公⺠館
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)

今回はﾉ ﾙ ﾃ ﾞ ｨ ｯ ｸ ｳ ｫ ｰ ｷ ﾝ ｸ ﾞ 協会福岡支部の指導員さん
を招いて、歩き方やポールの使い方のレッスンを受けます。

6

お気軽に
どうぞ！

福岡市立児童会館「あいくる」に
よる七夕ブラックシアター開催！
親子ふれあい遊びも行います。
お楽しみに～！！

DE健康づくり

新型コロナワクチン接種
インターネット予約サポート



１日 水 子育てサロン10:30～

3日 金 いきいきカフェ13：30～

4日 土
防災定例会10:00～ 防犯定例会11:00～ 自治協規約
改正委員会17:30～ 新任自治会長・新任地域団体長
研修会18:00～ 自治協定例総会19:00～

7日 火 社協総会15:00～

8日 水 にこもちキッズ15:30～

11日 土
乳幼児ふれあい教室10:30～ はまっ子くらぶ13：00～
SDGｓカフェ12：00～

12日 日 ラブアース10:00～

13日 月 ふれあいサロン13:30～

14日 火 人尊協総会13：00～

15日 水 子育てサロン10：30～

17日 金 いきいきカフェ13:30～

18日 土 ごみ減定例会10:00～ 運営懇話会13：30～

22日 水 にこもちキッズ15:30～

24日 金
防犯パトロール21:00～ 三者会議20:15～
ノルディックウォーキング16:00～

25日 土
薬膳カレー講座9:30～ はまっ子くらぶ13：00～
SDGsカフェ12:00～

26日 日 町内バレーボール大会9:30～

27日 月 ふれあいサロン13:30～

百道浜校区の主な⾏事
地域活動日程の変更・中止など、百道浜自治協議会
ブログをご確認ください。QRコードはこちら⇒
https://momochihamajk.blogspot.jp/

★ふれあいサロン
校区の65歳以上の⽅はどなたでも参加できます。
6月13日（月）世界よかよか見聞録 寺田多実子さん

6月27日（月）明治食育セミナー・ヨーグルトのひみつ
場 所：公民館講堂 時 間：13:30～14:30

※マスクのご着用をお願いします。

お問い合わせ：公⺠館または⺠⽣委員

防犯パトロール
⽇時：6⽉24⽇（⾦）21:00〜 公⺠館前集合

「私たちの百道浜は、私たち自身で守る」を合言葉に実施
しています。各町内の防犯委員の皆様、校区の皆様のご協
力、よろしくお願いいたします。

★百道浜老人クラブ
校区の60歳以上の⽅はどなたでも参加できます。

⼊会希望・お問い合わせ：公⺠館

★子育てサロン
日 時：6月 1日（水）10:30～12:00 講堂

6月15日（水）10:30～12:00 講堂
場 所：講堂 ※曜日と場所を変更しています！
予約をお願いします。先着親子8組です。（空きがあれば、当
日の参加も可。お電話ください。）当日はマスク着用をお願

いします。体調がすぐれないときは参加をご遠慮ください。

かもめ文庫の読み聞かせ＆手遊びもあります♪

★にこもちキッズ（未就学児の子どもと保護者、兄弟可）

『布遊び』
日 時：6月8日（水）15：30～16：30 講堂

バスタオルを使って綱引きをしたり､ソリのように上に座って
一人が引っ張って遊んだりします｡大きめのバスタオル・水筒
を持参してください。動きやすい服装でお越しください。

『ピカピカ泥だんごを作ろう』
日 時：6月22日（水）15：30～16：30 講堂

泥ダンゴキットを使って泥だんごを作ったらピカピカに光るま
で磨きます。汚れてもよい服装でおこしください。着替え、手
拭きタオル、水筒を持参ください。
先着親子8名。初めての方は公民館にお電話をお願いします。

6日（月）役員会 9:30～ 定例会 10:00～

7日（火）公園清掃 9:00～

12日（日）ラブアース

14日（火）かたらん会 13:00～

16日（木）校区内清掃 9:50～

20日（月）役員会 9:30～ 定例会 10:00～

21日（火）アイランドアイ見学

28日（火）かたらん会 13:00～

防犯推進協議会・⾃治協議会

連絡先：⽼⼈クラブ 会⻑ 村⼭090-3412-4560

⽇ 時：6⽉3，17⽇㈮13:30〜16:00
6/ 3 15:00 〜保健福祉課運動指導⼠さんによる⾎圧測定､

お宅で出来る運動･健診の話
6/17 15:00 〜ももち体育館中村先⽣による健康体操
場 所：百道浜公⺠館 児童等集会室ロビー

地域包括ケア

主催：社会福祉協議会、⺠⽣・児童委員、公⺠館
【お問い合わせ：公⺠館】

⾃治協議会からのお知らせ
⽇ 時：６⽉４⽇(⼟)

自治協規約改正委員会 17:30～
新任自治会長及び新任地域団体長研修会 18:00～
自治協定例総会 19:00～

体育振興会より
百道浜地域情報

お弁当を準備します。
たくさんのご参加をお待ちしています。

⽇ 時：6⽉26⽇(⽇) 9:30〜13:00
場 所：百道浜⼩学校体育館
持ち物：上靴、タオル、お茶

申込・問い合わせ：体育振興会 岸川 090‐9655‐6650

ごみ減量・リサイクル推進会議より

ラブアース・クリーンアップは、地球環境と地域行動
の実践活動として、市民・企業・行政が協力し、力を
合わせて始めた地域環境美化運動です。中止の場合は
自治協議会ホームページに掲載します。※雨天中止

日 時：６月１２日(日) 午前10時受付開始（約1時間）
集 合：百道浜海浜公園 持参品：タオル
主 催：ラブアース・クリーンアップ福岡地区実行委員会

お問合せ：百道浜校区ごみ減量・リサイクル推進会議

定例総会は公民館で開催します。ただし、コロナ感染
状況によりズーム開催になることもあります。

6月の予定

６⽉１２⽇開催予定の校区避難訓練は延期いたします。
災害時に⽀援が必要になる⽅の把握や⽀援体制を確認した
上で開催したいと思います。少しでも現実的なものにする
ための延期です。ご理解よろしくお願いいたします｡

防災対策推進協議会・⾃治協議会

ダーツ 第1・第３水曜日13:30～いこいの家
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞゴルフ 毎週木曜9:00～11:00 百道浜東公園
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