
６月１９日（日）に利用がない
場合には､臨時休館します。利用
希望者は､６月９日（木）１７時
までに早良公民館に利用申込を
お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

公民館だより 
福岡市早良公民館 

 福岡市早良区早良２－９－３３ 

℡：804-2420 FAX：804-2448 

１日(水) 10:00 ふれあいサロン（西町集会所）
４日(土) 10:30 子育てひろば 

５日(日) 13:20 人尊協総会・講演会 

７日(火) 15:00 消火避難訓練 

９日(木) 10:30 すみれ茶話会（陽光館） 

〃 19:30 自治協議会常任理事会 

１０日(金) 19:30 公民館運営懇話会 

１４日(火) 10:00 シルバー教室 

１８日(土) 10:00 99 歳母と暮らせば DVD 試聴 

  〃 14:00 サークル運営委員会 

１９日(日) 臨時休館予定 

２０日(月) 10:00 簡単クッキング 

２１日(火) 10:30 子育てサロン“さわらっこ”

２２日(水)  9:00 マイナンバーカード申請 

  〃 10:00 ふれあいサロン（西町集会所）

〃 13:00 民生児童委員会 

２４日(金) 19:30 壮年ソフトボール実行委員会 

２５日(土) 13:30 サークル人権学習 

２６日(日) 10:00 フリーマーケット 

２８日(火) 11:00 ロビー喫茶 

シルバー教室

公民館ブログもご覧下さい。→ 

中央児童会館“あいくる”が 

やってくる！～ 

６月４日(土)10 : 30～ 

場 所：講堂 

対象者：乳幼児の親子 
内 容：●親子遊び 

●パネルシアターなど

締切日：６月３日（金）まで 

※飲み物は各自でご用意ください。

健康講座 

６月1４日 (火)10：00～

場所：講堂 

講師：保健師・健康運動指導士 
内容：・ロコモ予防 

・正しいラジオ体操と
室内でできる筋力運動

対 象：シルバー教室生 
※ 動きやすい服装でおいで下さい。

※ 飲み物をご持参下さい。

子育てひろば 

６月２８日（火） 

時間：11：00～15：00 

場所：ロビー・テラス 

内容：12 時にラジオ体操をします。 

ロビー喫茶

お願い・・・来館される時は、マスクの着用・ 

検温・消毒をお願いします。 

臨時休館のお知らせ

６月１０日（金）19:３0～ 

場 所：学習室 

内 容：・令和４年度 
運営方針・事業計画 

・その他

※傍聴希望の方は
15 分前迄にお越し下さい

い。

第１回公民館運営懇話会 

【懇話会委員紹介】 

・安井一徳・大津留良平・小林泰光

・田上冨士雄・金丸文子・高田洋介

・岩下清子・永島弘匡・田中聡子

・松下佳世・齊藤安紀・荒川博樹

・辻 美佐子・園田 宏・谷口貴俊

・佐瀬弘親

（順不同・敬称略） 

簡単クッキング 

毎月の新講座始まりました！ 

６月２０日（月）10：00～ 

場所：調理室 

内容：ピザとデザート（コーヒーゼリー） 

定員：12 名  材料費：300 円   

持ってくる物：エプロン 

三角巾 

飲み物 

・12 時にラジオ体操をしま

す。

サークル人権講座

テーマ：｢アンちゃんから
見るニッポン｣ 

６月２５日 (土)13：30～

場所：講堂 

講師：北九州大学准教授 
アン・クレシーニさん

対象：館内・館外サークル会員 

第 1 回早良区人権講座 

｢電子メディアの子どもへの影響｣ 

～親子でスマホリテラシー～ 

６月２１日 (火)10 時～（9:30開場） 

講師：国立病院機構 九州医療センター小児科医長 
 ＮＰＯ子どもとメディア代表理事 
九州大学医学部臨床教授 

佐藤 和夫さん 
…………………………………………… 

｢助けて｣と言える社会へ 

～コロナの時代を生き抜くために～ 

７月７日 (木)1４時～15 時 30 分 

講師：ＮＰＯ法人 抱撲 理事長 
 奥田 知志さん 

【両日とも】 

会場：早良市民センター４階ホール 

申込：早良区生涯学習推進課【833-4401】 

※手話通訳、要約筆記あり

主催：早良区人権啓発連絡会議・早良区役所 



 

 

 

 

 

 

 

早良校区自治協議会よりお知らせ 

区役所に行かずに手続き 

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し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２２日（水）9：30～12：30 【会 場】早良公民館 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３日（金）～６月１７日（金） 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）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）

（２）通知カード又は個人番号通知書  （３）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

【 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。） 

※要事前予約

意外と知らない、ごみに関するクイズ 

下の三つのごみは、燃えるごみ？燃えないゴミ？ 

①使い捨てライター（使い切ったもの）

②ベルト

③使い捨てカイロ（使用済み） 答えは中央上部に 

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート 

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６日（月）、１３日（月）、２０日（月）、２７日（月） 9：00～12：00 早良公民館 

６月２日（木）、９日（木）、１６日（木）、２３日（木）、 

３０日（木） 

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） 

申込み、お問合せ：早良公民館 電話８０４―2420 

出店（無料） 
募集中 

フリマ

環境について 

考えるコーナー 

販売品目 

野菜・衣類・雑貨など 

※食べ物・酒・化粧品

は ありません

早良校区人権尊重推進協議会よりお知らせ 

早良校区社会福祉協議会よりお知らせ 

｢映画上映会」のお知らせ 

「99歳母と暮らせば」 谷 光章監督作品 ドキュメンタリー映画

と き：6 月 18 日（土） 10：00  ところ：早良公民館 講堂

対象：社会福祉協議会役員/社協関連ボランティア / 男女共同参画委員 

主催：早良校区社会福祉協議会（会長:園田 宏） 共催：早良公民館（館長:田中 伸扶） 

日時：6 月 5 日（日）14：00  場所：早良公民館 講堂 
人権に関する講演会を行います 

演題：「コロナ禍を越えて素敵な人生・地域づくりを」 

～私たちが学ぶもの・次世代に手渡すもの～ 

講師：マザー・アース人権啓発研究所 

  代表 山口 裕之さん 

申込先：早良公民館 ℡８０４－２４２０ 

定員：50人程度 

主催：早良校区人権尊重推進協議会 

ごみのクイズ答え 

①と②燃えるゴミ

③は燃えないゴミ


