
歩こう会 
6 月 18 日（土）6：30 

公民館エントランス集合 
水分補給用の飲料水も忘れずにお持ちください。 

共催：校区健康づくり実行委員会、福岡市スポーツ推進委員 

(地域包括ケアシステム関連講座) 

カフェしかた＆よかとこカフェ
『オーラルケアのはなし』

6 月 14 日 (火) 13：30～15：00 
いつまでも美味しく食べられるように。。 
お口のお手入れと機能アップについて、レクリエーショ
ンを交えてお話します。

場所：四箇田公民館 講堂 
講師：歯科衛生士 石松薫さん 

共催：四箇田公民館、校区自治協議会、校区民生児童委員、 
早良第 6 いきいきセンター、さわら南よかとこネット、 
早良区保健福祉センター、早良区社会福祉協議会 

福祉施設の商品販売も予定しています。 

No. 463 号  
令和 4 年 6 月 1 日 

なやんでる？ 話してみよう 楽になる 
(令和 3 年度人権標語入選作品) 

(乳幼児ふれあい学級) 

スマイル広場＆しかたっこランド

『おひるねアート』
6 月 13 日 (月) 10：30～11：45 (予定) 

背景や小物をつけて撮影する、子どもさんと一緒につくる 
アート写真です。今しか撮れない表情を絵本のように

残しましょう。

場所：四箇田公民館 講堂 
講師：小川富美子さん 
対象：0 歳児から就学前の乳幼児と保護者 
定員：10 組   
※お電話 または→右 QR コードより

お申し込みをお願いします。 
申込み〆切：6 月 9 日(木) 
応募多数の場合は抽選とさせていただきます。   

※スマートフォンまたはカメラを忘れずにお持ちください。 

(高齢者地域参画支援講座) (人権問題学習講座) 

しかたカレッジ
『津軽三味線とわが人生』 

6 月 16 日 (木) 10：00 (2 時間程度) 
情熱的な津軽三味線の音色にのせて虎高さんの壮絶な 
人生を語っていただきます。 
場所：四箇田公民館 講堂 
講師：安部高広(虎高)さん 
定員：24 名  ※お申し込みをお願いします。 
申込み〆切：6 月 10 日(金) 
応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 

のびのび体験クラブ
『1 万個のつみきであそぼう！』 

6 月 25 日 (土) 10：00～12：00 
カプラという長方形の小さなつみきを使って
みんなで協力し「高さ積み」や「ナイヤガラの滝くずし」
に挑戦しよう！集中力が大事だぞ…。

場所：四箇田公民館 講堂 

講師：つみきや 原田圭悟さん 

対象：四箇田校区在住小学生 

定員：25 名 ※お申し込みをお願いします。 
詳しくは四箇田小学校配布のプリントをご覧ください。 

(男女共同参画学習講座) 

親子で学ぶ性教育 
『からだについていっしょにまなぼう』 

7 月 2 日 (土) 10：00～11：30 
これから心身ともに成長する子ども達にいつ、何を、どの

ように教えたらよいのか 迷われる方も多いのでは・・・ 

性教育の入口を探る講座です。ぜひ親子でご参加ください。 

場所：四箇田公民館 講堂 
講師：助産士 佐藤繭子さん 
対象：幼児～小学校低学年向け 
定員：25 名  

※お申し込みをお願いします。

共催：校区男女共同参画委員会 

(地域の担い手パワーアップ講座) 

『防災倉庫見学と地域防災のはなし』 
7 月 9 日 (土) 10：00～11：30

ふだん見ることのできない、ともてらす早良内の「防災備

蓄倉庫」を特別に案内します。 

四箇田校区の危険箇所についてのお話も聞けます。 

場所：ともてらす早良 小会議室 
講師：早良区役所総務課安全・安心係 木原章さん 

定員：25 名 ※お電話 または↓下 QR コードより 
お申し込みをお願いします。 

共催：校区防犯防災委員会、ともてらす早良 

新緑がまぶしい初夏は生命活動が活発になる時期です。

公民館の様々な事業に参加され、元気いっぱい生き生きと

した毎日をお過ごしください。 

昨年取り組みました「しかたチューリップガーデン」の

オーナーの皆様、ご協力ありがとうございました。 花は

終わってしまいましたが、植木鉢の中には球根が眠ったま

まになっています。一年後、また可愛い花を咲かせてほし

いですね。 お預かりしておりました植木鉢をお持ち帰り

になられる方は事務室にお声かけください。（６月中にお願

いいたします） 



6 月 16 日(木)17：00 までに会議等でご利用の申請が 

ない場合は臨時休館とさせていただきます。 

【6 月臨時休館日】 

6 月 26 日 (日) 

公民館サークル紹介 

コロナで活動ができない期間が続

いていましたが、ようやく再開する

ことができました。

歌う事は筋力や脳を活性化し、誤嚥

（ごえん）防止、認知予防になりま

す。感情表現が苦手な方でも、歌う

ことで表現が柔らかく笑顔になり、

ストレス解消にもなります。

歌はいいですよ♪ 一緒に笑顔で

楽しみませんか？

シニアカラオケ
曜日と時間：土曜日 10：00～12：00 

場所：地域団体室   対象：シニア 会費：600 円／月 

★令和 4 年度
第一回 四箇田公民館運営懇話会

公民館運営や事業について地域の方々
の意向が公民館活動に反映されるよう
ご意見をいただきます。 
令和 4 年度運営懇話会委員のみなさん 
です。  

日時：6 月 29 日(水) 19：00 

場所：四箇田公民館 講堂 

内容：今期事業予定など 

＊傍聴ご希望の方は開始 15 分

前までにお越しください。 

本年度、第一回の運営懇話会は下記の
とおり行います。 

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 知志さん 

日時 7月 7日(木)14：00 ～15：30 

(13:30開場) 

会場 早良市民センター ４階ホール 

手話通訳、要約筆記あります。 

事前申込みが必要です。 

先着 200名 

6月 13日(月)より受付を行います。 

★ご予約・お問合せ先

早良区生涯学習推進課 

  TEL：092-833-4401 
主催：早良区人権啓発連絡会議・早良区役所 

●令和４年度 早良区人権を考えるつどい

校区リサイクルステーションより 

！ 
！

雨シトシトのうっとうしい季節ですね。 

衣替えを兼ねてタンスや押入に風を入れま

しょう！整理後、リサイクルできる物がご

ざいましたら、ぜひステーションへお持ち

下さいますようお願い致します。 

四箇田公園前 (ともてらす早良東側) 

【開所時間】 
水・土・日曜日 9：00～17：00 

新型コロナウィルスの感染状況により 
休館、または事業内容の変更・中止となる場合
があります。あらかじめご了承ください。 

四箇田公民館 
LINE公式アカウント 
活動報告やおしらせは 

こちらから。 

ぜひご登録ください！ 

※紙袋でお出しの際は

ひもで縛るなど 

中身が出ないようにし

ていただくと大変助か

ります。 

氏名 所属

  白石　亀則  校区自治協議会会長

  泉　敦哉  金武中学校校長

  西村　芳美  四箇田小学校校長

  守谷　美紀  体育振興委員会委員長

  木下　まさ子  男女共同参画委員会委員長

  藤川　幹  民生児童委員会校区会長

  青木　真由美  衛生委員会委員長

  菰田　高昭  青少年育成委員会委員長

  久保山　國高  校区老人クラブ会長

  阿比留　邦子 サークル代表者会会長

  高須　志津江  金武中学校PTA副会長

  坂本　鉄兵  四箇田小学校PTA会長

  田中　耕太郎  しかた保育園園長

  福井　隆夫  四箇厚生園施設長

  新徳　重昭  ともてらす早良館長

(順不同・敬称略) 

6 月 1 日～29 日の水・土曜日 

新型コロナウィ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いたします。 

サポート時間は日によって異なりますので公民館までお問合せください。

四箇田公民館でワクチン接種予約サポートをおこないます。 


