
たぐまカレッジ -田隈公民館 講堂-

◆ どこでも美術館 少しだけ体験もあります
～やきものの手触りを感じてみよう～ 

【日 時】６月３日（金）１０:００～ 

【定 員】先着３０名（要予約） 

【講 師】福岡市美術館 学芸課 

【持ち物】お茶・エプロン・雑巾・マスク 

◆ 落語で学ぶ人権問題

【日 時】６月１７日（金）１０:００～ 

【定 員】先着３０名（要予約） 

【講 師】内浜落語会 粗
そ

忽
こつ

家
や

堪
かん

心
しん

さん 

【持ち物】お茶・マスク 

◆ 認知症サポーター講座

【日 時】７月１日（金）１０:００～ 

【定 員】先着３０名（要予約） 

【講 師】早良区地域保健福祉課 

【持ち物】お茶・マスク 

各講座申込先：田隈公民館 

◆あそぼうクラブ◆ 対象：小学生 

ご好評につき 

第２回開催！

【日 時】６月２５日（土）１０:００～１２:００ 【場 所】田隈公民館 講堂 

【定 員】先着２０名（定員になり次第受付終了） 【参加費】２００円 

【持ち物】すいとう・マスク・汚れてもいい服装  【講 師】福岡市博物館 

【申込先】田隈公民館（受付時間 → 月曜～土曜の９時～１７時） 

★ 子ども料理教室 ★  対象：小学３年生以上
今月の料理は…『朝ごはん』 

《日 時》６月１１日（土） 

１０:００～１２:００ 

《場 所》田隈公民館 講堂 

《定 員》先着２０名（定員になり次第受付終了） 

《参加費》２００円 

《持ち物》すいとう・エプロン・三角巾・マスク・タオル 

《申込先》田隈公民館（月曜～土曜の９時～１７時） 

令和４年（２０２２年） ６月１日  №３ 

★主事のひとりごと★ 公民館よいとこ 一度はおいで

高校の家庭科で 

『お金』の授業が始まりました！ 

★乳幼児教室★ -田隈公民館 講堂-

あ り ん こ 教 室 
● はじめての絵本選び

【日時】６月８日（水）１０:００～ 

【定員】親子１５組程度（要予約） 

【講師】たぐま文庫の皆さん 

● 離乳食についてのお話 （※料理は作りません）

【日時】６月２２日（水）１０:００～ 

【定員】親子１０組程度（要予約） 

【講師】田隈保育所 

各講座申込先：田隈公民館 

サークル代表者会のお知らせ

【日時】６月１１日（土） １４:００～ 
【場所】田隈公民館 講堂

新年度、第１回目の代表者会になりますので代表者

は出席をお願いします。代表者が出席できない場合は、

代理の方の出席をお願いします。 

たぐまミニ図書館 －田隈公民館 児童室－ 

📖気楽に気ままに読書タイム📖
２０２２年度本屋大賞の『同士少女よ 敵を

撃て』は、２月下旬から続く、ロシアによるウク
ライナへの軍事侵攻に「タイムリーになりすぎたこ

とは本当につらい。戦争のどういうところが嫌いか

を伝えるために、戦争の悲惨さや異常性を書くとい

う方向に進むことにしたんです。」と作者の逢坂冬

馬さんの弁。

『シルバー川柳 ９』より「聞く側も同じ話と
気が付かず」「登下校見守るワシを見守る子」など

投稿者達のうまいこと。他に、『老化を止める最

強の食べ方』では、「糖化」を防いで、健康・若
さを保ちましょう。 

今回は、初めて参加する方を

優先とさせていただきます。 

公民館臨時休館のお知らせ 

６月２９日（水）は利用の申込みがない場合、臨時休館します。 

利用申込みは、６月２０日（月）１７時までにお願いします。 

財務支局の出張講座【令和お金の常識】 
 

令和 4年 6月 19日(日) 10:00～ 
公民館講堂 先着 30名(要予約) 

習ってない若者は公民館に集合！

世代毎のトラブル対策 

あれこれ基礎知識 

家計管理 

資産形成 

土曜日の１３時～１６時まで 

読書タイムとして開放中！ 

コーヒーも準備していますよ



田隈公民館だより  令和４年（２０２２年） ６月 1日 №３ 裏面 

日 曜 時間 内  　容

1 水 19:30 自治協議会　役員会

2 木 19:30 社会福祉協議会　役員理事会

3 金 10:00 たぐまカレッジ　《他１７（金）》

4 土 ー 田隈小学校運動会

8 水 10:00 ありんこ教室　《他２２（水）》

8 水 12:30 民生委員児童委員　役員会　《他２２（水）》

8 水 20:00 自治協議会　理事会

9 木 20:00 ジュニア・ユース育成会　定例会

10 金 21:00 夜間パトロール　《他２４（金）》

11 土 10:00 子ども料理教室

11 土 14:00 サークル代表者会

12 日  9:00 ラブアース　クリーンアップ２０２２

14 火 13:30 老人クラブ連合会　盛年部長会

15 水 19:30 学校施設開放連絡会

16 木 13:30 校区献血の日

18 土 13:00 フレンズタイム

18 土 13:00 実践護身術講座

19 日  9:00 高齢者ソフトダーツ大会

19 日 10:00 ヤングカレッジ講座　「令和お金の常識」

20 月 10:00 たぐまウォーキングクラブ 

21 火 19:30 男女共同参画協議会 定例会

22 水 14:00 民生委員児童委員協議会　定例会

24 金 13:30 老人クラブ連合会　役員会

25 土 10:00 あそぼうクラブ

25 土 10:00 老人クラブ連合会　定例会

25 土 13:30 人尊協　ポスター掲示作業

29 水 ー 公民館臨時休館日

29 水 13:30 母子巡回健康相談

６月の公民館・校区行事予定表

※状況により、中止・延期・時間変更になる場合もあります。
開催の確認は各団体、または公民館まで。

校区壮年ソフトボール大会 結果報告！ 

《優 勝》田隈２丁目 

《準優勝》野芥１・２丁目１・２区 

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 

献血にご協力下さい！ 
【日程】６月１６日（木） 

【時間】１３:３０～１６:００ 

【場所】田隈公民館 講堂 

主催:田隈校区衛生組合連合会 

◆ 実践 護身術講座 ◆
いざという時に備えて、いろいろな場面に対応した 

護身術を練習します。参加費は無料です。 

【日 時】６月１８日（土）１３:００～１５:００ 

【場 所】田隈公民館 講堂 

【対 象】高校生以上の女性 

【定 員】先着２０～２５名（要予約） 

【講 師】吉田 哲三さん（田隈１－２区在住・少林拳６段） 

【持ち物】お茶・タオル・運動できる服装・マスク 

【締切日】６月１５日（水） 

【申込先】田隈公民館 

※参加者が多数になった場合、２回に分けます。

 母 子 巡 回 健 康 相 談 

【日 程】６月２９日（水）  【受 付】１３:３０～１４:００ 

【場 所】田隈公民館 講堂  【内 容】身体測定・育児相談等 

【持ち物】母子健康手帳・マスク 

【予約・問い合わせ】 早良区保健福祉センター 

地域保健福祉課 （電 話）８３３－４３６３  （ＦＡＸ）８３３－４３４９ 

★田隈校区人権尊重推進協議会よりご案内★

人権週間 ６/２７（月）～７/３（日） 

◎ 記念講演では、『インターネット時代の人権侵害』についての
お話と、田隈中学校の吹奏楽部による演奏会を予定しています♪

【日時】７月２日（土）午前１０時 【会場】田隈小学校体育館 

※詳しくは、人尊協だより・チラシ等をご覧下さい。

◆田隈小学校の４年生～６年生による“ポスター”と、田隈中学校の２年生
による“標語”を下記の場所に展示します。ぜひご覧ください！

【展示場所】田隈公民館，田隈人権のまちづくり館 

福岡銀行野芥支店，ＪＡ福岡市田隈支店 

西日本シティ銀行野芥支店，地下鉄野芥駅 

【展示期間】６月２５日（土）～ ７月１１日（月）の予定 

※公民館は７月２４日（日）まで展示

■たぐまウォーキングクラブ
毎月第３月曜日開催（雨天中止） 

【と き】６月２０日（月） 

【集 合】田隈公民館 ９:５０ １０時出発 

【行き先】室見川河畔コース

【持ち物】お茶・マスク・タオル・帽子 

主催：田隈校区衛生組合連合会

✿たぐま文庫だより✿
今年度は、ありんこ教室（旧かるがも教室）の開講式

が２年ぶりに開催。私達たぐま文庫メンバーも気張って

練習を続けた甲斐がありました。 

６月８日には『はじめての絵本選び』で、絵本ごと
の特色や子どもに与える影響など、ためになる話をしま

す。参加をお待ちしています。雨模様で外に出たくない

時は、読み聞かせでよりスキンシップを!! 

＊ ６ 月 の お す す め 絵 本 ＊ 

★グランパグリーンの庭 ★とけいのほん①

★どうぶつサーカスはじまるよ ★あかいかさ

★ひつじかいとうさぎ ★かさ さしてあげるね

★ぼくじてんしゃにのれるんだ ★雨、あめ

※初めて本を借りる方は、公民館の事務所まで声をお掛け下さい。

●ラブアース クリーンアップ 2022 

【実 施 日】６月１２日（日） 

【実施個所】金屑川 

【集合場所】田隈小学校 校庭 

【集合時間】午前９時（開会式） 

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１日（水）、８日（水）、１５日（水）、２２日（水） 9：00～12：00 
田隈公民館 

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

【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 

【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） 

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート 
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