
【田村校区人尊協 2022年度 総会のご案内】

日時：6 月 20 日（月）18：30～ 

総会：18 時 30 分～ 

総会記念講演会：19：00～ 

テーマ 名作 「瞼の母」紙芝居で学ぶ

～シニアライフの諸問題～ 

多くのご参加をお待ちしております。 

 

 

 

田村公民館 

福岡市田村公民館 福岡市早良区田村３丁目 24-22 TEL862-7349 FAX862-5467  E-Mail tamura127@jcom.home.ne.jp 

2022（令和4）年6月1日【339号】 

令和 4 年度 早良区人権を考えるつどい 

「いいなか学 級 」

毎月いろいろなテーマについて自由に語り合う憩いの場です

（概ね 60 歳以上対象） 

日時：6 月 27 日（月）13：30～15：00 

場所：田村公民館 講堂 

内容：「楽しくできる かんたん体操」 

座位を中心の運動（自宅でも集いの場でも継続して 

取り組んでいただける運動です） 

※ 7・8 月はいいなか学級はお休みします。

【男女共同参画部 基礎講座】 

● 映像で学ぶ 男女共同参画入門 ●

日時： 6 月 19 日（日）10：00～11：45 

場所： 田村公民館 

内容： 映画視聴・かんたんな入門講座 

映画 ① 男らしさ/女らしさ（30 分） 

② 結婚・家庭におけるジェンダー（30 分）

参加ご希望の方は公民館までご連絡下さい。Tel 862-7349 

感染対策をして委員一同おまちしております。 

公民館駐車場内に設置しています 

紙リサイクルステーション利用のご案内 

毎日 9：00～17：00まで利用できます。 

古紙は新聞(チラシを含む）、段ボール、

雑がみ（雑誌、ティッシュの空き箱な

ど）の 3種類に分け、ひもで十字にしば

って出す（ひもはステーションにも用意

しています）。チラシについては、新聞の

折り込みチラシは新聞に、それ以外のチ

ラシは雑がみに分類する。

かっこ 

日 時 6 月 4 日（土）受付時間 9：30～ 出発 10：00～ 

目的地 飯盛神社 文殊堂 

初夏のさわやかな風を感じながら、『飯盛神社』までゴミ拾いをし

ながら歩きます。お茶・軽食・おみやげを用意してますよ～！ 

どなたでも参加できます。参加希望の方は公民館で事前に受付け

ています（先着 30 名）。5/31 までにお願いします。Tel 862-7349 

主催/衛生健康部・環境活動推進部 

にこにこランドたむら 

６月６日（月） 10：00～12：00 

わらべうた遊び 

６月２０日（月）10：00～12：00 

水遊びおもちゃ制作 

対象：未就学児とその保護者 

場所：田村公民館 講堂 
（予約不要） 

公民館主催 

６月８日（水） わらべうた 
講師：フラワーキッズ 今泉由佳先生 

６月２２日（水） 防災について 
～乳幼児の緊急対応法～ 

講師：校区担当保健師・防災センター 

時 間 10：00～12：00 

場 所 田村公民館 講堂 

対 象 0～1歳児とその保護者 

＊予約は要りません。 

お気軽にお越しください！ 

田村小 

６月号 

4日・11日・18日・25日 

（雨天中止） 

田村公民館 

【集 合】  9：45 

【出 発】 10：00 

6月の歩こう会 

🔶ラブアース🔶 

◎日時 6 月 12 日（日）◎

時間 AM 9：00～ 

＊室見川・集合場所 花立公園 

・実施団体 本町・貞島・新町・ 

西田村・6 丁目・中田村 

＊金屑川・集合場所 金屑川人道橋 

・実施団体 城角町町内会

＊田村東公園・集合場所 公園 

・実施団体 東田村

スーパー

キッド

福岡 

歯科大 
ロー

ソン

乳幼児の親子対象 

日 時：6 月 29日（水） 

10：30～12：00 

場 所：田村公民館 講堂 

内 容：手形皿の絵付け体験 

講 師：スマイル工房 

参加費：500円 

定 員：15組 

（定員になり次第締め切ります） 

持ちもの：タオル ・ 飲み物 

*汚れてもいい格好でお越し下さい。

お申し込みは田村公民館まで862-7349 

初夏のウォーキング大会

mailto:tamura127@jcom.home.ne.jp


【城角子ども会 廃品回収】 

6 月 19 日（日）午前 10 時スタート 

＊雨天の場合 6/26（日） 

〔ルート回収〕 

10 時～10 時 30 分の間に出して下さい。 

〔回収場所〕 

4 丁目…田隈中学校正門東側プール横 

5 丁目…森町公園 

【田新町子ども会 リサイクル活動】 

6 月 19 日（日） 〈雨天決行〉 

午前 9 時～10 時 🔶時間厳守🔶 

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

受取講座登録のサポートも行いますので、ぜひご利用下さい。 

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 7 月 7 日（木）13：30～16：30 

【会 場】 田村公民館 講堂 

【対象者】 早良区に住民票のある方 

【事前予約期間】6 月 20 日（月）～7 月 4 日（月）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】 

⑴ 通知カード又は個人番号通知書 ⑵ 住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

⑶ 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。） 

【月 1 回の休館について】 

6 月 30 日（木）は利用申込がない場合は臨時休館します。利用を希望される場

合は 6 月 20 日（月）の午後 5 時までに利用申込をお願いします。 

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

ポートします。 

実施日 時間帯 実施場所 

6/3（金） 6/14（火） 6/17（金） 6/28（火） 9：00～12：00 
田村公民館 

6/7（火） 6/10（金） 6/21（火） 6/24（金） 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 歳から 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 ヶ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) 

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（Tel833-4401）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 

【田新町町内会】 

『消火器・AED の 

取扱い方講習会』 

日時：6 月 26 日（日） 

時間：10 時頃（少雨決行） 

場所：田村北公園 

（セブンイレブン前） 

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート 

区役所に行かずに手続き 

各町からのお知らせ 

その言葉 君が変われば 変わる世界 


