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◆日 時  ６月１６日(木) 午前１０時～

◆場 所 内野公民館 講堂

◆講 師 歯科衛生士 石松 薫さん

早良区保健福祉課 

担当保健師 阿部 智恵さん 

◆対 象 高齢者ふれあい学級生

◆申 込 6 月 9 日(木)までに内野公民館へ

※マスク着用でお越し下さい。

※水分補給のお茶をご持参下さい。

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります） 

◆日 時 ６月２０日(月) 午前１０時～１２時
◆場 所 内野公民館 講堂

◆講 師 歯科衛生士 小山 ありさ さん

早良区保健福祉課 

担当保健師 阿部 智恵さん 

◆共 催 ウッチーランド

◆協 力 野ぎくの会

◆対 象 ０歳～就学前までのお子さんと保護者

◆定 員 １０組 ※事前申込が必要です

◆申 込 ６月１３日(月)までに内野公民館へ

※マスク着用でお越しください。

※水分補給のお茶をご持参ください。
(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります)

●月１回の臨時休館〖6 月２６日(日)〗
利用申込がない場合には、臨時休館させていただきます。 

利用申込は 6 月１６日(木)午後５時までにお願いします。 

第 1回 サークル代表者会 
♦日 時 ６月９日(木) 午前１０時～
♦場 所 内野公民館 学習室

♦対 象 館内サークル代表者

※代表者が欠席の場合は、

必ず代理の方がご出席ください

◆日 時 ６月２５日(土)午前１０時～１２時
◆場 所 内野公民館 講堂

◆講 師 早良区役所 防災・安全安心係

木原 章さん 

◆共 催 内野小学校ＰＴＡ

◆対 象 内野小学校ＰＴＡ親子１０組

※マスク着用でお越しください。

※水分補給のお茶をご持参ください。
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止になる事があります） 

◆日 時 ６月３０日(木) 午後７時３０分～

◆場 所 内野公民館 講堂

◆議 題 ①令和４年度 運営方針

②令和４年度 事業予定

③その他

令和４年度の懇話会委員は以下の方々です。 

エアコン取替に伴う講堂利用について

故障しておりました講堂のエアコンを取替えることになりました。そ

のため下記の期間（予定）は講堂使用不可となります。 

講堂利用サークルもお休みとなります。 

大変ご不便をお掛けしますがよろしくお願いします。 

５月２０日(金)～６月１０(金)予定 

 

氏  名 役  職 

吉川 俊之 内野校区自治協議会会長 

鶴田 圭介 内野小学校校長 

小林 泰光 早良中学校校長 

市川 君代 内野保育園園長 

楠本 良幸 体育振興会会長 

小木戸久雄 交通安全推進委員会会長 

鳥飼由里子 男女共同参画協議会会長 

小林 幸穂 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 野ぎくの会会長

細川 順子 社会福祉協議会会計 

津上 重幸 内野小学校 PTA 会長 

松岡 暁子 内野小学校 PTA 担当副会長 

末吉眞由美 民生委員 主任児童委員 

後藤 栄子 公民館サークル代表 

大場 秀隆 曲渕校区自治協議会会長 

大原眞知子 曲渕校区自治協議会副会長 

田上冨士雄 部落解放同盟内野支部支部長 

高田 洋介 内野人権のまちづくり館館長 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止になる事

があります。その際は書面にて開催となります。 

1 班・2 班 

合同で行います

（*^_^*） 



◆場 所 内野公民館 講堂

◆対 象 ０歳～就学前までのお子さんと保護者

６日は、２階和室にて開催します。２０日は、乳幼児ふれあい学級と共催

で「育児講座」です。詳しくは、公民館だより表面をご覧ください。 

４日(土)午後６時～ 

１３日(月)正午～ 

１５日(水)午後７時３０分～ 

１５日(水)午後８時～ 

１６日(木)午後３時～ 

１６日(木)午後６時～ 

自治連合会 定例会 

野ぎくの会 定例会 

体育館開放運営委員会 

体育振興会 定例会 

男女共同参画協議会 役員会 

社会福祉協議会 理事会 

 

６月 ボランティア団体「野ぎくの会」 

◆日 時 ６月 ６日(月)

６月１３日(月) 

６月２０日(月) 

６月２７日(月) 

 

午前１０時～１２時 

午前１０時～１２時 

午前１０時～１２時 

午前１０時～１２時 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止になる事があります） 

◆日 時 ６月 ２日(木) 午前１０時～

６月１７日(金) 午前１０時～ 

◆場 所 旭ヶ丘県営住宅 ２棟の１階

◆対 象 概ね６０歳以上の方

１７日は、保健師さんと栄養士さんからのお話をうか

がいます。皆様のお越しをお待ちしています。 

※水分補給のお茶をご持参ださい。

※マスク着用にご協力ください。

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります) 

健康づくり歩こう会 

◆日 時 ６月２３日(木)午前１０時～１２時
◆集 合 内野公民館

◆コース 横山神社コース

◆主 催 健康衛生委員会

※マスク着用にご協力ください。

※タオル、飲み物をご持参の上、ご自由にご参加ください。
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 17日（金）9時 30分～12時 30分

♦会場：内野公民館 講堂

♦対象：早良区に住民票のある方

♦事前予約期間：5月 31日～6月 14日 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 

【必要なもの】 

（１）通知カード又は個人番号通知書

（２）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

（３）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。） 

TEL 

FAX 
092-260-3590

092-272-2312

※水分補給のお茶をご持参ださい。

※マスク着用にご協力ください。

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります) 

◆日 時 ６月１２日(日)午前９時～１１時

◆主 催 環境推進委員会

◆共 催 内野公民館

清掃場所は各町内により異なります。 

作業の出来る服装と長靴、タオル、軍手は各自でご準備ください。 

中止の場合は午前７時に決定します。 

※マスク着用にご協力ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止になる事があります。

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。

◆実施場所 内野公民館

実施日 時間帯 

６月３日(金)、１０日(金)、２４日(金) 9：00～12：00 

６月７日(火)、１４日(火)、２１日(火)、

28日(火) 
14：00～17：00 

※終了時間の 15分前までにお越しください。

※マスク着用、検温、消毒にご協力ください。

【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） 

新型コロナワクチン接種 

インターネット予約サポート


