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6月 ながお公民館だより
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小・中学生・高校生対象
要予約

運動から始める認知症予防教室
日 時：6月21日
要予約

日 時：6月18日（土）10：00～1時間程度
出 演：内浜落語会 粗忽家 とまとさん すず柑さん
定 員：先着25名
～内浜落語会～ 落語の楽しさ、面白さをたくさんの人に知ってもらうこと

を目標に、唐人町を拠点に活動。小中高生、大学生、社会人の幅広い会

7月5・19日 8月2日

土曜日に公民館で勉強しよう(^^♪

全4回コース

いずれも（火）13：30～15：00（受付13：10～）

・スマホならではの文字入力 ・インターネット
・福岡市防災アプリ紹介など ・質疑応答

＊体験用の実機を参加者全員分ご用意します。
＊その他ご希望ございましたらお気軽にご相談ください。

対 象：小学生（全教科） 中学生(主に数学・理科）
高校生（主に英語・数学・物理）

内 容：講話、ストレッチ、筋トレ、姿勢改善など

ガーデニングサロン

ハーバリウム

赤ちゃんおはなし会

～ おやこ遊びとわらべうた ～

日 時：6月17日（金）10：20～11：20（受付10：00～）
講 師：宮園 智子さん 田中 正美さん 定 員：先着10組
要予約

ころころひろば

姿勢改善ウォーキング

要予約

ハーバリウム：ブリザーブドフラワーやドライフラワーを特殊な
オイルで浸し、長期間鑑賞できる新感覚フラワー雑貨です。
日 時：7月2日（土）10：00～12：00
講 師：岩﨑 智美さん
定 員：先着20名 参加費：1,000円
見本を公民館に飾っています。見に来てください。
要予約

要予約 ころころひろば

馬場崎 敬さん（修猷館・九大卒、福岡市職員）

対 象：介護保険サービスを利用していない65歳以上の方

電話833-4113（予約先は公民館ではありません）

内 容 ・写真・カメラ ・地図（Google/Apple）

師：中田 正夫さん（九州大学名誉教授 理学博士）
小原 公太さん（九州大学2年生）

受付開始6月1日（水）9：00～区）地域保健福祉課

要予約

講

持 参：飲物、タオル、マスク、室内運動靴、筆記用具、書類

主催：校区健康推進委員会 長尾公民館 協力：区）地域保健福祉課

日
対 象：スマホをまだ持っていない人・スマホを買ったばかりの人

時：6月11・25日（土）10：00～12：00

要予約

定 員：先着15名

員で唐人町商店街の甘棠館笑劇場で商店街寄席など行っています。

～ 初めて触るスマホ塾 ～
時：6月28日（火）10：00～12：00 先着15名

日

マザーグースの部屋
時：6月23日（木）10：20～11：10（受付10：00～）

日
定 員：先着5組

内 容：読み聞かせと親子の触れ合い遊び
要予約

小・中学生対象

日
講

英語塾

要予約

時：6月25日（土）10：00～12：00
師：馬場崎 敬さん

英語の授業が始まった小学3年生、授業には慣れたかな！？
公民館で英語の勉強しませんか。友達を誘って一緒に勉強も

いいよ。カードなどを使って楽しく英語を学ぼう！
中学生は英検対応などお気軽にお尋ねください。

持ってくる物：勉強道具（教材）、飲み物、筆記用具
3世代交流

eスポーツを体験しよう！

eスポーツって何？・・テレビゲームを大きな画面に映して
体を動かします。未経験者でも大丈夫、楽しみましょう！
日 時：6月25日（土）14：00～16：00
定 員：先着20名
対 象：大人（シニア世代大歓迎！！）
先生募集：小学生・中学生 5名

要予約

母子巡回健康相談

正しい歩き方で肩こり改善、背中もすっきり！ ハッピー子育て！！

日 時：7月8日（金） 受付時間13：30～14：00

日 時：7月1日（金）10：20～11：20（受付10：00～）
講 師：上野 千寿子さん 定 員：先着10組

対 象：妊婦、乳幼児（0歳～未就園児）と保護者

日 時：6月26日（日）10：00～12：00
定 員：先着10名
※雨天中止

持ち物：母子手帳、赤ちゃんを寝かせる敷物（タオル）

自転車にまだ乗れない小学生（幼児は保護者同伴で！）

＊講堂で歩き方練習をします。お子さんはボランティアさんが

お問い合わせ：区）地域保健福祉課

持ち物：自転車、ヘルメット、プロテクター（あれば）、飲物

見守りできますよ。 抱っこしながらウォーキングでもOK！

℡833-4113

公民館グラウンドで練習だよ！待ってるよ！！

要予約

サークル会員

第７２回“社会を明るくする運動”
第１２回城南区大会
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
日時：７月２日（土）13：30～15：30（開場：13：00）
会場：城南市民センター（城南区片江５丁目３－２５）
主催：“社会を明るくする運動”城南区推進委員会
内容：式典、作文朗読、キッズダンス
問い合わせ先：城南保護区保護司会℡・FAX：８７１－９９２１
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関のご利用を
お願いします。

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。 会場：長尾公民館

実施日 6月

時間帯

1日（水）、8日（水）、15（水）、22日（水）

9：00～
12：00

4日（土）、11（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（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）

長尾グラウンドゴルフ愛好会
私達会員は生涯スポーツとして「健康づくり」「仲間づくり」
「生きがいづくり」を目標としております。

活動日：毎週月曜・水曜・金曜の週3回9：30～11：30

検温（玄関サーマルカメラ）と、風邪のような

場 所：公民館グラウンド

症状のある方は利用の自粛をお願いします。

会 費：500円
体を動かそうかなと思われる皆さん、グラウンドでお待ちして

入館の際、石鹸で手洗いと、アルコール消毒液

おります。

による手指の消毒の徹底をお願いします。

グラウンドゴルフ・レディス
活動日：毎週木曜日 9：30～11：00

こまめな換気（30分/1回）又は常時換気の徹底を

場 所：公民館グラウンド

お願いします。

グラウンドゴルフを体験してみませんか。

長尾校区・紙リサイクルボックス
たのしい算数教室

新聞紙、段ボールなど紙類はリサイクルボックスへ

日 時：毎週火曜日 15：30～18：30
（時間内に1時間程）

土、日、祝日 9：00～17：00まで利用できます。
長尾公民館グラウンド横（公民館の外）

月会費：2,000円 場所：公民館学習室

図書を購入しました

小学生の皆さん！算数の基礎を一緒に勉強しませんか？
学習内容の増加で習熟の不足を心配されていませんか。
見学、体験 大歓迎です！！

校区食生活改善推進員協議会（食進会）
第22回レシピ配布

・自閉症の僕が跳びはねる理由 東田直樹
・世界は思考で変えられる 東田直樹
・新しい星 彩瀬まる
・ミカエルの鼓動 柚木裕子
・地べたの戦争 西日本新聞社 ・人間回復 志村 康
・犬がいた季節 伊吹有喜
・塞王の楯 今村翔吾
図書の貸し出しは9：30～17：00 貸出期間は2週間
事務所カウンターでお気軽にお声掛けください。

～ おひとり様レシピ ～
たっぷり野菜、毎日の果物でビタミンB1、ミネラル、食物
繊維を取りましょう。

･海鮮丼ピリ辛味 ・切り干し大根のさっと煮
・じゃがいもと油揚げの味噌汁
公民館でレシピを配布します。お気軽にお越しください。

笑顔咲く 感謝する人 された人
長尾小学校 6年生

臨時休館のお知らせ
臨時休館：6月29日（水）
利用申し込みがない時は臨時休館とします。
ご利用を希望される場合は、6月19日（日）17:00まで
に申し込みをお願いします。

フラワーシティ福岡「一人一花」運動
～

花と緑あふれるまちへ

～

