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〒814-0153 福岡市城南区樋井川 7 丁目 21－1
℡ 092-863-5533 Fax 092-863-6358

高齢者教室「みどり会」
政治学級

会員制

６月２１日(火)

「ババちゃんのジジ放談」
～ 一刀両断切り捨て御免 ～
【時間】 １０時～１２時 【場所】 講堂
【講師】 馬場 周一郎さん （元西日本新聞社 記者）
【定員】 先着２５名 （６/１より受付開始）
参院選前に時事・経済・暮らしについてわかりやすく
解説してもらいます。
＊この講座は会員以外の方でも、申込みをしていた
だくと、参加できます。

▲▽乳幼児ふれあい事業▽▲

【時間】 10 時～12 時

【場所】 児童等集会室

【内容】 絵本やおもちゃで自由遊び
＊見守りボランティアの方がいるので
安心して遊べます。

６月 1４日(火)
【時間】 10 時～12 時 【場所】 堤公園
【内容】 砂場等で外遊び
（雨の日はプチサンランドで積み木遊び）

総 会

６月２５日（土）１３時～13 時３０分

【場所】 講堂

【対象】 人尊協委員

研修会 ６月２５日（土）１３時４０分～１５時１０分
【講師】 松本 久美子 さん
【演題】 「歳はとっても口は元気だ！
楽しい会話で活き活き人生に」
【定員】 先着３０名(申込みをしていただくと
どなたでも参加できます）

相談の日
【日時】 6 月 8 日(水) 10 時～12 時
【場所】 和室 【内容】 人権相談・行政相談
【主催】 堤地区人権尊重推進協議会 相談部

【場所】 児童等集会室
＊登録をすると、一人 3 冊まで借りられます。
📚 総合図書館からの本が６００冊入れ替わり、新しい本

母子巡回健康相談

が入っています。
📚 ７/２６㈫、２７㈬に「夏休み絵本教室」を開催します。

※集団教育は行いません。会場内での参加者同士の交流は
お控えください。
※体 調 確 認 と検 温 を行 います。体 調 不 良 時 は参 加 できません。
※保護者のマスク着用をお願いします。

詳細は公民館だより７月号でお知らせします。

◆つつみカフェ◆

【日時】 6 月３０日(木) 10 時～16 時
ヴァイオリンやアコーディオン演奏もお楽しみいただけ
ます。お気軽にお越しください。

令和３年度人権標語入選作品

～駄ヶ原川はどこから？～
【日にち】 6 月 14 日(火)
【時間】 9 時 30 分 堤公民館集合
【主催】 堤地区自治協議会 健康福祉部

【日時】 ６月１９日(日)

9 時～

～勾玉づくりワークショップのご案内～
【日時】 令和 4 年 6 月 23 日（木）13：00～15：00
【場所】 堤公民館 講堂
【講師】 福岡大学人文学部歴史学科教授 桃﨑 祐輔さん
他 福岡大学学生
【参加費】 無料（定員先着順20名）
勾玉に通して首からかけるひもはご持参ください。
【申込み】 氏名、電話番号、町名を電話または来館にて
堤公民館へ。（６/１より受付開始）〙

参加者
募集

【場所】 堤小学校 体育館
【主催】 堤地区自治協議会 体育部
＊参加希望の方は 各町体育委員までご連絡ください。

【日時】 ６月２５日（土）１０時～
【場所】 学習室 【参加費】 ５００円（当日徴収します）
【定員】 先着８名（定員になり次第締切） 6/1～受付開始
【持参品】 エプロン・三角巾・手拭きタオル・筆記用具
＊作った料理はお持ち帰りいただきます。
【主催】 堤地区自治協議会 男女共同参画部

出張スマホ教室
【日時】 ６月２９日(水) 1０時～1１時３０分
【講師】 多田隈 美穂さん（ドコモショップ七隈店）
【
】 スマホを使い始めたばかりの方
まだ持っていない方
【定員】 先着 1０名 （６/１より受付開始）
【場所】 地域団体室
【受講料】 無料
【内容】 ・メールをしよう（メールの送り方など）
・カメラを使おう（写真や動画の取り方など）
※どの携帯会社のスマホでも参加できます。
※スマホをお持ちでない方には貸し出しします。

堤地区防災訓練
～コロナ禍における避難所設置訓練～

♦♢堤地区紙リサイクルステーション♢♦
【
】 毎週土曜・日曜 ９時～１７時
【設置場所】 公民館下空き地
【回 収 物】

新聞紙・雑誌・牛乳パック・段ボール

６月臨時休館日のお知らせ
６月１９日（日）は利用申し込みがない場合には
臨時休館します。利用を希望される時は、６月９日(木)
の 17 時までにご連絡ください。

☆「堤地区作品展示会」作品大募集!☆
昨年度、文化祭に代わるものとして開催した「作品展示会」を
今年度も８月２６日(金)～８月２８日(日)に開催します。そこ
で、展示させていただく作品を大募集します。ご協力いただけ
る方は、7/末までに、公民館までご連絡ください。よろしくお
願いいたします。尚、文化祭は１１月に開催予定です。
【募集作品】 絵画・書道・写真・手工芸品 など
【主催】 堤公民館 【共催】堤地区自治協議会

石 を削 る際 に粉 が出 ますので、汚 れてもよい服 装 でお越 しください。

～夏に向けてのスタミナ料理を作ります～

【日にち】 ６月１３日(月) 【場所】 講堂
【受付時間】 9 時４５分～１０時１５分 （申込不要）
【持ってくる物】 母子手帳、赤ちゃんを寝かせる敷物

ママさんバレーボール大会 校区大会

城南市民カレッジ歴史講座 福岡大学連携事業

男性料理教室

ウォーキング
11 時～13 時

☆講座は申込みが必要です。堤公民館までお電話
または直接お申込みください。
まがたま

(フリーアナウンサー 人権擁護委員)

ぶんこつつみ
【日時】

♦♢講座のお知らせ♢♦

堤地区人権尊重推進協議会

【日時】
【場所】
【主催】
【指導】

６月２６日（日） １０時～１２時
堤小学校 体育館 【内容】テントの張り方 等
堤地区自治協議会 防災防犯部
城南区総務課安全安心係

（堤小学校） うれしいな みんなでげんきいっぱい わらうこと

堤公民館ブログも
ぜひご覧ください

第 1 回公民館運営懇話会
【日時】 6 月２8 日(火)10 時～ 【場所】 講堂
運営懇話会は傍聴することができます。ご希望の方は公民館
までご連絡ください。
感染状況により行事が中止・延期になることがあります

♦♢福岡市からのお知らせ♢♦
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。
実施日
６月１日（水）、８日（水）、１５日（水）、２２日（水）、
２９日（水）
６月４日（土）、１１日（土）、１８日（土）、２５日（土）、

時間帯
9：00～
12：00
14：00～
17：00

【実施場所】 堤公民館 ※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します。
【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）

（長尾中学校） 差別の根 絶やして植える 平和の芽

