〒814-0111 福岡市城南区茶山 6-21-5
TEL：092-843-9418 FAX：092-843-8693

城南公民館だより
No.

3 号 令和 ４

年

６

月
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～親子すくすく広場～

♪定 員：親子８組(先着順)
♪講 師：西部ガス㈱出張講師
♪参加費：３００円(１セット)
♪持ち物：エプロン・三角巾
ハンカチ（タオル）
♪申し込み：６月１日（水）より

☆日
☆定
☆共

時：６月１日（水）１０：００～１１：００
員：４０名（先着順受付中）
催：校区交通安全推進委員会

その他の行事予定
3 日（金） 19：00～ 青パト講習会
5 日（日） 8：40～ 城南小学校運動会
8 日(水) 10：00～ ニコニコくらぶ
11 日（土） 13：30～ 自治協議会役員会
〃

第３回「政治学習
ババちゃんのジジ(時事)放談」
☆日
☆講

おうちで簡単ストレッチ！スマホやタブレットで
簡単に動画を見ながらできる方法があるよ！

※申し込みは不要です
※動きやすい服装でおこしください

～ニュースの裏側をわかりやすく解説～
時：６月２９日（水）１０：００～１１：３０
師：元西日本新聞総理官邸記者
馬場 周一郎 氏

～手作り梅干しに挑戦！～
唐津産の大粒の南高梅で
梅干しを作ってみませんか？
＊紫蘇を使わずに、常温で保存する昔風の味を・・・・
✿日

～ジェルポリマ―を使って
さわやかに・・・夏の寄せ植え～
✤日 時：6 月２４日（金）１０：００～１１：３０
✤定 員：２０名（先着順）
✿講 師：緑のコーディネーター 石井 康子さん
✿参加費：８００円
✤申し込み：６月１日（水）より

時：１回目（梅の漬け込み）

６月１３日(月)１３：３０～１５：３０
２回目（梅上げ作業・持ち帰り）
７月１５日(金)１３：３０～１５：３０
✿定 員：３０名（先着順）
✿講 師：門 悟さん
✿参加費:１０００円（一人梅２キロ、塩、他）
✿持ってくるもの：エプロン・三角巾・マスク・手拭き
✿申し込み：６月１日（水）より

明るいわが町

わが校区

20：00～ 夜間防犯パトロール

17 日（金） 13：30～ 公民館運営懇話会
21 日（火） 19：00～ 施設利用調整会議
26 日（日） 9：00～

校区ママさんソフトバレー
ボール大会

＊講座等は変更・中止になる場合があります。

☆定 員：４０名（先着順）
☆申し込み：６月１日（水）より

容「ストレッチで気分爽快！！」
時：６月２０日（月）１３：３０～１５：００

助けあい

インスタグラム→

メールで受け付けています。

※交通安全教室終了後に、「ミニスマホ教室」開催！

～あっとホームじょうなん～

ふれあい

←ブログ

第２回「交通安全教室」

♪日 時：６月１８日（土）１０：３０～１２：００
♪対 象：０歳児～就園前のお子さまと保護者

出会い

メールアドレス：jounan90@jcom.home.ne.jp
メール QR コード
＊講座のお申し込みは毎月１日より電話、FAX、

～いきいき学級～

親子でこねこね 楽しいパン教室

○内
○日

こちらから公民館の様子がご覧いただけます。

図書ボランティア「たんぽぽ広場」
◎日
◎場

時：６月１１日（土）・２５日（土）
１０：００～１２：００
所：児童等集会室

公民館ミニ図書館
地域の方どなたでもご利用できます。
お気軽にお立ち寄りください。
福岡市総合図書館の本もあります。

臨時休館のお知らせ
６月１９日(日)は利用の申し込みがない場合、臨時休館
いたします。この日に利用を希望される場合は、
６月９日（木）１７時までにご連絡をお願いします。

＊ひまわりサンデーラジオ体操：毎週日曜日 8：00～於：小学校校庭（雨天時：体育館）

願い事はなぁに？七夕飾りつくり

～すくすくサロン～
すくすくサロン

～ワクワク元気広場～
☆日

時：７月２日（土）１０：００～１２：００

☆対

象：校区在住の小学生

☆定

員：２０名（先着順）

☆講

師：園田

洋子さん

校区内のお友達づくりの第一歩！絵本を読んだり、情
報交換したり、自由にお過ごしください。
✿日

＊詳細は学校配布のプリントをご覧ください。

～親子すくすく広場～

✿場
✿対

時６月２日（木）・９日（木）・１６(木)
10：30～12：30
所：児童等集会室
象：就園前（乳幼児）のお子さんとその保護者

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

時間帯

６月７日(火)、１４日（火）、
9：00～12：00
２１日(火）
、２８日(火)
６月３日(金)、１０日(金)、
14：00～17：00
１７日(金)、２４日(金)

実施場所

城南公民館

☆日

時：７月６日（水）１０：３０～１１：３０

☆対

象：０歳児～就園前のお子さまと保護者

☆場

所：児童等集会室

☆定

員：１０組（先着順）

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

☆講

師：園田

ちでない方への貸出あり）

✿定 員：各日 親子８組（先着順）
✿申込締切：開催日前日

【必要なもの】

洋子さん

＊申し込み：６月１５日（水）より

～なごやかサロン～
時：６月１５日（水）１０：００～１１：３０
容：
「運動とレクレーション」
・椅子でできる運動
・タオルを使った運動
✿講 師：健康科学研究所 松永清孝先生
✿定 員：２０名（先着順）
✿申し込み：６月１日（水）より
✿日
✿内

～歩こう会～
○日にち：６月４日（土）＊雨天中止
○行 先：筥崎宮
○集合場所：城南公民館
○集合時間：９：３０
○行 程：城南公民館→地下鉄茶山駅→箱崎宮前
→筥崎宮「あじさい苑」→箱崎宮前→天神
○解散場所：地下鉄天神駅
○費 用：地下鉄 ３００円（茶山→箱崎宮前）
入園料

３００円（中学生以上、子ども無料）

※終了時間の 15 分前までにお越しください

公民館で簡単に
マイナンバーカードの申請ができます！
マイナンバーカードの申請受付を行います。申請用写
真撮影サービス有！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。マイナポイントの申し込みや健康保険証
利用登録等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 】 ６月２４日(金) １３:３０～１６:３０
【 会 場 】 城南公民館 講堂
【 対象者】城南区に住民票のある方
【事前予約期間】
６月７日(火)～６月２１日(火) 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
【 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。）

※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こと
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こと
接種券・証明書発行事務センター
TEL：092-753-9455（8:30～17:30）

＊公民館への問い合わせや申し込みは、午前９時から
午後５時までにお願いいたします。

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～

