
 

 

た し ま 公民館だより 
 

令和４年 ６月号 

広げよう 人にやさしい 町づくり 福岡市田島公民館 
TEL：８２２－０３０７ 

FAX：８２２－６９０７ 
城南区田島３丁目７番２９号   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《田島郷土史研究会》 
６月の研究テーマ 

田島八幡神社   

あれ～これ 

語りべ：紫垣 義憲さん 

日時：６月１０日(金)  

10 時～12 時 

 定員：2５名(先着順) 

◎今年度から年会費が必要です。 

会費：1,000 円/年 ※スポット参加：200 円/回 

校区紙リサイクルステーションを 

ご利用下さい！(公民館敷地内設置) 

毎週 土曜日・日曜日  ９時～17 時 

新聞紙・段ボール・雑がみ類を 

紐で縛って出してください。 

 

◇６月の臨時休館日◇  

６月２６日（日）は 

利用申込みがない時は 

臨時休館します。 

この日に利用を希望される場合は 

６月１６日(木)17 時までに申込み

をお願いします。 

 

《子育て交流サロン  さくらんぼ》 

６月開催日：１日・８日・１５日・２２日 
毎週水曜日１０時～１２時 場所：ホール、学習室 

就園前のお子さんとパパ・ママ・祖父母・妊婦さん！ 

自由遊びなどお気軽に！ 

◎８日(水)は、 

「うさぎのしっぽ」のみなさん 

による読み聞かせの日です。 
場所：児童等集会室   

定員：5 組(先着順) 

  

（健康づくり推進部） 

《６月のたしま歩こう会》 

福岡市 動・植物園に行こう 
新しいペンギンプールでは 

楽しそうにペンギン達が泳いでいます！ 

６月 30 日（木）雨天中止 
集合：田島公民館 9 時５0 分 

 

①運営懇話会 

６月１４日(火)１３時～1４時 
 

②館内サークル人権学習会 

６月２８日(火)１４時～1５時 
◎必ず、各サークル 1 名の 

出席をお願いします。 

（代理の方の出席可） 

 

 

 

田島公民館ブログ 
こちらから 

ご覧いただけます。 

 

 

本 の へ や 
第 2・４水曜日と第 1・３土曜日   

14 時～16 時 

2 階児童等集会室で静かに 

本を読みに来ませんか。 

６月開催日： 

４(土)・８(水)・１８(土)・2２(水) 

 

―お 知 ら せー 

田島校区ママさんバレーボール大会 

日時 ６月２６日（日）9：００～ 

場所 田島小学校 体育館 

連絡先 田島公民館０９２－８２２－０３０７ 

 

 

ストレス発散 

 
お子様連れ OK‼ 

 

初心者大歓迎！ 

 
新しい友達づくり 

 練習場所：田島小学校体育館 

練習日： ５月 日曜日１３時～１５時 

     ６月 日曜日１３時～１５時 
＊大会に向けての練習スケジュールです。各町内で 

振り分けあり詳細は公民館におたずねください！ 

 

新メンバー大募集

❣ 

 

町内ママさんバレーボール 

 

                           

   

 

  

 

田島公園花壇有志の会のお知らせ 

たしま公園 花壇ボランティア募集 

日時：６月 19 日（日）9:00～10:30 

雨天の時は 6 月 25 日（土） 

場所：田島公園（田島 4 丁目 14.横山医院向い） 

作業：花がらつみ・土ほぐし・ 

花の植え替え・水やり 

初めての方も小中学生も楽しくできます。 

用具は準備しています。 

マスク・帽子・手袋・汚れてもよい服・水筒 

ご参加お待ちしています。 

 
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。 

実施日 時間帯 

６月３日（金）、８日（水）、１０日（金）、

１５日（水）、１８日（土）、２２日（水） 

２４日(金)、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 

【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） 

【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） 

 

 

 

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート 

  マイナンバーカード出張サポート 
日時：６月３日(金)9 時 30 分～12 時 30 分  

会場：田島公民館 講堂 

◎予約をされた方はお忘れなく！ 

 

     

（スポーツレクレーション部） 

 

土のうを用意しています。 
田島校区では、大雨に備えて、 

土のうを用意しています。 

置いてある場所 

田島北公園・田島橋・田島公園 
◎必要な方は自由にお持ちください。 

なお、使用されたら田島公民館に 

ご連絡をお願いします。 

返却の必要はありません。 

鍵の落とし物が 

あります。 

５/８（日）田島公民館の

カウンターに 

バイクの鍵の 

置き忘れがありました。

心当たりのある方は、 

公民館にご連絡をお願い

いたします。 

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）午後１時半～午後３時半（開場：午後１時） 

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 

 ＴＥＬ・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。 

 

申込：６月１日(水)から 

受付を開始します。 

受付時間：9 時 30 分～ 

1６時３０分 

申込方法：窓口か電話 

（８２２－０３０７）     

定員になり次第締め切ります。 

 

 

集いの場 カフェたしま  

○A 「作ってみよう！季節の折り紙」 
お茶を飲みながら紫陽花の折り紙をします。 

《メニュー》コーヒー・紅茶・日本茶 

日時：６月７日(火) 1３時～１５時  

定員：20 名(先着順) 

 

○A ～○J 講座申込み受付は６月 1 日(水)からです。  

受付時間：9 時 30 分～1６時３０分 

申込方法：窓口か電話（８２２－０３０７）     

締め切り：定員になり次第（先着順） 

 

ほっと・タイム・たしま 

○B 「浴衣を着てみませんか」  

講師：河野 和代さん 

日時：６月９日(木) 1０時～１２時 

定員：10 名(先着順)  

持ってくるもの：浴衣・半巾帯・だてじめ 

帯板・ひも類（２～３本）  

 
子どもの遊びの広場 わくわくランド 

 ○C 「おもしろ理科教室」 

講師：荒瀬 尚三さん（背振少年自然の家） 

日時：６月１１日(土) 1０時～１２時  

準備：水筒・タオル・マスク 材料費：50 円 

定員：小学 1～6 年生までの２０名(先着順) 

◎詳細は小学校で配るチラシを見てね。 

ほっと・タイム・たしま 〔花王出前講座〕  

○D 「 紫外線対策講座 」  
紫外線！気になりませんか～？ 

日時：６月 1３日(月)1０時～１１時３０分  

定員：１０名(先着順) 

 

ほっと・タイム・たしま〔福岡市美術館出前講座〕  

○J 「どこでも美術館：やきもの」 
～やきものの手触りを感じてみよう～ 

日時：７月４日(月)１０時～1２時  

定員：2５名(先着順) 

 
 

ほっと・タイム・たしま 〔花王出前講座〕  

○I 「くらしの簡単キレイホームケア講座」 
 

たのしく防災  

○H 「親子ミニ防災教室」 
いざという時のために、どんなことをしたら 

いいのか楽しく学ぶ講座です。 

日時：６月２９日(水)10 時 30 分～11 時 30 分 

定員：乳幼児親子８組(先着順) 

 

ICT活用講座 〔ソフトバンク(株)出前講座〕 

  ○G 「初めて触るスマホ塾」  

  初めてスマホを触って楽しむ講座です。 
日時：６月２４日(金)10 時～12 時  

定員：１５名(先着順) 

     

 

集いの場 カフェたしま〔福岡市出前講座〕 

○F 「遊びにおいでよ動物園」 

新しくなった動物園について教えてもらおう！ 
～動物園の歴史や展示方法を分かりやすく解説～ 

日時：６月２１日(火)13 時 30 分～15 時 30 分   

定員：20 名(先着順) 

 

ふれあい学級  

○E 「ニュースポーツを楽しもう」 

日時：６月１７日（金）10 時～12 時  

定員：3０名(先着順)※会員の方も申込みが必要です。 

◎動きやすい服装でご参加ください。 

 

 

 

おうちの中の清潔、衛生を守るコツや

お掃除方法を教えてもらいましょう。 

日時：６月３０日(木)  

13 時 30 分～15 時 

定員：2０名(先着順) 

 

 

美術館が所蔵する 

初期古伊万里や 

古唐津（複製）や 

実物の古い陶片を 

手にとってじっくり 

味わう体験をします。 

 

 

 

 

 

 

～ボッチャとミニボーリング～ 

 

 

 

   

申込：６月１日(水)から 

受付を開始します。 

受付時間：9 時 30 分～ 

1６時３０分 

申込方法：窓口か電話 

（８２２－０３０７）     

定員になり次第締め切ります。 

 

 

 

◇公民館利用の際は、マスクの着用をお願いします。 ◇新型コロナウイルス感染拡大防止の為、事業等が中止となる場合がございます。 

 


