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公民館主催講座のご案内

① ６月の休館日のお知らせ

6月は30日(木)が休館日です。ご利用希望あれば,開館対応

いたします。6月20日(月)までにお申込みください。

② 令和４年度一回目の公民館運営懇話会のご案内

令和４年度１回目の公民館運営懇話会を開催します。傍聴

ご希望の方は、当日会議開始15分前までにお申出ください。

日時：6月16日（木） 18：30～19：30

今年度は下記の方々に委員にご就任いただきました。

③ 校区文化祭実行委員会実施のお知らせ

現時点11月6日(日)に校区文化祭を計画しています。感染

症の状況次第では見送りもありますが、実施にむけた1回目の

実行委員会を下記日程で開催いたします。サークルの代表者

の方（もしくは代理の方）は必ずご参加ください。会議終了

後に、火災避難訓練も実施しますのでご協力ください。

日時：6月25日（土）10：00～

子育てサロン・まりな広場のご案内

日時： 6月13日(月)10：00～12：00

※ 保健士さんによるミニイベントが

あります。内容は「むし歯予防の

お話と育児相談」です。

6月27日(月)10：00～12：00

※ 要申込み(当日OK)先約５組です。

開催場所、申込み先は愛宕浜公民館（885-4551）です。

感染症の動向によっては開催が見送りになることがあります。

ロコモ予防サロンのご案内

【開催日及び開催時間】

6月2日（木） 、 6月16日（木）

①13：30～14：30 ②14：30～15：30

※ 各回12名の定員です。（申込み先着順）

暑くなってきましたので飲物ご持参ください。

氏　　名

今林 洋江

阿武 正俊

大洲隆一郎

川添 慶勝

磯本 英次

三瀬 美佐

仁田野昭子

木山 周子

野村 真潮

福山 幸枝

福田多美枝

井上　剛

公民館サークル代表・自治協議会監査役

愛宕浜小学校ＰＴＡ会長

愛宕浜小学校校長

姪浜中学校校長

福岡女子高等学校校長

自治協議会会長

人権尊重推進協議会会長・自治会会長

安心安全推進委員会会長・自治協議会事務局長

役 職

民生児童委員リーダー

主任児童委員・青少年育成協議会副会長

老人クラブ連合会会長

社会福祉協議会会長

フードドライブで

「もったいない」を「ありがとう」に！！

家庭で余っている未使用の食品は捨てれば生ごみになりま

すが、寄付して食べ物を必要としている方々(福祉施設や子

ども食堂等）に無償で提供することができます。こうした取

り組みが『フードドライブ』活動です。 皆さんのご家庭に

眠っている食料品をお持ちください。ひとつでもご提供いた

だければと思います。

開催日時：7月9日（土）10：００～16：00

※ 当日ご都合つかない方は、公民館で7月1日(金)から事前

預かりしますので、窓口にご持参ください。

インスタント食品、レトルト食品、海苔

　ふりかけ、お菓子、飲料水、食用油、非常食

引き取り対象食品

・未使用、未開封

・賞味期限が持込日より１ヶ月以上

・常温保存が可能

【例】お米、パスタ・そうめん等の乾麺、缶詰

新型コロナワクチン接種

① 似顔絵パン作り（ハマっ子・シニア合同企画）

パンにクッキー生地で作った顔をのせて

大好きな人の似顔絵パンを作りましょう。

年齢制限なし、どなたでも参加できます。

親子で、お友達同士で楽しみましょう。

日時：6月18日(土)

午前の部10：00～12：00

午後の部14：00～16：00

※午後は小学校の土曜授業の関係で子ども優先の受付とします。

材料費：400円 ※ 定員は各部10名です。先約順。

※三角巾、エプロン、手拭きをご持参ください 。

③ ぴよぴよクラブ（乳幼児ふれあい学級）

西部ガスさんの出前講座で、親子での

パン作りを楽しみます。参加者は乳幼児

と保護者の方に限定です。

日時：6月22日(水)10：00～12：00

定員：8組（申込先着順）

材料費：300円

※三角巾、エプロン、手拭きをご持参ください。

② 愛宕浜工房（陶芸教室）のご案内

今回は５枚組の豆皿づくりです。感性

全開で、あなただけのオリジナル作品を

作ってみてください。

日時：6月28日（火）10：00～

講師：樋口 経観 さん（工房スマイル）

材料費：1,000円 定員：15名 ※ 手拭きをご持参ください。

館長です

落ち着き始めていたコロナですが、オミクロンの新変異株

による感染再拡大が懸念される現状です。コロナ禍で公民館

の利用も２年以上にわたり利用制限が続いています。結果と

して、長年続いていたサークルが廃部になるケースが、残念

ながら増え始めています。校区の行事も上期は見送りになっ

ているものが多くなっていて、依然として活気が戻っていま

せん。秋には楽しい秋祭り、文化祭が計画されています。

色々工夫をして何とか開催したい思いです。

さて、サークルの廃部の関係で、今まで年間予約されてい

たお部屋が空いた状態になっています。新たなサークルを始

めたいと思われている方は、公民館に空き状況やサークル開

設要領などをお問合せください。同好会からスタートして、

来春に正式なサークル化という段取りになります。 館長

写真はイメージです



「令和４年度 西区暮らしの中の人権講座」

【日 時】6月17日(金)14：00～15：45  (開場13：00)

【会 場】西市民センター ホール

【内 容】映画上映 「今日も明日も負け犬。」

朝起きられない病気、「起立性調節障害」をテーマに、

高校生で監督の西山夏実さんの実体験に基づいた作品です。

【定 員】先着申込300人

※参加ご希望の方は、6/15（水）までの間に、Fax・Eメー

ル・ハガキのいずれかで、「6/17人権講座希望」と明記し、

次の事項を書いて、お申込みください。※ 入場無料です。

①住所・②氏名（ふりがな）・③電話番号

※定員を超えた場合や、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止となった場合のみ、お断りのご連絡をいたします。

【問い合わせ先】西区生涯学習推進課

〒819-8501（住所不要）

Eメール nishi-kouza@city.fukuoka.lg.jp

TEL 092-895-7027 FAX 092-882-2137

主催 福岡市西区役所

愛宕浜公民館で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等を専門スタッフがサポートします。

※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

【ワクチン接種に関するお問い合わせ】

●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

　６月　２日、９日、16日、23日、30日

　６月　６日、13日、20日、27日

９：00～12：00

14：00～17：00

実施日
（毎木曜日の午前及び毎月曜日の午後）

時間帯

『西区の宝』 募集中！

「西区まるごと博物館推進会」では，区内の様々な魅力を

発掘し，「西区の宝」として認定・登録して守り育てていく

事業を行っています。美しい自然や歴史的価値のあるもの，

地域で活躍されている人・団体など，宝にふさわしいと思わ

れるものを推薦してください。審査のうえ，認定します。

現在登録されている西区の宝は，西区の宝ホームページなど

で確認できます。詳細は，区ホームページ，区企画振興課，

西部出張所，各公民館に備付の案内チラシをご覧ください。

【推薦方法】

名称，所在地，地図（団体や人の場合は連絡先

住所），写真，内容（資料がある場合は添付）

推薦者氏名，電話番号を書いて，郵送，ファクス

またはメールで7月31日（日）（必着）までに

同推進会事務局（〒819-8501 住所不要，

西区企画振興課内 TEL：895－7032  FAX：885-0467

メール：shinko.NWO@city.fukuoka.lg.jp）へ。

「知ってとくする!!西区歴史講座」受講者募集！

西区の歴史について楽しく学べる市民公開講座を開催いた

します。今回は「唐津街道と姪浜宿」をテーマに、西区まる

ごと博物館推進会会員が分かりやすく解説します。

【テーマ】唐津街道と姪浜宿 【講師】岩田 憲道 氏

【日時】6月25日(土) 14：00～16：00（13：30受付）

【場所】西市民センター４階 視聴覚室

【定員】抽選で3０人 【料金】無料

【申込方法】ハガキ、FAX、メールいずれかにイベント名、

住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を書いて、6月10

日(金)（必着）までに西区まるごと博物館推進会事務局

（〒819－8501住所不要，西区企画振興課内

TEL：895-7032、FAX：885-0467

メール：shinko.event24@city.fukuoka.lg.jp）

応募者多数の場合は抽選し、結果は6月16日(木)

までに発送します。

※区ホームページ（「西区歴史講座申込」で検索）

の申込フォームからも申込できます。

エンディング(終活)講座のご案内

下記の資料をご参照ください。当校区も少子高齢化加速し

ています。４人に１人は高齢者で、戸建て住区では３人に１

人が高齢者というところもあります。そこで、今回終活につ

いてのお話を聞く機会をもうけました。

日時：6月19日(日) 10：00～11：30

内容：エンディング講座～その時のために～

講師：吉武 ゆかり さん (ウェルネスサポートLab理事)

定員：17名（申込み先着順）

主催：校区社会福祉協議会

愛宕浜校区の人口動態（2022年3月末時点）

2010年をピークに人口減少が進行しています。いっぽう、

新生児の誕生はここ数年30人をきるような状況です。福岡市

の小学校は現時点１クラスが35人編成になっています。見直

しがなければ、近い将来1クラス学年になる可能性が高いと

言えます。１クラス学年になると活気がなくなるそうです。

年 度 世帯数 人 口 高齢者 高齢化率 ０歳児

2010 2595 7279 849 11.7 45

2018 2676 6843 1449 21.2 30

2019 2669 6744 1521 22.6 27

2020 2674 6692 1567 23.4 30

2021 2687 6604 1671 25.3 22

2022 2691 6526 1722 26.4 30

愛宕浜校区の人口動態

※各年３月末の数字です。（外国人登録含まず）




