
 

  

玄洋公民館だより 
福岡市玄洋公民館  ２０２２年 6 月１日  No.３８3 

〒819-016６ 福岡市西区横浜１－２－１ 
TEL（０９２）８０６－９８１１  ＦＡＸ（０９２）８０６－９８１３ 

E-mail：genyou31@jcom.home.ne.jp 

http://gakushu.city.fukuoka.lg.jp/ 

6 月の行事予定 

毎週水曜日「よかトレ体操」９：３０～９：４５        

3 金 コロナワクチン 予約サポート受付（詳細は裏面） 

6 月 
母子巡回相談（詳細は裏面） 

きらきらサロン 

7 火 コロナワクチン 予約サポート受付（詳細は裏面） 

9 木 のびっこ広場 

10 金 コロナワクチン 予約サポート受付（詳細は裏面） 

12 日 クリーンアップ・ラブアース 

14 火 コロナワクチン 予約サポート受付（詳細は裏面） 

15 水 
献血～玄洋校区保健福祉部～（詳細は裏面） 

マイナンバー申請出張サポート（詳細は裏面） 

17 金 コロナワクチン 予約サポート受付（詳細は裏面） 

20 月 きらきらサロン 

21 火 
高齢者教室「玄洋いこい塾」 

コロナワクチン 予約サポート受付（詳細は裏面） 

23 木 のびっこ広場 

24 金 コロナワクチン 予約サポート受付（詳細は裏面） 

25 土 防災講座 覚えていますか校区の災害 

28 火 コロナワクチン 予約サポート受付（詳細は裏面） 

7/3 日 夏のお楽しみ会（あすなろ文庫） 

 

 

公民館の効率的な運営を行う為、７月１0 日(日)の 

利用申込みがない場合は、臨時休館いたします。 

この日に利用を希望される場合は、７月 1 日(金)の 

１７：００迄に申込みをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

第１回 生き活き健康教室 
 
【開催日】６月２１日（火曜日）  

【時 間】10：00～12：00 

【場 所】公民館講堂 

【講 師】岡島 正子 さん 

介護保険といきいきセンターの紹介 
・健康チェック 
・介護保険サービスの説明 
・よかトレ体操（黒田節） 

        事前申し込みは不要です。 

 

 

 

 
覚えていますか 校区の災害 

～未来防災の為に～ 

近年、各地で地震をはじめとする天災が 

多発しています。玄洋校区の過去の災害 

を振り返りながら今後の備えについて、 

一緒に考えてみませんか？ 

【開催日】６月 25 日（土曜日） 

【時 間】10：00～12：00 

【場 所】公民館講堂 

【講 師】正本 博士 さん 

【定 員】３０名（事前申し込みの方優先） 

 

 

 

 

 

今宿あすなろ文庫 

「夏のお楽しみ会」 
 

【開催日】７月３日（日） 
【時 間】10：30～ 

【場 所】公民館講堂 

【内 容】・ブラックパネルシアター 

・ペープサート   ・大型紙芝居 

・パネルシアター  ・クイズ 

【定 員】親子 12 組 

参加希望の方は、６月 25 日（土）までに 

公民館（電話：092-806-9811）へお申 

し込みください。

  
きらきらサロン✨ 
場所  玄洋公民館  

日時  6 月６日（月）10:00～12:00 

    6 月 20 日（月）10:00～12:00 

お母さん同士の情報交換など出来ます。 

読み聞かせ用の本も貸し出ししています。 

 
💛のびっこ広場💛 
場所  横浜西集会場 

日時  6 月 9 日（木）10:００～ 

今回は、「知っておきたい救急法」を勉強します。 

 

※参加者の方は飲み物を各自でご持参ください。 

 サロンや広場にはボランティアさんがいます。 



 

  

区役所に行かずに手続き  

公民館でマイナンバーカードの申請をすると郵送で受け取れて大変便利です 

 マイナンバーカードの申請受付や申請用写真撮影を行います。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。 

また、マイナンバーカードを既に持っている人には、マイナポイントの申込みや健康

保険証利用登録、公金受取口座登録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 15 日（水） 9：00～13：00 

【会 場】 玄洋公民館 講堂 

【対象者】 西区に住民票のある方 

【事前予約期間】 5 月 27 日～6 月 10 日 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 

【必要なもの】 

（１）通知カード又は個人番号通知書 

（２）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

 （３）本人確認ができるもの（運転免許証、パスポートなどの原本） 

【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。） 

 

 

母 子 巡 回 相 談 

【日 時】 6 月６日 (月) 受付時間 13：30～14：00 

【会 場】 玄洋公民館 講堂 

【内 容】 身長・体重測定・保健師や助産師による育児相談 

【対 象】 乳幼児（０歳～未就園児まで）と妊産婦やその家族 

【料 金】 無料    【必要なもの】母子健康手帳 

【予 約】 不要（参加人数が多い場合は入場制限する場合があります） 

【問い合わせ先】 西区地域保健福祉課 電話：092-895-7080 

 

献血にご協力ください 
・献血日  ６月 15 日（水） 

・受付時間 １３：３０～１６：００ 

・献血場所 マルショク今宿店 駐車場 

    【４００ｍＬ 献血にご協力いただける方】 

    ➀ 体重：男女とも 50ｋｇ以上  

② 年齢：男性 17 歳～69 歳、女性 18 歳～69 歳 

※６５歳以上の方については、60 歳～64 歳の間に 

献血経験がある方に限ります。 
【主催：玄洋校区保健福祉部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日 時間帯 実施場所 

６月 7日（火） 

14日（火）、21日（火）、 

28日（火） 

9：00～

12：00 

玄洋公民館 

６月 3日（金）、 

10日（金）、17日（金）、 

24日（金） 

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 

【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 実施場所 

６月7日（火）、14日（火）、21日（火）、28日（火） 9：00～12：00 

玄洋公民館 
６月3日（金）、10日（金）、17日（金）、24日（金） 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：092-260-840 

（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） 

 

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート 


