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裏面も
ご覧下さい

【臨時休館日のお知らせ】
６月の臨時休館日は、 ２６日（日）です。利用申請がない場合、休館し

ます。ご利用の方は１０日前迄に申請ください。７月の臨時休館日は、
３１日（日）です。

その他の ６月の予定 ※予定が変更になる場合があります。

３ 金 衛生連合会

４ 土 男女共同参画役員会

５ 日 ジュニアリーダー会議

６ 月 社協事務局会 文化振興会役員会

７ 火 人尊協役員会

８ 水 壱岐・野方商店連合会

１０ 金 マイナンバーカード申請サポート 青少年育成会（子）

１１ 土 シニアクラブ

１３ 月 文化振興会定例会

１６ 木 のるーと連絡会議

１７ 金 防犯推進会

１８ 土 男女共同参画定例会

２２ 水 橋本ニュータウンサロン

２４ 金 自治会長会 青少年育成会役員会

２５ 土 橋本ニュータウン定例会

２７ 月 ふら～っとカフェ実行委員会

２８ 火 サロン代表者会議 生活環境委員会

３０ 木 運営懇話会

人 尊 協 コ ラ ム

公民館では新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行って
いきます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
感染予防対策として、マスク着用・消毒・換気をお願いし、 ３密
を避けてご利用下さい。感染状況により、記載してます事業につ
きましては、中止または延期になる場合がありますので公民館へ
お問い合わせ下さい。

【LINE】

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

健康講座「生き活き講座」
日時：①5月20日（金）１０：００～１２：００（終了しました）

②6月 3日（金）１０：００～１２：００
講師：松崎 福美さん（校区担当保健師）

柴田 伊津子さん(健康運動指導士）
長澤 和世さん（歯科衛生士）

定員：２０名（先着順）
内容：①認知症予防についてのお話（終了しました）

②口腔ケアの必要性についてのお話
講話の後に軽い運動をおこないます。

持ってくる物：タオル・上靴・飲み物
運動ができる服装でお越しください。

申し込み：若干名の空きがあります。公民館に連絡下さい。
（衛生連合会 共催）

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

にぎにぎ体操 （簡単でゆるやかな体操）
毎週月曜日 １４：００～
持ってくる物：上靴・タオル・飲み物

どなたでも
参加できます!

会場記載のないものは、いずれも公民館で行います。

母子巡回 日 時：６月８日（水） １３：３０～ 受付
内 容：身体測定・育児相談

歯の相談など
持ってくるもの：母子手帳

歯科衛生士
さんが来ます！

☆チャレンジでゴー 子どもの健全育成関連事業

父の日プレゼント作り
日時：６月１８日（土）

１３：３０～１６：００
内容：父の日を前にキーホルダーを作ってみませんか？
定員：①1３：３０～１４：３０ １・２・３年生 １２名 （いずれも

②1５：００～１６：００ ４・５・６年生 １２名 先着順）
参加費：１人２００円（材料代）
申込み：申込み用紙を公民館まで提出して下さい。

☆おとな会 公民館主催事業

大人のパン教室

日時：６月２９日（水）１０：００～１３：００
内容：食の大切さを学びながら、パンを作る楽しさを体験して

みませんか？
講師：西部ガス（株） 定員：１６名（先着順）
参加費：１人３００円
持ってくる物：エプロン・三角巾・タオル・飲み物

※作ったパンは持ち帰りますので、入れる物を
持って来て下さい。

申し込み：６月１日より電話にて受け付けます。

人権ひろば「ともしび」に来てみませんか？

いろいろな出来事について、気軽にお話してみません
か？相談もお受けします。都合のいい時間お越し下さい。

日 時： ６月 ２４日（金） １４：００～１６：００
会 場： 壱岐南公民館 学習室

西区役所で人権啓発担当するスタッフが皆様の話し相手
になります。

福岡大空襲を忘れない〜戦争はいやだ
７７年前の６月１９日午後11時30分ごろから約２時

間、福岡の中心部は米軍の爆撃を受けて火の海となり
ました。
この空襲で市内の３割が消失、死者・行方不明者は９
７５人、負傷者は１０４８人と記録されています。現
在の博多小校区と舞鶴小校区の被害が特に大きく、死
者の９割がこの地区で一帯は焼け野原となりました。
いまはもう空襲の跡を見出すことは難しくなってい

ますが、焼夷弾が降ってくるなかを逃げまどい、大勢
の命が奪われた史実を忘れてはいけません。そして現
在ウクライナで起きていることに思いをはせ、一刻も
早く戦争をなくすよう努めましょう。

（いきみなみ人権尊重推進協議会）

【金曜ウォーク】 ６月 ３・１０・１７・２４日 １０時～１時間程度
飲み物をご持参のうえ、動きやすい服装でお越し下さい。
校区周辺をマスク着用で行います。 （衛生連合会）

ラブアース・
クリーンアップ2022

日 時：６月１２日（日）

※自治会で日程は異
なる場合があります。
時間や集積場所は、各自

治会からのお知らせをご
覧ください。皆様のご協力
をお願いします。
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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。(公民館で予約は受付できません)

【 日 時 】令和４年６月１０日（金）
９：３０～１２：３０

【 会 場 】壱岐南公民館 講堂
【 対象者】西区に住民票のある方
【事前予約期間】５月２４日（火）～６月７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

【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）

名 前 役 職 名
新里 幸吉 校区自治協議会 会長

池田 良子 福岡市議会議員

樋口 剛 戸切人権のまちづくり館 館長

寺﨑 英二 壱岐丘中学校 校長

永澤 亜樹 壱岐南小学校 PTA副会長

水﨑 美鈴 校区男女共同参画推進会議 会長

中瀬 徹 校区青少年育成会 会長

山本 泉 校区社会福祉協議会 会計

緒方 美由紀 校区体育振興会 常任委員

森近 健治 公民館サークル代表

公民館の運営や事業に住民の意思を十分に反映させるた
めに意見を述べるとともに、地域住民の意向が公民館活
動に的確に反映されるよう公民館に提言する委員は下記
の方々です。第1回公民館運営懇話会を６月３０日（木）
１９：３０～行います。 ※傍聴をご希望の方は会議開催の15
分前までに公民館にお申し出ください。

公民館運営懇話会委員紹介

《ママさんバレーボール大会》 （体育振興会）

日 時 ６月１２日（日） 集合 ８：３０
開 会 式 ８：４５
場 所 壱岐南小学校体育館及び

壱岐丘中学校体育館
練 習 日 ６月６日（月）～９日（木） ２０：００～２２：００

壱岐南小学校体育館
地域の親睦と体力増進を図る目的で行っております。大会当日は
無観客で、感染症対策を十分に整えて行います。新型コロナウイル
ス感染状況により中止または延期になる場合があります。

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。

※終了時間の15分前までにお越しください

【実 施 場 所】 壱岐南公民館 ロビー
【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：092-260-8405（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）

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート

実施日 時間帯
6月 ４日（土）、１１日（土）

１８日（土）、２５日（土）
9：00～

12：00

６月 １日（水）、 ８日（水）
１５日（水）、２２日（水）
２９日（水）

14：00～
17：00

「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。

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。 ※入場無料。
【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

健 康 運 動 教 室
日 程：６月１６日（木）、７月７日（木）、２１日（木）

１５：００～１６：００
内 容：体力測定を行い、簡単なストレッチや音楽に

合わせてエクササイズをおこないます。
講 師：村上華林堂病院 定員：１５名（先着順）
持ってくる物：タオル・上靴・飲み物

運動ができる服装でお越しください。
申込み：６月１日より受け付けます。公民館まで連絡下さい。

公民館で
行います！

《校区子ども会球技大会》 ドッチボール・ソフトボール

日 時：６月１１日（土） ９：００～
【雨天時：１８日（土） ９：００～ソフトボールのみ】

場 所：壱岐南小学校 体育館・グラウンド
感染症対策を十分に整えて行います。 （青少年育成会）


