
シルバー石丸大学 「ラダーゲッター」 
６月２１日（火）  

時 間：１０時３０分～１２時 

場 所：公民館 講堂 

講 師：吉野 澄子 さん（スポーツ推進委員） 

内 容：ニュースポーツのラダーゲッター 

    を楽しみましょう！ 

対 象：シルバー大学生  
※紐でつながっている２個のボールをラダー

(はしご)に向かって投げ、ボールがラダーに
引っかかると得点になるゲームです。 

※動きやすい服装でおこしください。 
※お茶は用意しています。 

 
 次回は７月２７日（水）健康づくり①  

令和４年 ６月予定 

２ 木 
おひさまサロン 

校庭開放調整会議 

４ 土 自治協議会 運営委員会(19 時～) 

8 水 読み聞かせ「絵本の会」 

10 金 ぷらっとカフェいしまる 

11 土 子ども講座 

15 水 にこにこ広場 

20 月 ひまわり会 

21 火 シルバー石丸大学 

22 水 
おとな講座 

行政相談(14 時～16 時) 

23 木 第１回 公民館運営懇話会 

26 日 臨時休館日 

28 火 絵本の読み聞かせ おとな版 

29 水 マイナンバーカード申請出張サポート 
 

※今月の月１回の臨時休館日は６月２６日（日）

の予定です。６月１６日（木）１７時までに利用

申込みがない場合は臨時休館致します。 ※すべての事業については、新型コロナの状況により中
止または延期になる場合があります。来館の際はマス
クの着用をお願いします。（小さいお子さんはつけな
くても大丈夫です）また入口に検温器と消毒液を置い
ていますので、必ず検温し手指の消毒を行ってから入
室してください。ご協力をお願いします。 

石丸子ども講座 
「父の日のプレゼント作ろう！」 

６月１１日（土）  
時 間：１０時～１２時 

場 所：公民館 講堂 

対 象：校区内の小中学生 

定 員：１５名程度 

参加費：２００円 

持ち物：タオル・水筒  
※プラスチック板に絵を書いて、オリジナル

のキーホルダーを作ろう！ 

申込みは６月１日（水）から 
 

 次回は７月１６日（土）陶芸教室  

   

おとな講座  
「ノルディックウォーキング講座」 

６月２２日（水）  
時 間：１０時～１２時 
場 所：白十字会地域コミュニティサロン 
    「いしまるしぇ」に集合 
   （石丸４丁目３－１病院敷地内南側） 
講 師：平井 裕介 さん（白十字病院） 
定 員：２０名程度 
参加費：無 料 
持ち物：ノルディックポール（あれば）・ 
    歩きやすい靴・飲み物・タオル 

※定員になり次第締め切ります。 
※場所のお問い合せは公民館まで。 

申込みは６月１日（水）から 
 
 次回は 7 月 6 日(水)･21 日(木)ｸﾗﾌﾄｶｺﾞ作り  

  

絵本の読み聞かせ おとな版 
６月２８日（火）  

時 間：１０時３０分～１１時３０分 
場 所：公民館 児童等集会室 
講 師：篠原 富美子 さん（ぶぅぶぅ文庫） 
内 容：「せんたくかあちゃん」 
    「ばばばあちゃん」シリーズ 他 
対 象：どなたでも  

※さとうわきこさんの描く、かあちゃんや 
ばあちゃんは、いつも行動的で前向き。 
トラブルさえも楽しんでしまう力強さを
お届けします。 

 次回は７月２６日（火） 

にこにこ広場 「乳幼児歯科」 
６月１５日（水）  

時 間：１０時３０分～１２時 

場 所：公民館 講堂 

講 師：保健福祉センター 丸山 典子 さん 

対 象：未就園児と保護者  
※歯科衛生士さんによる、乳幼児のお口の手

入れについてのお話などがあります。 
 

 次回は７月２０日（水）育児相談  

読み聞かせ 「絵本の会」 
６月８日（水）  

時 間：１１時～１２時 

場 所：公民館 講堂 

講 師：和才 尚美 さん（地域指導者） 

対 象：未就園児と保護者  
※読み聞かせの後は、ママやパパ達の交流の

場となっています。お気軽にどうぞ！ 
絵本の貸し出しもできます。 

 
 次回は７月１３日（水） 

～公民館運営懇話会委員の紹介～ 
 

公民館の運営や事業に、住民の意見を広

く反映させる為、館長の推薦により校区の

団体機関及び公民館活動に理解と関心のあ

る方による委員会で、次の方々が区長より

委嘱されました。（順不同／敬称略） 
 

<任期：令和４年 6 月 1 日～令和５年 5 月 31 日> 
  

岡   弘 自治協議会 会長 

有友  剛 下山門中学校 校長 

松本 太加保 石丸小学校 校長 

竹田  敬子 社会福祉協議会 会計 

柴田   剛 老人クラブ連合会 会長 

吉村   浩次 体育振興会 会長 

田中  衛 人権尊重推進協議会 会長 

門司   慶子 男女共同参画をすすめる会 会長 

小松 チカ子 第 12 地区民児協 会長 

土井   早苗 子ども会育成連合会 会長 

船越  弘子 健康づくり委員会 副委員長 

三浦  貴行 石丸小学校保護者教師会 会長 

井上  正孝 青少年育成連合会 会長 

光安  功 防犯委員会 委員長 

肥塚   美雪 西保護司会 保護司 

 

おひさまサロン 
６月２日（木）  

時 間：１０時３０分～１１時４５分 
場 所：公民館 講堂 
対 象：未就園児と保護者  
※今月より再開します。 

フリースペースとなっておりますので、時
間内であれば自由に出入りできます。ボラ
ンティアによる見守りもあります。 

 
主催：おひさまサロン 次回は７月７日（木） 

 

 

第１回 公民館運営懇話会 

６月２３日（木）  
時 間：１９時３０分～ 

場 所：公民館 講堂  
※傍聴もできます。 

希望される方は開始１５分前 
までに申し込みください。 



 

～石丸公民館～ 
 

〒819-0025 
福岡市西区石丸 2-5-10 

電話：881-4983 
Fax：881-4986 

✉ ishimaru108@jcom.home.ne.jp 
 

 

 

下山門ジュニアソフトテニスクラブ 部員募集！!  
下山門ジュニアは、小学生のソフトテニスクラブチームです。 

本クラブは、ソフトテニスを通して部員児童の健全な心身の

育成を図ることを目的に、楽しくソフトテニスをしています。  
・練習日：土曜・日曜の９時～１３時 

・練習場所：今津運動公園 又は 近郊のコート  
体験入部もあります。まずは、下記に連絡を！ 

・電 話：090-8357-6505（田中） 

・ＦＡＸ：092-882-8431（田中） 

ノルディックウォーキング同好会  
・日  時：６月 ８日（水）１０時～１１時 

      ※雨天の場合は中止です。 

・集合場所：石丸公民館 玄関前 
  ※石丸中央公園など石丸校区内を歩きます。 

ノルディックポールがない方でも参加できます。 
一緒に楽しく歩きませんか？  

【問い合わせ先】ノルディックウォーキング同好会 
代表 吉野 澄子（070-1505-7038） 

         
       1１．住み続けられるまちづくりを 
         

都市と人間の居住地を包摂的、安全、

強靭かつ持続可能にする。 
 
・2030 年までに、50 億人が都市で暮らすことになると
予測されています。 
・目標 11 には【2030 年までにすべての人々の、適切、
安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確
保し、スラムを改善する。】や【世界の文化遺産及び自然遺
産の保護・保全の努力を強化する。】など１０のターゲット
があります。身近な事にも目を向けて考えてみましょう！ 

 

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。 
予約期間に下記予約センターへお申し込みください。  

【 日 時 】令和４年 ６月 ２９日（水） 
９時３０分～１２時３０分 

【 会 場 】石丸公民館 講堂 
【 対象者 】西区に住民票のある方 
【事前予約期間】６月１０日（金）～ ６月２４日（金） 

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。） 

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６日（月）、１３日（月）、 

２０日（月）、２７日（月） 

 
9：00～12：00 

 

 

石丸公民館 ６月２日（木）、９日（木）、 

１６日（木）、２３日（木）、 

３０日（木） 

 

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：092-260-8405（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 

「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 

 

 
・日  時：６月１０日（金） 
      １４時３０分～１５時３０分 
・場  所：公民館 講堂とロビー 
・茶菓子代：１００円（持ち帰り用） 
・定  員：１５名程度（当日の先着順）  

☆今月のテーマ「備えあれば憂いなし！防災ここポイント！ 
福岡市の元防災危機管理・応急手当の指導員 
現愛宕公民館 奥園館長による防災のお話です。 

※コロナの状況により急遽中止になる場合があります。 
 
～ぷらっとマルシェ～ 
・時 間：１３時３０分～１４時３０分 
・場 所：公民館 学習室  

※障がい者福祉サービス事業所「みどりのその」さんの、 
手作り菓子・野菜・雑貨などを販売します。 

「ぷらっと カフェ いしまる」 

主催：石丸校区自治協議会 


