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《健康づくり》  対象：一般 

～自然探検ウォーキング～ 

今月は生の松原自然観察ウォーキングをします。どなたでも

お気軽にどうぞ！ 雨天の場合は館内で健康体操をします。 

〔日 時〕 ６月１０日（金） ９：３０～（２時間程度） 

〔講 師〕 西区まるごと博物館 

〔持ってくる物〕 水筒・タオル 

動きやすい服装、靴でご参加ください。 

※前日までに公民館へお申込ください。 

 

《わいわい子育て》対象：0～3歳未満の未就園児とその保護者  

虫歯予防教室 ～赤ちゃんの乳歯を虫歯から守りましょう～ 

〔日 時〕 ６月１４日（火） １０：００～ 
〔講 師〕 歯科衛生士 丸山典子さん 
〔定 員〕 先着 １０組 
※お子さん１人につき保護者１人でご参加ください。 
※お気軽にお越しください。 

【共催：さんさんサロン】 
 

《下山門大学》  対象：高齢者 

健康教室 ～薬のはなしと健康体操～  

〔日 時〕 ６月２８日（火） １４：００～  

〔講 師〕 ろくさぽ 

〔定 員〕 先着 ３０名 〔申込締切〕 ６/２７（月） 

※下大会員優先ですが、会員外の方の申し込みも可 

 

≪地域づくり≫  対象：どなたでも 

防災セミナー ～避難行動要支援者の支援及び個別避難計画の必要性～ 

〔日 時〕 ６月１７日（金）１９：３０～２０：３０ 

〔講 師〕 防災・安全安心室職員 

〔定 員〕 先着３０名程度 

【共催：防災防犯部会】 

 

 

 

≪おとなの広場≫  対象：どなたでも 

～あなたは大丈夫？フレイル予防講座～ 

フレイルとは加齢に伴い、心身が弱った状態のことです。 
いつまでも健康に暮らすため、フレイルについて一緒に学び
ませんか？ 
〔日 時〕 第１回『学習編』…６月２１日（火） 

第２回『実践編』…７月 ８日（金） 
両日とも１４：００～１５：３０ 

〔講 師〕 明治安田生命保険 FPコンサルタント 
〔定 員〕 先着３０名程度（事前予約制） 
     ※1回だけの受講もできます。 

※空きがあれば当日参加も可能です 

【共催：福祉保健部会】 
 
～出張！どこでも美術館 アウトリーチ～ 
布の魅力とひみつがわかる 染め・織りもの 
糸や、天然染料に実際に触れます。 
アジア・アフリカの布をまとう体験もできますよ！  

〔日 時〕 ６月２９日（水）１４：００～ 
〔講 師〕 福岡市美術館 学芸員 
〔定 員〕 先着３０名 〔申込締切〕 6/22(水) 
 
≪子どもの広場≫  対象：小・中学生 

理科実験教室～建物の秘密について学ぼう！～ 
〔日 時〕 ６月２５日（土）１３：３０～（２時間程度） 
〔講 師〕 九大フィールの皆さん 
〔材料費〕 100円  〔申込締切〕６月１８日（土） 
〔定 員〕 先着２０名程度  
七夕会～短冊に願いを込めて～ 
願い事を書いたり笹飾りを作って楽しもう！ 

〔日 時〕 ７月２日（土）１０：３０～（１時間程度） 
〔参加費〕 無料  〔申込締切〕６月２５日（土） 
〔定 員〕 先着３０名程度  

 

下山門子育て支援 

乳幼児と保護者の交流の場です。 

開催時間 10:00～1２:00（時間内出入り自由） 

６月１４日（火） 虫歯予防教室（共催：公民館） 

６月２８日（火） 通常サロン 

 

６月 校区掲示板 

日 曜日 内  容 

１ 水 下小施設開放連絡会 

3 金 母子巡回相談 

4 土 老人クラブ連合会 定例会 

７ 火 社会福祉協議会 理事会 

１０ 金 地域探検ウォーキング 

１１ 土 
マイナンバーカード申請出張サポート 

ふり～すぺ～す えん 

１３ 月 防災防犯部会定例会 

１４ 火 わいわい子育て（さんさんサロン共催） 

１７ 金 
ソフトダーツを楽しむ会 

防災セミナー（防災防犯部会 共催） 

１８ 土 体育部会 定例会 

２１ 火 
自治協議会 役員会 

フレイル予防講座（福祉保健部会 共催） 

２５ 土 子どもの広場 理科実験教室 

２８ 火 
さんさんサロン 

下山門大学 健康教室 

２９ 水 どこでも美術館 

特に記入のない場合、会場・申込先はすべて下山門公民館です。 

mailto:shimoyamato77@jcom.home.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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 

6月の臨時休館について  

６月３０日(木) 利用の申し込みがないときは臨時休館

いたしますので ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。利用を希望される場合 ６月２０日(月) 

17：00までにお申込み下さい。 

 

 
壮年ソフトボール校区予選会 
６月１２日（日）西区壮年ソフトボール校区予選会を

開催いたしますので校区の皆さんご参加お願いいたし

ます。 
〔場  所〕 下山門小学校 校庭 

〔集合時間〕 ８時３０分（出場選手） 

〔対  象〕 ３５歳以上（男性）   

※雨天時は６月１９日（日）に延期 

※但し、コロナ感染拡大の場合は中止の検討をします。    

◎問い合わせ 

体育部会長 香田（📱090-9567-3877） 

下山門公民館 （☎８８１－８３８３） 

体育部会からのご案内 

【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 

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 下山門 

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：092-260-8405（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 

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を行います。 

申請用写真撮影サービス有！ 

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。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１１日（土）１１：００～１６：００ 

【会 場】 下山門公民館 講堂 

【対象者】 西区に住民票のある方 

【事前予約期間】 ５月２５日～６月８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）マイナンバー通知カードまたは個人番号通知書 

（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】 福岡市総務企画局システム刷新課 

 （この事業は業者への委託により実施します。） 

 知ってとくする!!西区歴史講座」 

受講者募集！ 
【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より受付） 

【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）へ。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。 

                 

スマホはこちらから 

 

                       

 

 

 

◆◆母子巡回健康相談のお知らせ◆◆ 

日 に ち： ６月３日（金） 
受付時間： １３：３０～１４：００ 
場  所： 下山門公民館 講堂 
◎身体測定・育児相談・妊産婦の健康相談など 
※母子健康手帳をご持参ください。 
※３密を避けるため入場制限をする場合があります。 
問合せ：西区地域保健福祉センター 
    地域保健福祉係 TEL895-7080 

 


