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〒814-0001 福岡市早良区百道浜3丁目6-24

TEL 845-5859 FAX 845-5761

令和4年7月1日号 第315号

第14回百道浜校区人権標語
寄り集う友ときずなの百道浜の会

「見逃さない 軽い一言 重い代償」 堀 凛太郎
「小さなイジワル見逃さず

無くしていこう いじめと差別」 田坂 雅人

ご来館の際には、マスクを着用ください。
マイスリッパもご持参されると安心です。

https://www.facebook.com/momochihamakouminkan/

百道浜公民館
フェイスブック
QRコード

7月22日（金）
1７:00～

18:30

【お問い合わせ・申込み：公⺠館】

主催：校区衛生連合・公民館

（公民館前集合）

地域包括ケア

定員20名程度。雨天中止。
参加費無料。

今回もﾉ ﾙ ﾃ ﾞ ｨ ｯ ｸ ｳ ｫ ｰ ｷ ﾝ ｸ ﾞ 協会福岡支部の指導員さん
を招いて、歩き方やポールの使い方のレッスンを受けます。

校区在住の小学生・中学生対象

※兄弟児で未就学のお子さまには必ず保護者の付き添いをお願
いします。未就学児のみの参加はできません。ご了承ください。

卓球

折り紙 オセロ

マンガ
読書

7月9日(土)13:00～15:00

『はまっ子くらぶ』

紙飛行機

公民館SDGsカフェ
無料でコーヒーを提供します。
お友達やお子様と一緒にご来店ください。
みんなで楽しくおしゃべりしませんか？

7月9日(土)12:00～16:00
＠公民館テラス

⼦ども健全育成事業

木の花ガルテンこだわりの
土づくり・野菜づくりを知る

健康の源、それは土。大山町が取り組んできたこだわ
りの土づくりを知り、そこから生まれた野菜たちのパ
ワーを感じましょう。旬の野菜を使った料理をご紹介
します。試食もあります。

８月13日～15日は、利用申込がないときは臨時休館しま
す。

この日に利用を希望される場合は、７月29日（金）正午まで
にご連絡をお願いします。

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート

新型コロナウイルス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。

７⽉ 毎週⽉曜⽇ 14:00~17:00
毎週⽔曜⽇ 9:00~12:00

百道浜公⺠館
終了時間の15分前ま
でにお越しください

大分大山町のこころを百道浜へお届け

夏休み　お父さん、お母さん応援企画

～～日々の疲れをヨガでリフレッシュしませんか～

リラックスヨガで、身体の奥深くをほぐしていきます。
自律神経を整え、むくみを防ぎ、心身のバランスも整
えましょう。

くみを防ぎ、心身のバランスも整えましょう。

癒しのヨガ

7月26日㈫19:15～20:20

百道浜在住、3人の子どものママ

定員：15名
ヨ定員：１５名

ラヨガマット（お持ちでない方はバスタオル）

リ ヨガ講師：西尾里香さんん

ル 百道浜在住、３人の子どものママ

【お問い合わせ・申込み：公⺠館】

暑くなってきたので飲み物を持参してください！

7/13（水）

定員：30名
講師：木の花ガルテン

江田課長・田中店長

10:30~12:00
百道浜公民館講堂

【お問い合わせ・申込み：公⺠館】

こども企画

7月28日(木) 14:00～16:00
場 所：百道浜公民館講堂
参加費：500円（当日徴収）
定 員：3年生以上先着順20名
7月1日㈮から受付開始

講 師：工房スマイル
主催：百道浜公民館・校区青少年育成協議会

【お問い合わせ・申込み：公⺠館】

シーサーについて調べて参加しよう！

小学３年生以上対象

公民館休館日のお知らせ
7月31日(日)は休館日とさせていただきます。

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
お問い合わせ：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)

令和４年度第１回公民館運営懇話会報告
６月１８日（土）第１回公民館運営懇話会を開催しました。委員の
皆様にはご多用の中ご参会いただき有難うございました。懇話会
では３年度の運営報告と４年度の運営方針及び活動計画につい
て協議いたしました。本年度は「居場所づくり」と「地域団体やサー
クルとのコラボ」をキーワードに活動を進めてまいります。また、校区
の夏祭りや公民館文化祭の成功に向けて力を注いでまいります。
公民館運営につきましてご指導よろしくお願い致します。

令和４年６月２５日 百道浜公民館 館長 山田 保彦

７

お気軽に
どうぞ！



1日 金 いきいきカフェ13：30～

2日 土 夏祭り実行委員会18:00～ 自治協定例総会19:00～

6日 水 子育てサロン10:30～

9日 土
交通安全定例会10：30～ はまっ子くらぶ13：00～
SDGｓカフェ12：00～

11日 月 ふれあいサロン13:30～

12日 火 男女協定例会13:00～ 社協定例会14:00～

13日 水 百道浜カレッジ10:30～ にこもちキッズ15:30～

15日 金 いきいきカフェ13:30～

16日 土 青少協定例会11:00～

20日 水 子育てサロン10:30～

22日 金
防犯パトロール21:00～ 三者会議20:15～
ノルディックウォーキング17:00～

23日 土
ラジオ体操8:00～ 夏祭り準備8:30～
浴衣の着付け手伝い16:00～ 夏祭り18:00～

24日 日 ラジオ体操8:00～ 夏祭り片付け8:30～

26日 火 癒しのヨガ19:15～

27日 水 にこもちキッズ15:30～

28日 木 夏休みこども企画シーサーづくり14:00～

31日 日 休館日

百道浜校区の主な⾏事
地域活動日程の変更・中止など、百道浜自治協議会
ホームページをご確認ください。QRコードはこちら⇒
https://www.momochi‐hama.jp

★ふれあいサロン
校区の65歳以上の方はどなたでも参加できます。

7月11日（月）『きこえと補聴器Q＆A』
ﾘｵﾈｯﾄ補聴器 ﾘｵﾈｯﾄｾﾝﾀｰ姪浜

場 所：公民館講堂 時 間：13:30～14:30
お問い合わせ：公⺠館または⺠⽣委員

防犯パトロール
⽇時：7⽉22⽇（⾦）21:00〜 公⺠館前集合

「私たちの百道浜は、私たち自身で守る」を合言葉に
実施しています。

★百道浜老人クラブ
校区の60歳以上の⽅はどなたでも参加できます。

⼊会希望・お問い合わせ：公⺠館

★子育てサロン
日 時：7月 6日（水）10:30～12:00 講堂

7月20日（水）10:30～12:00 講堂
場 所：講堂 ※曜日と場所を変更しています！
予約をお願いします。先着親子8組です。（空きがあれば、当
日の参加も可。お電話ください。）かもめ文庫の読み聞かせ

＆手遊びもあります♪

★にこもちキッズ（未就学児の子どもと保護者）

日 時：7月13日（水）15：30～16：30 講堂
『廃材を使っておもちゃを作ろう』

日 時：7月27日（水）15：30～16：30 講堂
『１分アイスを作ろう』

先着親子8名。参加者大募集中。公民館にお問合せください。

４日（月）公園清掃 9:00～
５日（火）防災センター見学９:50～終了後、役員会

１２日（火）かたらん会 13:00～
１９日（火）役員会 9:30～ 定例会 10:00～
２１日（木）校区内清掃 9:50～
２６日（火）かたらん会 13:00～

防犯推進協議会

連絡先：⽼⼈クラブ 会⻑ 村⼭090-3412-4560

⽇ 時：7⽉1､15⽇㈮13:30〜16:00
7/ 1 15:00 ～介護福祉士倉科先生による脳トレ＆健康体操

7/15 15:00 ～ももち体育館中村先生による健康体操

場 所：百道浜公⺠館 児童等集会室ロビー

地域包括ケア

主催：社会福祉協議会、⺠⽣・児童委員、公⺠館
【お問い合わせ：公⺠館】

⾃治協議会からのお知らせ
⽇ 時：７⽉２⽇(⼟)

夏祭り実行委員会 18:00～
自治協定例総会 19:00～

百道浜地域情報

7月の予定

ﾀﾞｰﾂ 第1・３水曜13:30～いこいの家
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 木曜9:00～百道浜東公園

夏祭り神事・神輿練り歩き
子どもカラオケ大会

19:00～20:00

盆踊り
20:00～21:00

百道浜ふれあい親子ラジオ体操
日 時：7月２３日（土）・２４日（日）8:00～
場 所：百道浜小学校 グラウンド

百道浜校区青少年育成協議会主催

百道浜に住んでいる人だれでもOK！マスクをつけて
きてください。（体操中ははずして良いです。）

参加賞 ２日間とも先着１００名にヤクルト進呈

ゆかたの当日着付けお手伝い

新しくなった百道浜のお神輿を
子どもたちが担いで校庭を走ります！
大人のお神輿もまけられません！

18:00～21:00

小学校の1年生から6年生の代
表の子ども達がカラオケに挑戦
します。

小学校南門で参加者に抽選券を
配布します。盆踊り終了後に、
抽選会を行います。

抽選会

博多民踊協会の方に、百道浜音
頭と炭坑節の踊り方を教えてい
ただきます。

出店

18:00～19:00

楽しいゲームの出店があります。

コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
食べ物の出店はありません。
お家でご飯を食べてから、遊びに来てね！

百
道
浜
校
区

237/
@百道浜小学校

校庭 ※雨天決行

土曜日
18:00～21:00

時間：16:00～17:30
場所：百道浜公民館 講堂
先着：２０名
（３０分毎の時間指定あり）
申込先：公民館

【持ち物】
ゆかた・半幅帯（兵児帯）・腰
ヒモ3本・伊達締め1本・タオル
2本・肌襦袢またはタンクトッ
プ・裾よけ（ペチコート）襟芯
（あれば）・帯板（あれば）

詳しくは⾃治協議会
のホームページで
ご確認ください

夏
祭
り

７月




