
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 4年 7月 1日 

 
かわいい動物やお気に入りの形のお皿を作りましょう。 

 

 
 

本の貸出し 

小・中学生対象  

乳 幼 児 対 象 

わかみや文庫 いーよーの会 

【日 時】 7月 2日・１6日(土) 13:30～16:00 

公民館の本を貸出しています。 

主催：わかみやアンビシャス広場委員会 

主催：社会福祉協議会 

 

【日 時】 ７月２１日(木) 10:00～12:00 

小さなお子さんと保護者の方がほっと出来る場所です。 

子育てサロンしゃぼん玉 

 
【日 時】 ７月９日(土) 10：00～１２：００ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【講 師】 工房スマイル 

【対 象】 校区の小学生 

【定 員】 20人（申込多数の場合は抽選） 

【参加費】 ５００円（当日集金します）  

【申込み】 ７月５日(火)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

【共 催】わかみやアンビシャス広場 

 

 

※掲載の事業等は新型コロナウイルス感染症対策のため、中止になる場合があります。 

わくわくサタデー（子どもの健全育成関連事業） 

 裏面もあります 

申込 

不要 

【日 時】 ７月１４日(木) 1３：３0～１５：００ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【講 師】 九州産業大学商学部准教授 平川 幹和子 氏 

【対 象】 校区の終活と相続に関心のある方 

【定 員】 ３０人（申込多数の場合は抽選） 

【参加費】 無料  

【申込み】 ７月７日(木)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

【共 催】社会福祉協議会 

 

※見本は公民館に 
展示中 

公民館運営懇話会を開催します 

【日 時】7月７日(木)19:00～ 

【場 所】若宮公民館 講堂 

【議 題】主催事業計画 人権学習 他 
※傍聴を希望される方は、15分前までに 来館下さい。 

心も体も忍者になりきって、さまざまな修行に挑戦します！

親子で楽しくあそびながら運動の動作を身につけよう！ 

【日 時】 ８月６日(土) 10：00～１2：0０ 

【場 所】 若宮小学校 体育館 

【講 師】 福岡市総合体育館副館長 緒方 達也 氏 

【対 象】 校区の小学１～３年生とその保護者 

【定 員】 20組（申込多数の場合は抽選） 

【参加費】 無料 

【申込み】 ７月２８日(木)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

※運動できる服装で、タオル、室内シューズ、 

十分な飲料水をご持参ください。 

【共 催】わかみやアンビシャス広場 

 

 

 

行 事 予 定 

３日(日) 校区防災訓練 若宮小学校 

６日(水) 高齢者サロン夢つむぎ いこいの家 

17 日(日) 校区ファミリーバドミントン大会（体協主催） 

21 日(木) 若宮小学校・多々良中学校終業式 

学校施設利用調整会を開催します 
【日 時】 ７月 1１日(月) １９：３０～ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【対 象】 各サークルの代表者 

 
◆お盆の臨時休館について 

 8月 13日(土)～15日(月)は、臨時休館を予定してい
ます。7月 29日(金)17時までに利用の申込がない場
合は、臨時休館します。 

皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

 

申込 

不要 元気な今だからこそ、万が一の時のことを考えてみませんか。 

 

 

 

わくわくサタデー（子どもの健全育成関連事業） 

公民館臨時休館のお知らせ 
 

◆月 1回の臨時休館について 

 7月 17日(日)、8月 1１日(木)は休館します。 

 

【日 時】 ７月９日(土) 

表千家茶道教室 13:00～15:00 

お茶の作法を丁寧に教えています。 

公民館であそぼう 15:00～1７:00 

卓球が再開します。！ 
水分補給用の飲料、上靴を持って来てね。 

 

申込 

不要 

申込 

不要 

主催：わかみやアンビシャス広場委員会 

 すこやかひろば（乳幼児ふれあい学級） 

わらべうたあそび、おもちゃあそび、読み聞かせ… 

スキンシップでほっこりできる、とっておきの時間をすごしましょう♪ 

 

 

 

【日 時】 8月９日(火) 10：３0～１1：3０ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【講 師】 恵泉幼稚園  江口 由実 氏 ・ 迫口 美歩 氏 

【対 象】 校区内にお住まいの乳幼児とその保護者 

【定 員】 １5組程度（申込多数の場合は抽選） 

【参加費】 無料  

【申込み】 8月４日(木)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 



 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。 

【日 時】 

7 月の実施日 時間帯 

２日（土）、９日（土）、1６日（土） 9:00～12:00 

６日(水）、１３日(水）、2０日(水） 14:00～17:00 

 ※終了時間の 15分前までにお越しください 

【会 場】若宮公民館  

【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） 

【ワクチン接種に関するお問い合わせ】 

●新型コロナワクチン接種全般に関するお問い合わせ 

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） 

●接種券の紛失、再発行、接種証明書に関するお問い合わせ 

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 

１位 若宮３-２ 

２位 若宮４-１・若４-３ 

３位 若宮２-２ 

４位 アークソピア 

公民館で申請すると、区役所に行かずに無料で手続きが

でき、カードは後日郵送で自宅に届くので大変便利です。 

予約期間に下記の受付センターへお申し込みください。 

 

【公民館でできること】 

◆マイナンバーカードの申請受付 

◆申請用写真撮影 

◆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 

（マイナンバーカードを既に持っている方） 

 

【日 時】令和４年７月２４日（日）11:00～16:00 

【会 場】若宮公民館 講堂・学習室 

【対象者】東区に住民票のある方 

【事前予約期間】７月 7日(木)～７月２１日(木) 

 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)本人確認ができる物  

【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。） 

 

 マイナンバーカードの申請受付 予約制 

【日 時】7月 27日（水） 10:00～12:００ 

【場 所】博多高校 

【内 容】学生が企画した①～⑥講座を開催！ 

★それぞれ博多高校に申込（☎663-5051）が必要です。 
講座①：自分に似合うカラーを見つけて可愛いネイルをし

てみませんか？ 講座②：高血圧予防講座 講座③：好きな

香りでハンドマッサージと香水作り 講座④：これからも

元気で過ごすための健康講座 講座⑤：熱中症予防講座 

講座⑥：スマートフォン講座 

講座の詳細は町内の回覧板、掲示板、または公民館に詳しい

チラシを置いていますのでご覧ください。 

 

 

在宅医療(訪問介護)について 
【日 時】７月１6日(土) 10：00～１1：3０ 

【場 所】若宮公民館 講堂 

【講 師】田中調剤薬局 田中 範江 氏 

【定 員】20人（申込多数の場合は抽選） 

【申込み】７月 10日(日)迄に公民館へ(662-5454) 

認知症について 
【日 時】8月 2日(火) 10：00～１1：3０ 

【場 所】若宮公民館 ２階 

【講 師】東区保健福祉課   

【定 員】20人（申込多数の場合は抽選） 

【申込み】７月 25日(月)迄に公民館へ(662-454) 

【主  催】健康づくり推進会 

【日 時】７月 30日・8月２０日(土)  

9:30～12:00 

【場 所】若宮公民館 講堂他 

【対 象】小・中学生 

【申込み】小学生は学校から事前申し込みのプリントを 

配布する予定です。 

中学生は公民館へお申し込み下さい。 

【内 容】「居場所」となるスペースを開設します！  

おしゃべりしたり、遊んだり！学んだり！ 

【主 催】社会福祉協議会 

 

体育協会主催 

『校区ママさんバレーボール大会』 

 
6 月 12日(日)に若宮小学校で開催しました。 

結果は以下のとおりです。 

 

 感染拡大防止のためお休みしていていましたが、5月から 

毎月第２・４金曜日に、いこいの家で再スタートしています。  

みんなで一緒に、楽しく運動や脳トレで、 

認知症予防！ロコモ予防！しましょう。 

申込 

不要 

若宮校区よかトレ実践ステーション 

65歳以上の地域の方を対象にした 

博多高校看護専攻科 地域公開講座   


