
お互いが尊重される地域づくり

臨時休館日のお知らせ

・7月31日(日)に臨時休館を実施します。

公民館の利用を希望される場合は、7月21日(木)17:00
までに「公民館利用許可申請書」を提出してください。

お知らせ、イベント案内、公民館だよりを
ブログでご覧いただけます。
愛宕公民館
〒819-0015 西区愛宕４丁目11-11
TEL891-7962/FAX891-4677
E-mail:atago112@jcom.home.ne.jp

自宅で検温をして、マスク着用でご来館ください
★発熱や体調に心配のある場合は外出をご遠慮ください。
★お知らせしている事業や講座は、状況により変更になる場合があります。
★お知らせしている講座は事前申込制です。

講座の申込先は愛宕公民館です。(申込先特記がない場合に限る)

氏名と連絡先をお伺いしています。

公民館だよりあたご 第461号 (令和4年)

愛宕公民館LINE公式アカウントを開設しました。
主催事業などの公民館情報をお届けします。
ぜひ友だち登録お願いします。

LINE登録

右記二次元コードをスマホの
カメラ機能で読み取り友だち
追加できます。

介護をしている家族と介護を体験した家族との交流の場です

福祉ビデオシリーズ「優しい認知症ケア ユマニチュード」
（NHK厚生文化事業団制作）を参考に学んでいます）

日時： 7月16日（土）10:00～12:00
場所： 愛宕公民館 地域団体室

対象： 介護をしている家族 地域の方で参加意欲のある方

参加費 ： 100円

地域ボランティア 下島 康則 氏

介護家族との交流会

7月

☆乳幼児とその保護者が対象です。
☆水分補給用の飲み物、外出に必要なもの(タオルやおむつなど)を
持参してください。
☆講座終了後は親子のフリースペースとして利用できます。

講師：保育士 西野恵子氏、田尻佳子氏
日時：8月4日(木)10:00～11:00
場所：愛宕公民館講堂
定員：5組(事前申込制)
申込期間：7月1日(金)～7月15日(金)

8月 レクリエーションリトミック

子育てミニ広場(乳幼児ふれあい事業)

親子で楽しいリズム遊び♪

日程 内容 講師 定員 参加費、持ち物など

7月26日(火)
金印の使われ方と
封泥体験

福岡市博物館 20名
持ち物:メッセージを書いた手紙やカード、

小さめの空き箱(10×10×2cm)

7月27日(水) 陶芸教室 陶工房ななかまど 20名
参加費:1,000円(材料代)
作品のお渡しは約3週間後です

7月29日(金)
みんなで海の生き
物をつくろう！

折り紙教室講師
畑中みゆき氏

小中学生10名
大人10名

作品は館内に掲示します

7月30日(土) 親子パン教室 西部ガス(株)
16名
(必ず親子で参加)

参加費:1人1セット300円(材料代)
持ち物:エプロン、三角巾、タオルやハンカチ

8月9日(火)
アクリルたわしを
編んでみよう

編み物サークル 10名

8月16日(火) 卓球教室 卓球サークル 12名

☆概ね65歳以上の方が対象です

☆年間登録制ではありません

講師：KDDI株式会社認定講師
日時：8月2日(火)10:00～12:00
場所：愛宕公民館講堂
定員：20名(事前申込制･応募多数の場合は抽選)
申込期間： 7月1日(金)～7月15日(金)
参加費：無料
持ち物：筆記用具、水分補給用の飲み物
教材：スマートフォンを1人1台貸出します。

8月

愛豊大学(高齢者大学)

スマートフォンを使って、初めてのインター
ネットの使い方をわかりやすくご紹介します！
楽しく使うコツやアンドロイドならではの
アプリを体験しませんか？
防災に役立つ情報もあります♪

“持っていない方･これから検討される方のための”

シニア向けスマートフォン教室
（Android）

あたごチャレンジ教室(小中学生対象)

時間：10:00～12:00 場所：愛宕公民館講堂 申込期間：7月1日(金)～7月15日(金)

夏休み期間中にたくさん企画しています♪

7月号では夏休み前半部分の募集です！

夏休み期間中に児童等集会室を利用希望の
小学生～高校生は、月～金曜日の9:00～
17:00に利用の予約をしてください。

お父さんも
ぜひ一緒に
参加して
ください♪

日時：7月22日(金)10:00～12:00
場 所：愛宕公民館 講堂
定員：6名（事前申込制）
申込期間：7月1日(金)～7月15日(金)
持ち物：のり、はさみ
参加費：200円

「睡蓮」を作ります♪折り紙教室

あたごチャレンジ
教室との合同教室
7月29日(金)10:00～
12:00の参加も
お待ちしています!

7月の行事 (★印は公民館事業です )
2日(土) 自治協議会運営委員会
5日(火) 愛豊大学(★)
7日(木) 子育てミニ広場(★)
15日(金) 学校施設開放連絡会議
16日(土) 介護家族との交流会(★)
19日(火) 健康づくり講座(★)
20日(水) すこやか教室
23日(土) サークル代表者会議･消火･避難訓練(★)
25日(月) ぽんぽこ
26日(火) 民生児童委員協議会会議
29日(金) 折り紙教室(★)
31日(日) 臨時休館日

7月8日(金)～7月11日(月)の間は選挙準備等のため、
大雨による愛宕校区の最初の開設避難所は公民館
ではなく小学校になります。
※連絡先:西区役所防災･安全安心室 ☎895-7037

選挙準備等期間中の開設避難所についてのお知らせ



※当日自宅で検温し、発熱や体調に心配のある場合は参加をご遠慮ください。

※マスクの着用をお願いします。 ※水分補給用の飲み物は各自持参してください。

※感染状況により変更になる場合があります。

※受講の申込みは、愛宕公民館へ直接またはお電話でお申込みください。

愛 宕 校 区 社 会 福 祉 協 議 会 よ り

日時：7月20日(水)
13:30~15:00

講師：しおかぜ文庫
場所：愛宕公民館 講堂
定員：30名（事前申込制）
申込締切：7月18日(月)
持ち物：水分補給用の飲み物

すこやか教室
絵本と手あそびで脳トレ
おはなしを聞いて想像したり、
手を動かして脳を活性化
させましょう！

子育て交流サロン

ぽんぽこ
自由遊びとDVD鑑賞
日時：7月25日(月)

10:00~12:00
場所：愛宕公民館 講堂
定員：5組（事前申込制）
申込締切： 7月18日(月)
持ち物：水筒、タオル、

外出時に必要なもの
（おむつ、着替えなど）

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。

【 日 時 】 令和4年7月12日(火)9:30～16:30
【 会 場 】 愛宕公民館 講堂
【 対象者 】 西区に住民票のある方
【事前予約期間】 6月23日(木)～7月7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。）

(※6月号からの再掲です。)

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

【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 実施場所

7月2日(土)､9日(土)､16日(土) 9:00～12:00
愛宕公民館

7月6日(水)､13日(水)､20日(水) 14:00～17:00

しおかぜ文庫
～本の貸し出し日

～7月13日（水）、27日（水）14:30～16:30
7月23日（土）10:00～12:00
愛宕公民館 児童等集会室

※第４土曜日の午前中も貸出します

📚

学校施設開放連絡会議

日時：7月15日（金） 19:00～20:00
場所：愛宕公民館 地域団体室
※愛宕小学校体育館・校庭を利用している
団体の代表者は必ず出席してください。

※筆記用具をご持参ください。

ふれあい
コンサート
予告

日時：8月27日(土)
10:00~12:00

場所：愛宕公民館
講堂

詳細は8月号で掲載
します。
お楽しみに♪

講師：健康運動指導士松原建史氏
日時：7月19日(火)10:00～11:30
場所：愛宕公民館講堂
定員：12名(事前申込制)
申込期間：7月1日(金)～7月15日(金)
対象：どなたでも(無料)
持ち物：水分補給用の飲み物、
タオル、運動ができる服装と内履き
【共催】
愛宕校区健康・環境推進委員会
西区保健福祉センター地域保健福祉課

スロージョギング®
(笑顔で健康づくり講座)

誰でもできる！すぐできる！

歩く速さで走る(?!)スロジョを体験
しましょう!

日時：7月23日（土） 10:00～12:00 場所：愛宕公民館 講堂 詳細はサークルファイルで確認してください。

サークル代表者会議 消火・避難訓練のお知らせ


