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裏面も
ご覧下さい

【臨時休館日のお知らせ】
７月の臨時休館日は、 ３１日（日）です。利用申請がない場合、休館し

ます。ご利用の方は１０日前迄に申請ください。８月の臨時休館日は、
１３日（土）～１５日（月）と２８日（日）です。

その他の ７月の予定 ※予定が変更になる場合があります。

１ 金 衛生連合会 青少年育成会（中）

２ 土 男女共同参画役員会 子どもリーダー会議

４ 月 社協事務局会 文化振興会役員会

６ 水 橋本ニュータウンサロン

１１ 月 文化振興会

１３ 水 壱岐・野方商店連合会 体育振興会役員会

１６ 土 男女共同参画定例会

２１ 木 のるーと連絡会議

２２ 金
配食ボランティア研修会 自治協定例連絡会
交通安全推進委員会 青少年育成会役員会

２３ 土 橋本ニュータウン定例会

２５ 月 ふら～っとカフェ実行委員会

２６ 火 社協理事会

人 尊 協 コ ラ ム

公民館では新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行って
いきます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
感染予防対策として、マスク着用・消毒・換気をお願いし、 ３
密を避けてご利用下さい。
感染状況により、記載してます事業につきましては、中止または
延期になる場合がありますので公民館へお問い合わせ下さい。
(変更の場合は公式LINEでお知らせします）

【LINE】

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

にぎにぎ体操 （簡単でゆるやかな体操）
毎週月曜日 １４：００～(18日はお休み）
持ってくる物：上靴・タオル・飲み物

どなたでも
参加できます!

会場記載のないものは、
いずれも公民館で行います。

人権ひろば「ともしび」に来てみませんか？

いろいろな出来事について、気軽にお話してみません
か？相談もお受けします。都合のいい時間お越し下さい。

日 時： ７月１６日（土） １０：００～１２：００
会 場： 壱岐南公民館 学習室

西区役所で人権啓発担当するスタッフが皆様の話し相手
になります。担当は西区生涯学習推進課の石橋主査です。

【金曜ウォーク】 ７月 １・１５・２２・２９日 １０時～１時間程度
飲み物をご持参のうえ、動きやすい服装でお越し下さい。
校区周辺をマスク着用で行います。 （衛生連合会）

☆ハッピーランド 乳幼児ふれあい学級

みんなでこんにちは
日時：７月１５日 （金） １０：３０～１２：００
講師：野中かおり 先生 柴田道子 先生

定員： ８組（先着順）
申し込み： 7月1日より電話にて受け付け

ます。公民館に連絡下さい。

※保護者の方はマスク着用お願いいたします。アルコール消毒を
行いますが、小さなお子様や、アレルギーのある方は、石鹸での
手洗いを行って入室していただきます。

☆チャレンジでゴー 子どもの健全育成事業

おもしろサイエンス
日時：７月２３日 （土） ①１２：３０～１３：３０

②１４：００～１５：００
内容：（Aコース）探査機（たんさき）を宇宙へ送ろう

（Bコース）ひみつの指令を送ろう！∼コンピューターの世界∼

講師：松尾昌弘 さん UOSグループ九州支部のみなさん
定員：（Aコース）1～3年生 12名 （Bコース）4～6年生 8名
持ってくる物：上靴・水筒・タオル
どちらも先着順にて受け付けます。定員に達し次第締め切ります。
申込書を公民館まで提出して下さい。準備材料に限りがあります

のでお早めに！

②介護福祉講座
日時：７月 ２７日 （水） １３：３０～１５：００
内容：認知症にならないために

認知症のことを知っていますか？
認知症予防について一緒に学びます。

講師：村上華林堂病院 山田 猛 先生

定員：１５名（先着順）

申し込み：①・②ともに７月１日より電話にて受け付けます。
公民館に連絡下さい。 （社協・シニアクラブとの共催）

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

①みんなで一緒に歌いましょう！
日時：７月 ２５日 （月） １０：００～１２：００
内容：童謡から歌謡曲まで懐かしい夏の歌を歌います。

講師：大石美佐子 さん

定員：１５名（先着順）

「合理的配慮※」について考えよう！

人権尊重推進協議会の理事・運営委員会で「あん」とい
う映画を見ました。はじまって程なく、一人の方が「私は
耳が遠いのでセリフが聞こえません。これで帰ります」と
言って退席されました。このことを役員会で取り上げたと
き、ある役員が「実は私もほとんどセリフが聞き取れな
かった」と発言しました。字幕を使わなかったので、聞こ
えにくかった人は他にもいたかもしれないと気づきました。
私たちはつい自分を基準にして考え、判断してしまいま

す。参加者の年齢等を考慮し、周りの人にも意見を聞いて
いればこのようなことは起きなかっただろう、と役員会で
話し合いました。

（いきみなみ人権尊重推進協議会）
※「合理的配慮」については「みなみかぜ」に掲載します。

盆供物の 『収集中止」おしらせ
８月１５日に盆供物を公民館で収集しておりまし

たが、今年から≪中止≫します。
後の処理は自己責任でお願いします。(生活環境委員会)

mailto:ikiminami94@jcom.home.ne.jp
http://ikiminamiko.blogspot.com/


健 康 運 動 教 室
日 程：７月７日（木）、２１日（木）

8月4日(木）、18日（木）
１５：００～１６：００

内 容：体力測定を行い、簡単なストレッチや音楽に
合わせてエクササイズをおこないます。

講 師：村上華林堂病院 定員：１５名（先着順）
持ってくる物：タオル・上靴・飲み物

運動ができる服装でお越しください。
申込み：7月１日より受け付けます。公民館まで連絡下さい。

公民館で
行います！

西区役所では、地域社会の環境や青少年の
健全育成上の阻害要因と考えられる諸問題等
を早期に発見し、対応するために、各校区に
「西区少年愛護員」を設置しております。
令和４年度壱岐南校区の西区少年愛護員は以
下の２名です。よろしくお願いします。

東山 賢亮 さん 中瀬 徹さん

また、青少年の初発型非行を防止
するため、青少年と接触の多い店舗を
「西区青少年を見守る店」として指定し、
青少年への“愛の声かけ”等の活動を通じて
、地域ぐるみによる非行防止に努めておりま
す。
対象店舗は、福岡市ｗｅｂまっぷで
ご確認いただけます。

【http://webmap.city.fukuoka.lg.jp/】

知っていますか「少年愛護員」

青少年を見守る店

福岡市webまっぷっぷ

「西区自然講座」受講者募集！

市民ボランティア団体「西区まるごと博物館推進会
」は、西区の自然について楽しく学べる市民公開講

座を開催します。今回は「蛾」をテーマに、生態
や蝶との違いなどを油山市民の森などで蛾の研究を
されている小藤佳紀氏がわかりやすく解説します。
【テーマ】

知っているようで知らないおもしろい蛾の世界
【日時】7月23日(土) 10：00～11：30

※受付開始 9：30
【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、7月11日(月)（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、
：shinko.event24@city.fukuoka.lg.jp）へ。

応募者多数の場合は抽選し、結果は7月15日(金)ま
でに発送します。

※区ホームページ
（「西区自然講座申込」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

≪資源物の回収≫毎週 土・日曜日 ９：００～１７：００
回収場所

・壱岐団地南集会所内紙リサイクルステーション
回 収 物

・新聞 ・チラシ広告 ・アルミ缶 ・一升瓶
・ビール瓶 ・段ボール・雑紙
・その他紙類（雑誌 空き箱 紙袋 など）

壱岐南校区リサイクルステーション運営委員会

壱岐南文化振興会主催

ハッピーマンスリー２０２２

「壱岐南に元気を！」プロジェクト
「コロナ君、さよなら！ ～WAになってうたおう～ 」
日 時：７月１６日（土） 1６：00～1６：30
場 所：壱岐団地公園（少雨決行）
定 員：20名（先着順）
持ってくるもの：傘・飲み物・マスク
みんなのバス“壱岐南のるーと”に乗ってみませんか？

乗降車場：壱岐団地公園
“壱岐南のるーと”の予約は西鉄配車予約電話番号
092-737-0566までご連絡下さい。（公民館では受付不可）

上記の申込みは、壱岐南公民館（812-0686）まで。
詳細については、文化振興会までお問い合わせください。

『瓦経（ガキョウ）物語』 飯盛山の歴史・文化

～飯盛山でお経が書かれた瓦がみつかったとさ・・・
お経の始まり、始まり・・・～

日 時：7月11日（月） １９：３０～２１：００
場 所：壱岐南公民館 講堂・学習室
講 師：松田博光 先生（壱岐南小学校）

定 員：70名（先着順）

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
【実 施 場 所】 壱岐南公民館 ロビー
【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

７月 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

http://webmap.city.fukuoka.lg.jp/

