
不安だな いつも優しい 友達も 裏で何か 言っているのかな （第14回いじめ防止標語コンテスト入賞作品より）

子育てサロン「ひよっこ」

2022年 7月 今津公民館だより
福岡市西区今津2131-3

電話 ８０６－２０２１

FAX ８０７－２５５０

imazu32@jcom.zaq.ne.jp

フレッシュアップ教室

今津イノシシ情報
5月２１日～6月２０日の間に

3 頭捕獲

日時：7月13日（水） 10:00～12:00
場所：今津公民館 講堂
内容：いつまでも動ける身体をつくろう！

体力測定 ～自分の体力を知り、
効果的にトレーニング！～

講師：体育指導員 斎藤郁磨 さん
申込締切：7月8日（金）
持ってくるもの：お茶・タオル
♪初めての方も男性も大歓迎！健康に過ご
すための運動や学習を行っています。月1
回の講座、ぜひご参加ください。

7月25日(月)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15日（金）正午までにご連絡をお願いします。

気軽に

お立ち寄り
ください

お盆の間の
公民館臨時休館について
８月13日(土)～15日(月) 

８月3日(水)正午までにご利用の申し込みがない場合は
公民館を臨時休館といたします。

交通安全教室

♪今津公民館
今月の新刊♪

〇天離り果つる国 上 宮本昌孝
PHP研究所

〇天離り果つる国 下 宮本昌孝
PHP研究所

〇もう別れてもいいですか 垣谷美雨
中央公論新社

公民館の図書は一度に5冊まで、2
週間借りられます。お探しの本があれ
ばお声かけください。

新刊が増えてきました。新刊コー
ナーに置けないものは、古いものから
順に一般書架に移します。本を返却す
るときには、本の置かれていたところ
に戻してください。

日時：7月28日（木） 14:00～15:30
場所：今津公民館 講堂
内容：高齢者の交通事故防止について

詐欺被害者とならないために
講師：西警察署生活安全課防犯係

宮崎 敏 さん
西警察署交通課交通総務係

光延 岳人 さん
申込締切：7月8日（金）
※コロナ対策のため、20名までの参加と
します。

七夕会

日時：7月7日（木）
10:00～12:00

場所：今津公民館 講堂
対象：未就園児とその保護者

♪みんなで七夕をお祝いしましょう。

今津公民館運営懇話会委員

令和4年度は下記の方にお願いいたします。
1年間よろしくお願いします。

氏名 役職

1  神武　満春  自治協議会会長

2  岩坂　政勝  自治協議会副会長

3  波佐　まち子  男女共同参画の会会長

4  松田　里美  青少年子ども会育成連合会会長

5  木下　和夫  老人クラブ連合会会長

6  木下　正市  スポーツ振興会会長

7  德富　裕樹  民生児童委員

8  小栁　美穂  ボランティアなぎさ会長

9  原田　洋一  今津小学校校長

10  岩下　優子  今津特別支援学校校長

11  川上　忍  玄洋中学校校長

12  池　素子  今津小学校PTA副会長

13  緒方　康治  玄洋中学校PTA副会長

14  坂井　浩子  公民館サークル代表

にっこりいちご文庫

7月のにっこりいちご文庫の日

9日（土）、23日（土）
10時～12時30分

2１日（木）
11時30分～13時30分

🍓にっこりいちご文庫では、本の貸

し出しだけでなく小学校やひよっこ

での読み聞かせを行っています。

興味がある方はお声かけください。

※ 総合図書館の本も

新しい本になっています。

委員の方には今年度2回、公民館主催の
「公民館運営懇話会」に出席していただ
きます。

いろいろな助言をいただき、よりよい
公民館運営を目指します。

月 日 曜日 時間 行  事 場所

7 木 10:00 ひよっこサロン(七夕会) 公民館

8 金 19:00 今津小学校地域懇談会 今津小体育館

10 日 7:00 参議院議員通常選挙 今津小体育館

13 水 10:00 フレッシュアップ教室 公民館

25 月

28 木 14:00 交通安全教室 公民館

8月 13（土）～15（月） 臨時休館日

臨時休館日

7月

お知らせ
今年の公民館大掃除は
8月27日（土）10:00～です。
各団体・サークルより2名のご
参加をお願いします。



キッズトレーニング教室

日時：第1・2・3土曜日
10:00～12:00

場所：今津公民館 講堂
※今年度から始まった、新しいサー
クルです。

前半は未就学児、後半は小学生が
とび箱やマット・鉄棒などの運動を
しています。

興味のある方は
お問い合わせ
ください。

 

 

 

 

 

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年度今津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。  

 

甲斐 優子 さん 

宗  伸恵 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/】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市 web まっぷ

っぷ 

知っていますか「少年愛護員」 
 

青少年を見守る店 

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間

法務局職員と人権擁護委員が、「いじめ」や体罰等子どもに

関する人権問題の相談を電話でお受けします。相談は無料で、秘密

は固く守ります。

相談受付日時 令和４年８月２６日（金）、

令和４年８月２９日（月）～９月１日（木）

… 午前８時３０分～ 午後７時

令和４年８月２７日（土）、同月２８日（日）

… 午前１０時～ 午後５時

相談電話番号 ０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）

（ＩＰ電話の場合は０９２－７３９－４１７５へ）

問い合わせ先 福岡法務局人権擁護部

０９２－７３９－４１５１

♬現在、公民館内に2つのものが
展示されています♬

①「すみよい今津をつくる会」の活動（今津干潟の清掃活
動や環境学習の実施、広報活動の取り組みなど）が評価さ
れ市の環境行動賞の大賞を受賞しました。公民館に賞状や
写真・資料を展示しています。

②九州大学 宇宙開発サークル「ＰＬＡＮＥＴ-Ｑ」の
ロケットを展示しています。これは、実際に打ち上げた
ロケット（実物）です。 今津校区でロケットの燃焼実験
をしている縁で展示する
ことになったものです。

どちらも7月中旬まで
展示していますので、
興味のある方は
見に来てください。

紙リサイクルステーション

場所：今津公民館駐車場

日時：毎週土曜日・日曜日 9時～１７時

「段ボール」「新聞紙」「牛乳パック」

「雑がみ（その他の紙）」に分け、それぞれ

ひもで十字にしばって

お出し下さい。

小さいサイズの雑がみは紙袋に入れて集め、紙袋ごと

十字にしばってください。

※ピザ・ケーキの箱、金・銀のついた紙など、リサイクル

できない紙は、「燃えるゴミ」です

リサイクルボックスの鍵の開閉は、

今津小PTAが行っています

「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､

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

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

「すみよい今津をつくる会」展示「PLANET-Q」

ロケット展示


