
シルバー石丸大学 「健康づくり教室 ①」 
７月２７日（水）  

時 間：１０時３０分～１２時 

場 所：公民館 講堂 

講 師：柴田 伊津子先生（健康運動指導士） 

内 容：「家でも運動 フレイル予防！」 

対 象：シルバー大学生  
※「フレイル」って何だろう？ 
お話と運動でフレイルを学び、予防しま 
しょう！ 

※動きやすい服装でおこしください。 
※お茶は用意しています。 

 次回は８月中旬  

令和４年 ７月予定 

２ 土 自治協議会 運営委員会(19 時～) 

６ 水 おとな講座(１回目) 

７ 木 
おひさまサロン 

校庭開放調整会議 

８ 金 ぷらっとカフェいしまる 

10 日 参議院議員通常選挙 

13 水 読み聞かせ「絵本の会」 

16 土 子ども講座(第１弾) 

18 月 臨時休館日 

19 火 人権尊重推進協議会 定例会 

20 水 にこにこ広場 

21 木 おとな講座(２回目) 

22 金 宿題やっつけスペース 

23 土 宿題やっつけスペース 

24 日 宿題やっつけスペース 

25 月 子ども講座(第２弾) 

26 火 絵本の読み聞かせ おとな版 

27 水 
シルバー石丸大学 

行政相談(14 時～16 時) 

30 土 自治協議会 運営委員会(19 時～) 
 
※今月の月１回の臨時休館日は７月１８日（月）

の予定です。７月８日（金）１７時までに利用申

込みがない場合は臨時休館致します。 

石丸子ども講座 ＜夏休み特別版＞  
◎第１弾 ７月１６日（土） 

「子ども陶芸教室」 
時 間：１０時～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：陶工房ななかまど 
       尾崎 瑠璃 さん 
対 象：校区内の小中学生 
定 員：２０名程度 
参加費：６００円 
持ち物：タオル・水筒  
※毎回大好評の陶芸教室です。汚れてもいい
服装で来てください。 

 
◎第２弾 7 月２５日（月） 
「ドローン プログラミング体験教室」 
時 間：１０時～１２時 
場 所：石丸小学校 体育館 
講 師：中村三陽中学校 教諭 
対 象：校区内の小学生（５～６年生） 
定 員：２０名まで 
参加費：無料 
持ち物：タオル・水筒  
※昨年度開催し好評だった講座です。 
自分でプログラミングして、思い通りに 
ドローンを飛ばしてみよう！ 

両日とも申込みは７月１日（金）から 
 

 次回は８月２０日（土）ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾋﾟｻﾞ作り  

   

おとな講座 「クラフトかご作り講座」  
◎１回目 ７月６日（水）  
時 間：１０時～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：山田 美千代 さん（地域指導者） 
定 員：１５名程度 
参加費：５００円 
 
◎２回目 ７月２１日（木）  
時 間：１０時～１２時 
場 所：公民館 地域団体室 
講 師：山田 美千代 さん（地域指導者） 
定 員：１０名程度 
参加費：５００円  
※１回目と２回目は違う形のかごを作りま
す。１回だけの参加も OK です。 

※定員になり次第締め切ります。 

申込みは７月１日（金）から 
 

 次回は８月３１日（水）陶芸教室   
 

  

絵本の読み聞かせ おとな版 
７月２６日（火）  

時 間：１０時３０分～１１時３０分 
場 所：公民館 児童等集会室 
講 師：篠原 富美子 さん（ぶぅぶぅ文庫） 
内 容：「とべバッタ」 
    「やぶかのはなし」 他 
対 象：どなたでも  
※〝夏″にちなんだ絵本を集めてみました。 
 カミナリさんやおばけちゃんにも登場し
てもらいましょう。  

 次回は８月２３日（火） 

にこにこ広場 「育児相談会」 
７月２０日（水）  

時 間：１０時３０分～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：保健福祉センター 高園 陽子 さん 
対 象：未就園児と保護者 
定 員：６組（事前申し込み制）  
※保健福祉センターの保健師さんに個別相談
できます。（１組１５分程度） 

申込みは７月１日（金）から 
 

 次回は８月１７日（水）あいくる  

～夏休み宿題やっつけスペース～ 
７月２２日（金）～２４日（日）  

時 間：１０時～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：遠藤 喜久雄 先生（地域指導者） 
対 象：校区内の小中学生 
持ち物：宿題・タブレット 

（小中学生学習用の Wi-Fi を利用する
ことができますので、タブレットで
の学習も可能です。）  

※事前の申し込みは不要です。早めに宿題を
終わらせて、夏休みを楽しもう！ 

   

おひさまサロン 
７月７日（木）  

時 間：１０時３０分～１１時４５分 
場 所：公民館 講堂 
対 象：未就園児と保護者  
※フリースペースとなっておりますので、時
間内であれば自由に出入りできます。ボラン 
ティアによる見守りもあります。 

 
主催：おひさまサロン 次回は８月４日（木） 

 

 

読み聞かせ 「絵本の会」 
７月１３日（水）  

時 間：１１時～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：和才 尚美 さん（地域指導者） 
対 象：未就園児と保護者  
※読み聞かせの後は、ママやパパ達の交流の
場となっています。お気軽にどうぞ！ 

 絵本の貸し出しもできます。 
 

 次回は 8 月１０日（水） 

～石丸公民館～ 
 
〒819-0025 福岡市西区石丸 2-5-10 
電話：881-4983 Fax：881-4986 
✉ ishimaru108@jcom.home.ne.jp 

 

 

 



 

ノルディックウォーキング同好会  
・日  時：７月１３日（水）１０時～１１時 

      ※雨天の場合は中止です。 

・集合場所：石丸公民館 玄関前 
  ※石丸中央公園など石丸校区内を歩きます。 

ノルディックポールがない方でも参加できます。 
一緒に楽しく歩きませんか？  

【問い合わせ先】ノルディックウォーキング同好会 
代表 吉野 澄子（070-1505-7038） 

         
       1２．つくる責任 つかう責任 
         

持続可能な消費と生産のパターンを 

確保する。 
 
・世界人口が 2050 年までに 96 億人に達するとすれば、
世界の人々が現在と同じ生活スタイルを続けた場合、地球
が 2.9 個分必要になるといわれています。 
・目標１２には【2030 年までに小売・消費レベルにおけ
る世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後
損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を
減少させる。】や【2030 年までに、人々があらゆる場所
において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタ
イルに関する情報と意識を持つようにする。】など、１１の
ターゲットがあります。 
私たちにもできることがありそうです。身近なことから

から始めてみましょう！ 

 

 
・日  時：７月８日（金） 
      １４時３０分～１５時３０分 
・場  所：公民館 講堂とロビー 
・茶菓子代：１００円（持ち帰り用） 
・定  員：１５名程度（当日の先着順）  
☆今月のテーマ「健康はお口から！オーラルケアで毎日笑顔」 

オーラルケアのお話と口腔体操があります。 
 

※コロナの状況により急遽中止になる場合があります。 
 
～ぷらっとマルシェ～ 
・時 間：１３時３０分～１４時３０分 
・場 所：公民館 学習室  
※障がい者福祉サービス事業所「みどりのその」さんの、 
手作り菓子・野菜・雑貨などを販売します。 

「ぷらっと カフェ いしまる」 

主催：石丸校区自治協議会 

～ちょっと見に来て公民館～ 
 
石丸公民館のロビー前廊下にペットボトルで作った風鈴

が飾られています。玄関の自動ドアが開くと涼しげな鈴の

音色が聞こえます。 

校区子ども会の子ども達がたくさんの風鈴や 

七夕飾りを作ってくれました。 

公民館に入ってきたら、ちょっと見上げて、 

ステキな風鈴たちを楽しんでください。 

「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→ 

校区夏祭り 開催決定！ 
 
日程：８月６日（土）（雨天の場合 ７日（日）に順延） 

時間：１８時～２０時 

場所：石丸小学校 校庭 
 
 ※マスク着用、消毒液の設置、飲食ブースの設置、時間短縮等

の感染対策をとり開催します。 
 ※詳しくは、後日全世帯に配布しますチラシをご覧ください。 
 

主催：石丸校区自治協議会 

～お知らせ～ 
 
７月８日（金）～７月１１日（月）の間は参議院議員通常選

挙の準備等のため、大雨等で避難所を開設する場合、石丸校

区の最初の開設避難場所は公民館ではなく小学校になりま

す。避難情報の詳細を確認するために、防災アプリ「ツナガ

ル+」「福岡市 LINE 公式アカウント」「福岡市防災メール」

等をご活用ください。 
 
※連絡先：西区役所 防災・安全安心室（TEL 895-7037） 

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。 

実施日 時間帯 実施場所 

７月４日（月）、１１日（月）、 

１９日（火） 
9：00～12：00 

 

 

石丸公民館 

７月７日（木）、１４日（木）、 14：00～17：00 

※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 


