
ビタミンスペース（運動の場）   
✾日 時 ７月７日（木）、１９日（火）１０:００～１２:００ 

２１日（木）、２９日（金）１０:００～１４:００ 
２９日(金)は運動指導があります。(1０:３０～1１:３０) 

場所は姪北公民館 講堂です。 
時間内は出入り自由。タオルや運動靴はご持参ください。 

なんかからん ne（相談の場）  

✾日 時 ７月２６日（火）１０：３０～１１：３０ 
✾場 所 姪北公民館 老人いこいの家 

❐日 時 ７月２７日（水）１０：００～１１：３０ 
❐対 象 どなたでも ※定員１８人 
❐内 容 「今から、取り組もう！防災講座①」 
      備えて安心！在宅避難のススメ 
７/２０（水）までに姪北公民館にお申込みください。 
 

 
 

 

❐日 時 ８月２日（火）１０：００～１１：３０ 
❐対 象 どなたでも ※定員１８人 
❐内 容 「今から、取り組もう！防災講座②」 
         災害に備える。「防災脳」を活性化！ 
７/２６（火）までに姪北公民館にお申込みください。 
 

 
 

３回シリーズですが、１回だけの参加もできます。 
何れも場所は姪北公民館 講堂です。講師は明治安田生命
から依頼された方です。水分補給のための飲み物を持って
きてください。 

 
 
 

❐日 時 ８月１８日（木）１０：００～１１：３０ 
❐対 象 どなたでも ※定員１８人 
❐内 容 「今から、取り組もう！防災講座③」 
         予測ができない地震に備える！ 

もしもの時のアクションプラン 
８/１１（木）までに姪北公民館にお申込みください。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権に関する標語  
 
姪北小 みんなの笑顔  大切に 

   （姪北小学校６年生の作品） 

全てに共通しています。 
検温とマスク着用をお願いします。 
発熱，風邪の症状がある方，ご家族に具合が悪い
方がいらっしゃる場合は，ご遠慮ください 

 

 

めいほくっ子広場 

高齢者教室 
  

みんなの公民館 

  

乳幼児ふれあい学級 
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北 
館 長 コ ラ ム  

 梅雨真っただ中、熱中症を心配する夏本番を迎える季節に
なりました。今年は、781 年の歴史を有し、国重要無形民
俗文化財に指定された「博多祇園山笠」の舁き山が３年ぶり
に催行されるので、15 日夜明け前の追い山を、早起きして
見てみたいと思っています。 
 ６月 12 日の主催事業「乳幼児ふれあい学級」は、映像を
見ながら、乳幼児に起こった事故の応急手当の対処法と
119 番通報から救急車到着までの平均時間約８分間、２本
の指で人形の胸を押す心臓マッサージの方法や AED 操作
方法を福岡市民防災センター職員から指導してもらいまし
た。お父さん、お母さんたちは、事故が起きた時を想像しな
がら真剣に学ばれていました。公民館職員も全員学びまし
た。いざという時に対応できるよう繰り返し学ぶことが重要
ですので、毎年行っています。大切な命を守るために多くの
人に経験してもらいたいと思います。 
 主催事業以外では、乳幼児と保護者を対象に、プーさん文
庫が月に２回「おはなし会」を行っています。０歳から未就
園児と保護者を対象に、子育てサロン「もぐもぐ」が月に１
回、時間内自由に過ごせるフリースペースを開設していま
す。「おはなし会」では、わらべうたや絵本の読み聞かせの
優しい声が聞こえてきます。「もぐもぐ」では、子どもたち
が楽しそうに遊んでいる姿が見られます。姪北校区は転勤族
の家庭も多く、友だちや知り合いをつくるきっかけになって
もらえればと思っています。 
 公民館だよりを見られたら、気軽に参加してください。 

                     館長 眞鍋 

裏面もごらんください。 

 

①「博多湾シュノーケリング体験＆クリーンアップ活動」 
✱日 時 7 月 16 日（土）９：００受付開始 
        ９：３０スタート、１２：３０解散 

✱場 所 小戸公園 ※雨天決行。荒天の場合は中止。 
✱対 象 小学生３年生以上 ※定員２０人  

✱講 師 大神 弘太朗 さん（ふくおか FUN 代表理事） 
✱持ってくるもの タオル・飲み物・サンダル・水泳帽 

➷家から洋服の下に水着を着てから来てください。 
水中での活動ですので保護者同伴でお願いします。 

保護者の同伴が難しい場合はご相談ください。 
シュノーケリング体験は３年生以上ですが、３年生以下

の子どもは、クリーンアップ活動に参加できます。  
➷芝生広場側海岸(9：20)または姪北公民館(8：50)に集合。 

７/９（土）までに姪北公民館にお申し込みください。 

②「プログラミング体験～ドローン～」 
✱日 時 ７月２８日（木）１０：００～１２：００ 
✱場 所 姪北公民館講堂および姪北小体育館 

✱対 象 小学生５年生以上 ※定員２０人  
       ※定員に満たない時は４年生も参加できます 

✱講 師 中村学園三陽中学校・高等学校教諭 
✱持ってくるもの 筆記用具・飲み物 

７/２４（日）までに姪北公民館にお申込みください。 
 

✰日 時 ７月１２日（火）１０：００～１１：００ 
✰場 所 姪北公民館 講堂 ※動きやすい服装で 
✰対 象 おおむね６０歳以上 ※定員１８人 
✰内 容 「救急講習」～もしもの時の応急手当、救急法、 
     AED の実習～ 
✰講 師 福岡市防災センター 
７/９（土）までに，姪北公民館にお申込みください。 

 
 

 ❖日 時 ７月１４日（木）１０：３０～１２：００ 
❖場 所 姪北公民館 講堂 ※汚れてもいい服装で 
❖対 象 乳幼児と保護者 ※定員１０組 
❖内 容 「陶芸」～器に絵をかこう～           
❖講 師 後藤 和正 さん（陶芸教室「やわら木」） 
❖材料費 皿1,100円、茶碗1,210円、マグカップ1,650円 
  ※お子さんの飲み物等必要なものはお持ちください。 
７/７（木）までに姪北公民館にお申込みください。 

ライフプランセミナー 

おとな塾～子どもだけじゃ、
もったいない！～ 

✾日 時 ７月５日（火）１０：００～１１：３０ 
✾場 所 姪北公民館 講堂 
✾対 象 おとな ※定員１８人 
✾内 容 「どこでも美術館アウトリーチ」 
マルク・シャガール「空飛ぶアトラージュ」を鑑賞後、 

油彩画を描きます。 
✾講 師 福岡市美術館職員 
✾持ってくるもの エプロン ※汚れてもいい服装で 
７/１（金）までに姪北公民館にお申込みください。 
 

 

 

 

 

 

 

 



♥時間および対象年齢  
７月１２日（火）♡対象年齢・・０～４歳 

 定員８組。８組を超えたら２部制になります。 
 ２部制の時は、おはなし会①11:00～11:20、 
 ②11:30～11:50 です。本の貸出･返却のみの 
方は、11:00～11:50 までに来てください。 

７月２６日（火）♡対象年齢・・３歳以上  
  定員５組。15:45～16:05 です。  

本の貸出･返却のみの方は 16:05～16:30
に来てください  

場所はいずれも姪北公民館です。姪北公民館へお申し
込みください。                      プーさん文庫 

 

 
 

   

✾日にち ７月２６日（火） 
✾場 所 姪北公民館 地域団体室 
今回も感染症対策を徹底したうえで、定員を設け、
２回に分けて開催します。時間内は出入り自由です。 
①１０：３０～１１：４５ ②１２：００～１２：４５  
どちらも定員１２人。ご都合の良い時間帯にお申し
込みください。お申し込みは、姪北公民館へお願い
します。皆様のお越しをお待ちしています。  

地域カフェ委員会 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

公民館の休館について 

７月１０日（日）に利用申込がないときは、臨時休館します。 

この日に利用を希望される場合は、７月１日（金）

１７時までにご連絡をお願いいたします。 

      

 

おはなし会 
  

子育てサロン「もぐもぐ」 

⁂ 日 時 ７月１５日 (金 )１０：００～１２：００ 
⁂ 場 所 姪北公民館 講堂 
⁂ 対 象 ０歳～未就園児とその家族 

 妊娠中の方もどうぞ 
交流・遊び・情報交換・くつろぎの場として自由にご
利用ください。時間内は出入り自由です。 
地域のボランティアさんがサポーターとして見守り
ます（託児スタッフではありません）。サロンやサポ
ーターに関心がある方は、事前にご連絡ください。 
※おやつやおもちゃの持ち込みは，ご遠慮ください（水分
補給のみ）。定員５組。７/１３(水)までに，姪北公民館に
お申込みください。 
 
 
定員５組。水分補給用の飲み物以外のおやつやおもちゃの
持ち込みは、ご遠慮ください。 
１２/１５(水)までに、姪北公民館へお申込みください。 

  

地域カフェに寄ってみませんか 

 
 

地域カフェで「人権ひろば」を行っています。 
人権に関わらず、気軽に話ができる場として、みな
さんに利用していただければと思っています。また、
個別のご相談もできますので、お声かけください。  

池野人権教育推進員 

ライフプランセミナー 

✱日 時 ７月７日（木）１３：３０～１５：３０ 

✱内 容 「手話教室」 
✱対 象 どなたでも 

✱持ってくるもの 筆記用具・飲み物   
姪北公民館にお申込みください。 

 

 
ここに記載している事業は開催を予定しています 

が，新型コロナウイルス感染症の状況によって， 
中止・延期・時間変更になることがあります。 

ご了承ください。 
 

 

 

公民館補助要員(有償ボランティア)を募集 

【公募要件】 
 職務の遂行に意欲的で、土日祝日・夜間、勤務できる人。 
 公民館活動を特定の政党や宗教または営利に利用しな 
い人。 
校区自治協議会等の主要な役職にない人。 
パソコン（Excel・Word）基本操作ができる人。 

【募集人数】 １名 
【謝礼等】 

時間数に応じた時給のほか、傷害保険に加入します。 
詳細はお尋ねください。 

【業務内容】 
 電話等の応対・受付、清掃作業ほか。 
 詳細はお尋ねください。 
【応募方法】 

履歴書（略歴１通）を公民館までご持参ください。 
 ※個人情報の取り扱いについては十分に留意します。 
【応募締切】７月１５日（金）   

 

 

            

 

 

 

 

 

    

新型コロナワクチン接種インターネット予約サポート 

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。実施場所は姪北公民館です。 

実施日 時間帯 
７月２日、９日、1６日 
   ※いずれも土曜日です 

9：00～12：00 

７月６日、１３日、２０日 
   ※いずれも水曜日です 

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】(８:３０～17:３０) 
 ●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 

 ●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 

姪北公民館は 

こちらです 

 

「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さんがわ
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、メールの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。 

  
 

スマホは、こちらから 

  


