
案内人 古賀重登さん（防犯防災部部会長）、江口辰男公民館館長

定 員 小学生親子10組（先着順）
※参加を希望される方は公民館までお申込みください。
※飲み物等持参ください. ※雨天の場合は当日中止の連絡します.

防犯防災部会・公民館共催

月 日 曜日 時 間
7 24 日 10時～12時

西都公民館だより
西都校区は、徳永・女原・西都の３つの町内で
できています。まん中の３つの丸はその町内を
表しています。

＜7月の主な行事予定＞

西都校区の人口 11072 人 世帯数4937世帯

※場所の記入がない場合は公民館です

西都校区のスローガン
みんなで創ろう西都の絆
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日 曜
日 行 事 名 時 間 場 所

４ 月 公民館運営懇話会 13時30分～

10 日 働きざかりの人のためのエクササイズ 10時30分～

16 土 西都校区内公園散策ウォーキング 9時30分集合

21 木 にこにこ学級(もも) 10時～11時

21 木 にこにこ学級(さくら) 11時30分～
12時30分

21 木 小・中学校終業式

22 金 宮崎安貞翁命日法要 10時30分～ 女原集会所

24 日 環境クイズ＆ペットボトルで手作り花瓶 10時～12時

25 月 母子巡回健康相談 13時30分～
14時（受付)

27 水 ほがらかシニア広場 13時30分～
15時

31 日 校区壮年ソフトボール大会 9時～
新西部水処
理センター
多目的グラ
ウンド

裏面もご覧ください福岡市西都公民館 〒819-0377 福岡市西区女原北１２番１１号
TEL 834-2352 FAX 834-2353

当公民館は駐車場が狭いため、ご来館の際はなるべく徒歩や
自転車、公共の交通手段等をご利用いただきますようご協力
をお願いいたします。

＜新型コロナウイルスに関する公民館の対応について＞

令和3年度西都校区人権標語 元岡中学校 江頭 ひなのさん

やめようと 思うだけだと 変わらない
必ず変える ぼくの手で

新型コロナウイルス感染症対策のため、事業等が中止・延期となる場合があります。
詳細につきましては、公民館(834-2352)までお問合わせください。
★掲載している情報は6月20日時点のものです。

公民館講座のお知らせ

西都公民館運営懇話会開催のお知らせ

0歳児を対象とした親子で参加する事業です

ほがらかシニア広場（高齢者地域参画支援講座）

※参加を希望される方は公民館までお申込みください。

月 日 曜日 グループ 時 間
7 21 木 もも 10時～11時

さくら 11時30分～12時30分
「パネルシアター・絵本読み聞かせ」

講師 西都保育園 保育士さん
※にこにこ学級の受付は終了しております。

「ロコモ予防と運動」
講師 健康運動指導士 松原 建史 さん

環境問題学習

校区社会福祉協議会からのお礼
ご逝去にあたり、香典返しとして多額のご寄付をいただきました。
厚くお礼申し上げ、心からご冥福をお祈り申し上げます。
社会福祉のため有意義に活用させていただきます。
長原 節子 様 亡夫 長原 実 様 （女原）
徳重 茂 様 亡長男 徳重 憲正 様 （徳永）

講 師 西区環境たくみの会 ベスタさん
対 象 小学生 15名（小学3年生以下は保護者同伴）

「環境クイズ＆ペットボトルで手づくり花瓶」

校区環境活動部会・公民館共催

≪館長コラム～知っていますか①≫

西都公民館館長
江口辰男

地域のシニア連合会では、小学生が安全に安心して通学できるよう、登下校時
に主要な交差点に立ち、子どもたちを見守っています。
また、西都校区自治協議会の交通安全と防犯防災の部会では、校区内を青色
防犯パトロールカー（通称：青パト）で防犯パトロール活動をしています。
さて、青パトでは音楽を流しパトロールしていますが、何の曲か知っていますか？
答えは、西都小学校校歌です。青パトから校歌が流れてくると、小学生が振り向
き、手を振ってくれます。シニア連合会やパトロール隊は、子どもたちの笑顔で元
気をもらい、今日も地域の安全のため、活動しています。

月 日 曜日 時 間
7 27 水 13時30分～15時

※参加を希望される方は公民館までお申込みください。

日 時 7月4日(月)13時30分～
場 所 西都公民館 老人いこいの家

※傍聴をご希望の方は、会議開催15分前までに公民館にお申し出ください。

にこにこ学級(乳幼児ふれあい学級)

安心・安全まちづくり事業

校区内公園散策ウォーキング
ゆっくり西都校区の9カ所の公園を2時間程度かけて散策します。

運営懇話会委員の皆様には、公民館のより良い運営や事業に関して、
住民の皆様の意向が的確に反映されるように提言をいただきます。
今年度よろしくお願いします。 （敬称略）
氏 名 役 職

赤池 成昭 自治協議会会長
江田 俊弘 西都自治会会長
荒木 正彦 徳永町内会会長
森友 義隆 女原自治会会長
荒 木 保 交通安全部会部会長
進藤伊都子 男女共同参画部会部会長
古賀 重登 防犯・防災部会部会長
荒木 恵子 健康衛生部会部会長
池 フミ子 シニアクラブ連合会女性部長
榮 尚 子 保護司
西田けい子 民生委員・児童委員幹事
楢尾 好民 西都小学校校長
有松 真弓 西都小学校PTA副会長
箱島 徳人 元岡中学校校長
山口さおり サークル代表

令和4年度西都公民館運営懇話会委員紹介

月１回の臨時休館日７月１８日(月･祝)のお知らせ
利用を希望される場合は、7月8日(金)までに連絡をお
願いします。

月 日 曜日 時 間
7 16 土 9時30分集合



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。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。事前予約制です。
【日 時】 ８月１６日（火）９時～１３時
【会 場】 西都公民館 講堂 【対象者】 西都校区に住民票のある方
【事前予約期間】 ７月２７日～８月１０日 ９時～１８時

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）

「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「知っているようで知
らないおもしろい蛾の世界」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。
【日 時】７月２３日(土)１０時～１１時３０分 ※受付開始：９時３０分～
【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。

母子巡回健康相談のお知らせ

子育てについて、ご心配なことはありませんか？
乳幼児の身長・体重測定、育児相談、妊産婦の健康相談を行います。

【日 時】7月25日(月) 受付時間 13時30分～14時
【場 所】西都公民館 講堂
【問合せ先）西区健康福祉センター 地域保健福祉係

（TEL：895-7080）

スマホはこちらから

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
【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時３０分～１７時３０分）

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６日（水）、１３日（水）、２０日（水） 9時～１２時 西都公民館

7月２日（土）、 ９日（土）、１６日（土） 14時～１７時

働きざかりの人のためのエクササイズPart４
【バランスボールで楽しくエクササイズ】

健康のために運動しようと一度は手にしたバランスボール・・・どこかで眠っ
ていませんか？今回はバランスボールを使って、自宅でできる簡単エクササイズ
から自分の限界に挑戦するアクティブエクササイズまで行います。
みんなで楽しく汗をかきましょう。

【日 時】 ７月１０日（日）１０時３０分～
【場 所】 西都公民館 講堂 【定員】５名

【講 師】 健康運動指導士 堀 真太朗さん
※参加を希望される方は公民館までお申し込みください
※動きやすい服装でご参加ください。
※コロナ感染拡大防止のため、お子さま連れの参加はご遠慮ください。

校区健康衛生部会

公民館より

先月、J:COMの取材を受け、西都校区自治協議会の赤池会長とたっぷり西都校区

の魅力を自慢しました。番組の放映は６月30日で終了しましたが、

J:COMのホームページで見ることができます。

「ふくおかまいCOM」で検索を。
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