
さまざまな詐欺への対策についての紹介や、実際に詐欺

体験も行います。 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 4年 8月 1日 

【日 時】 9月 22日(木) 10：00～１２：００ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【講 師】 博多高校看護専攻科の学生さん 

八田交番所長 有田 勝彦 氏 

【対象・定員】 校区の方 20人（申込多数の場合は抽選） 

【参加費】 無料  

【申込み】 9月 16日(金)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

※掲載の事業等は新型コロナウイルス感染症対策のため、中止になる場合があります。 

わくわくサタデー（子どもの健全育成関連事業） 

 裏面もあります 

【日 時】 9月 8日(木) 10：３0～１2：００ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【講 師】 二胡（和胡）奏者 里地帰（さとちき） 氏 

【対象・定員】 校区の方３０人（申込多数の場合は抽選） 

【参加費】 無料  

【申込み】 8月 25日(木)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

 

心も体も忍者になりきって、さまざまな修行に挑戦します！

親子で楽しくあそびながら運動の動作を身につけよう！ 

【日 時】 ８月６日(土) 10：00～１2：0０ 

【場 所】 若宮小学校 体育館 

【講 師】 福岡市総合体育館副館長 緒方 達也 氏 

【対 象】 校区の小学１～３年生とその保護者 

【定 員】 20組（申込多数の場合は抽選） 

【参加費】 無料 

【申込み】 8月 3日(水)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

※運動できる服装で、タオル、室内シューズ、 

十分な飲料水をご持参ください。 

【共 催】 わかみやアンビシャス広場 

青少年育成連合会 ・ スポーツ推進委員 

 

 

 

 行 事 予 定 

3 日(水) 高齢者サロン夢つむぎ いこいの家 

29 日(月) 若宮小学校・多々良中学校始業式 

フリースペースわかみや 
「居場所」となるスペースを開設します！  

おしゃべりしたり、遊んだり！学んだり！ 

【日 時】8月２０日(土) 9:30～12:00 

【場 所】若宮公民館 講堂他 

【対 象】学校で配布したプリントで申し込み済の 

小学生。中学生は公民館へお申し込み下さい。 

【主 催】社会福祉協議会 

 

福岡を拠点に台湾、香港、中国などアジアで活躍している

二胡（和胡）奏者「里地帰（さとちき）」さんの奏でる音楽

とともに、ご自身の経験をもとにお話していただきます。 

お話ししていただきます。 

 

 

すこやかひろば（乳幼児ふれあい学級） 

わらべうたあそび、おもちゃあそび、読み聞かせ… 

スキンシップでほっこりできる、とっておきの時間をすごしましょう♪ 

 

 

 

【日 時】 8月９日(火) 10：３0～１1：3０ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【講 師】 恵泉幼稚園  江口 由実 氏 ・ 迫口 美歩 氏 

【対 象】 校区の乳幼児とその保護者 

【参加費】 無料  

【申込み】 8月４日(木)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

学校施設利用調整会はありません（書類の受け渡しのみ） 

【受渡期間】 8月 16日(火)～21日(日) 

【受付時間】 9：00～17：00 

【対 象】 各サークルの代表者 

 

公民館の臨時休館日 

 8月 11日(木)・13日(土)・14日(日)・15日(月)

は臨時休館します。 

※9月の臨時休館は、18日(日)の予定です。 

皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

 

お盆の供え物集積について 

お盆の供え物集積を、例年通り実施します。 

収集車の都合上、時間厳守をお願いします。 

【日 時】 8月 15日(月)17:00～22:00 

【場 所】 若宮公民館 駐輪場 

【管 理】 若宮校区自治連合会 
 

校区リサイクルステーションからのお知らせ 

８月 13日(土)・14日(日)はお盆休みです。 

※リサイクルステーション（若宮小学校正門）へ持参い

ただいた新聞・段ボール等の資源の対価は、小学校の

花壇・校区の行事等へ寄贈させて頂いています。 

地球の未来のために、すべての人の未来のために今私たち

ができることを一緒に学びましょう。 

 

 
【日 時】 9月 17日(土) 10：00～１1：3０ 

【場 所】 若宮公民館 講堂 

【講 師】 環境局脱炭素社会推進課 大平 裕 氏 

【対象・定員】 校区の方３０人（申込多数の場合は抽選） 

【参加費】 無料  

【申込み】 9月 12日(月)迄に公民館(６６２－５４５４)へ 

【主 催】 資源・リサイクル推進会 【共 催】 若宮公民館 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

延期します 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

中止します 



 

乳 幼 児 対 象 

公民館で申請すると、区役所に行かずに無料で手続きがで

き、カードは後日郵送で自宅に届くので大変便利です。 

予約期間に下記の受付センターへお申し込みください。 

【内 容】マイナンバーカードの申請受付や申請用写真 

撮影、マイナポイントの申込み、健康保険証利用

申込、公金受取口座登録のサポートなど 

（マイナンバーカードを既に持っている方） 

【日 時】令和４年 9 月 11 日（日）11:00～16:00 

【会 場】若宮公民館 講堂・学習室 

【対象者】東区に住民票のある方 

【事前予約期間】8 月 25 日(木)～9 月 8 日(木) 

 9:00～18:00 

※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 

【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。） 

 

公民館でマイナンバーカードの申請ができます 

 

主催：社会福祉協議会 

 

【日 時】 8月１8日(木) 10:00～12:00 

小さなお子さんと保護者の方がほっと出来る場所です。 

子育てサロンしゃぼん玉 申込 

不要 

優 勝 若宮 4－２ 

準優勝 若宮 2－４  

３ 位 若宮 2－２ 

３ 位 若宮３－２ 

体育協会主催 

『校区ファミリーバドミントン大会』結果 

 
7 月 17 日(日)に若宮小学校で開催しました。 

結果は以下のとおりです。 

 

 

本の貸出し わかみや文庫 いーよーの会 

【日 時】8月 6日(土) 13:30～16:00 

公民館の本を貸出しています。 

 主催：わかみやアンビシャス広場委員会 

申込 

不要 

小・中学生対象   

表千家茶道教室は、8月は中止します 

卓球は、8月は中止します 

 

 

主催：わかみやアンビシャス広場委員会 

 

○福岡ファミリー・サポート・センターとは… 

「子どもを預かってほしい人（依頼会員）」と、「子どもを預かれ

る人(提供会員)」が、地域のなかで育児の相互援助活動を行う子

育て支援のネットワークです。保育所等へのお迎えや、その後の

預かり、用事があるときの預かりなどを行います。依頼会員と提

供会員を兼ねることもできます。 

○提供会員になるには…         

 講習会（3 日間）を受講する必要があります（要申込・先着順） 

※8/1～9/14 までに電話・メール・FAX のいずれかで申し込

んでください(先着順) 

○提供会員講演会日程 

9/21(水) 10：00～15：00 

9/27(火) 10：00～15：00  

9/29(木) 10：00～14：30 

  場所：東市民センター / 託児：あり（要申込・抽選） 

○依頼会員になるには… 

利用方法などの説明（1 時間程度）を受ける必要があります 

（要申込・随時受付） 

【申し込み・お問い合わせ先】 

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会  
●福岡ファミリー・サポート・センター本部 
〒810-0062 中央区荒戸 3-3-39  
TEL：736-1116 FAX：713-0778 
E メール：f-support@fukuoka-shakyo.or.jp 

 

 

エコーウエイブ・ふくおか ２０２２ 

福岡市では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の

施行日（９月２４日）を記念し、９月を清掃月間と定め

９月～１０月の期間で清潔で住みよい環境づくりを目指

した「地域ぐるみ清掃」の実施を案内しています。 

まちの清掃は美観を保つだけではなく、海洋プラスチ 

ックごみ対策にもつながります。お住まいの各町内から

案内が有りましたら、皆様方のご協力を宜しくお願いい

たします。（清掃の実施を必ずお願いする 

ものではありません） 

 

 
福岡ファミリー・サポート・センターの提供会員になって 

子育てのお手伝いをしてみませんか 

 

資源・リサイクル推進会からのお知らせ 

※事前に下記の要領でお申し込みください。(先着 200 名) 

【日 時】令和４年 9 月 16 日（金） 

14:00～15:30（13:30 開場） 

【会 場】東市民センター なみきホール（入場無料） 

【申し込み・お問い合わせ先】 

※「東区人権を考えるつどい参加希望」と明記の上、氏名・

TEL・メールアドレス・所属(一般、人尊協、自治協、公民館、

PTA など）を記入して、メール、FAX、はがきのいずれかで

下記へ申し込んでください。 

●東区生涯学習推進課 （問い合わせ：電話 645-1144） 

 FAX：651-5097 

メール：h-gakushu@city.fukuoka.lg.jp 

    （件名：「東区人権を考えるつどい」） 

   

 

【東区人権を考えるつどい】 

シンガーソングライター ちひろ人権コンサート 

 

 

 

 


