
 

                   

 
１日（月） よかトレ体操 １０：３０ ロビー

５日（金） 子どもチャレンジ（科学） １０：００ 中 止 

５日（金） 法律相談 １０：００ 研修室 

５日（金） サークル人権研修 １９：３０ 講 堂 

８日（月） 
サロンちくしがおか

（大橋１・４丁目のみ募集） 
１０：００ グランヒルズ 

１３日（土）～１５日（月）  臨時休館日 

１６日（火）～２１日（日） キッズランド 中 止 

１９日（金） 子育てサロンひよっ子広場 10:３0 講 堂 

１９日（金） 母子巡回相談 1３:３0 講 堂 

２６日（金） ぴょんぴょんクラブ 10:00 中 止 

２８日（日） 絵本フェスタ 1３：00 中 止 

２９日（月） 
第２学期始業式 

５０００人キャンペーン 
午前 

各学校 

各地域 

３１日（水） 臨時休館日 

８月の公民館・校区 主な行事 

令和４年８月１日 

 【臨時休館のお知らせ】 

〇 ８月１３日から１５日までの３日間は、公民館の利用が少ない

ため臨時休館いたします。この期間に利用希望の方は８月３日

（水）までに利用申請をお願いいたします。 

※８月１５日のよかトレ体操は休館のため中止します

〇 ８月３１日（水）は臨時休館日です。この日に利用希望の方は、

８月２１日（日）までに申請をお願いいたします。 

【筑紫丘 絵本フェスタ】 共催 男女共 

今年度の筑紫丘フェスタは、「絵本フェスタ」を開催します。 

大人も子どもも楽しめる企画を準備していますので、どうぞ

年齢問わず、筑紫丘絵本ワールドを体感してください。 

〇 ８月２８日（日） １３：００～１７：００ 

○ 参加費無料 ※ カラーサンドのみ材料費 600 円

〇 内容（開始時間をずらして企画しています） 

◆１３：００～ 人形劇（ピンコピン）

◆１３：３０～ 読み聞かせ・絵本相談

（エルマー代表 前園 敦子 さん）

◆１４：００～ カラーサンド作り（事前予約 下枠を参照）

◆①１３：４５～  ②１４：１５～  ③１５：４５～

万華鏡作り（事前予約 下枠を参照） 

◆１５：３０～ 読み聞かせ（藤本 朝美 さん）

◆１６：３０～ 大人のための読み聞かせ（吉田 尚子 さん）

他に☆はらぺこあおむしを作ろう（足形スタンプ）

☆カンバッジ作成 を随時実施します

講 座 の お 知 ら せ 

NO.６２７ 

  【公民館サークル人権研修会】 

〇 研修内容 啓発 DVD「夕焼け」視聴とグループワーク 

〇 講師 生涯学習推進課 人権教育推進員 増本 沢美 さん 

〇 ８月５日（金） １９：３０ 講堂

詳しい内容は、各サークルへ直接お知らせいたします。 

＜カラーサンドつくり申し込みについて＞ 

・１４：００～１５：００

・定員 15 名  ・材料費 600 円

・講師 緑のコーディネーター 渡辺 しおみ さん

※事前にお申し込みください（材料費は当日集めます）

【ぴょんぴょんクラブ】  共催 公民館 

「牛乳パックで船をつくろう！」 

○ ８月２６日（金）  １０：００  講堂

○ 就学前幼児と保護者 無料 当日受付

夏休みなので、幼稚園のお友達もどうぞきてくださいね。 

【子育てサロン「ひよっこ広場」】 主催 社協 

〇 ８月１９日（金）  １０：３０  講堂 

〇 就学前幼児と保護者  無料 当日受付 

暑くなりましたので飲み物やタオルをご準備ください。 

＜万華鏡つくり申し込みについて＞ 

・①１３：４５  ②１４：１５  ③１５：４５

・定員各 1０名 ・材料費 無料

・持ってくるもの なし

※希望時間を決めて事前にお申し込みください

【区民と医師の会 講演会のご案内】  主催 健康推進部 

〇 ９月７日（水） １４：００～１５：３０  講堂

〇 講演 「認知症の話」  

〇 講師 医療法人勢成会 井口野間病院 杉原 弘治 先生 

参加ご希望の方は、事前にお申し込みください。 

【熊本城バスハイク（史跡探訪）のご案内】 主催 文化部 

〇 期 日 １０月１２日（水）  若久団地 北公園 集合 

○ 時 間  集合８：２0 出発８：３０ 帰着 16:00 頃

〇 参加費 １,500 円（当日集めます 昼食代含む） 

〇 目的地 熊本城 → 昼食→ 水前寺公園 

○ 持参品  健康保険証、コロナワクチン接種済証

（高齢者割引の年齢確認のため必要 

運転免許証も可）、 飲み物、常用の薬 など 

○ 申込み   公民館に申込書がありますので、８月３０日

（火）までに備付の箱に入れてください。 

お申し込み多数の場合は抽選とし、９月中旬

までに抽選結果をお知らせします。 

筑紫丘 

【キッズランドの開設】 

キッズランドを８月１６日（火）より６日間にわたり開設します。

感染対策を施して、自由なあそび空間を提供します。 

お子さんをお持ちの方、ご都合のつく時間にどうぞお気軽に

遊びにきてください。予約は必要ありません。 

〇 時間 10：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

中        止 

中        止 

中 止 



令和４年７月２０日発行 

筑中吹奏楽部のサマーコンサート 
筑紫丘中学校吹奏楽部による演奏会“サマーコンサート”

が、6月 26日（日）に今回は初めて中学校体育館で、蒸し

暑い中沢山の観客で会場は一杯になり、開催されました。 

校区文化部の持田部長の開会の挨拶から始まり、地区コン

クールの課題曲２曲を日頃の練習の成果を余すところなく

発揮して、メインの管楽器だけでなく縁の下を支えるパーカ

ッションと言われる打楽器も大活躍する迫力ある演奏で観

客の心を掴み、昨年のヒット曲メドレーを管楽器のパフォーマンスを交えながら演奏しました。熱中症対

策も兼ねての５分間の休憩の後、ジブリアニメ名曲集を新入部員の可愛らしいパフォーマンスで盛り上げ、

サマーコンサート恒例の１年生部員のみによる演奏も、入部して短期間で管楽器を吹きこなしている姿に

観客も感動しつつ、会場の熱気に包まれながら吹奏楽部一丸となって最後の曲まで駆け抜けました。その

後、熱烈なアンコールに応えて“宝島”という吹奏楽ではポピュラーな楽曲に会場の手拍子を加えて、奏

者と観客が一体となった演奏でサマーコンサートが終了しました。 

最後に、来賓の筑紫丘公民館の井上館長から「音楽は人と人をつなぐ大事な手段の一つです」との講評

に、吹奏楽部への感謝と応援の盛大な拍手を贈り、楽しい午後のひとときが幕を閉じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市環境行動奨励賞を受賞 
 福岡市は環境にやさしい都市の実現

を目指すため、顕著な功労・功績のあっ

た個人・団体・学校・事業者を表彰する

制度を平成１９年に創設して、１１回を

迎えています。 

 今年度の福岡市環境行動賞団体部門

で、本校区リサイクル推進部が奨励賞を

受賞し、その表彰式が 6 月 9 日（木）アクロス福岡イベン

トホールで開催され、リサイクル推進部竹井部長に授与され

ました。 

 今回の受賞は、校区リサイクル推進部が永年にわたるリサ

イクルポスター展の展開や、リサイクル、 

ごみの減量・分別など幅広い分野での活動 

推進が高く評価されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱戦展開の壮年ソフトと婦人ソフトバレーボール・バレーボール大会 
 

校区体育振興会主催による３年ぶりの球技大会が、6月１２日（日）筑中グラウンドと体育館で壮年

ソフトボールに９８名、婦人ソフトバレーボールに５７名とバレーボールに２０名の選手が、校区内各

町より参加して開催され、各試合とも熱戦を展開して参加者の親睦を深める機会となりました。 

 壮年ソフトボールの試合は、これまでチーム編成が難しかった若久団地から２チームの参加と、若久

２丁目と筑紫丘１丁目が混成チームとなり、その外各町の７チームによる２パートの予選を行い、決勝

戦に勝ち進んだ南大橋１区と若久団地 Bとの対戦で、南大橋１区が勝利して優勝を飾りました。 

 婦人ソフトバレーは、各町チームに若久団地と南大橋１区が２チーム参加し、２パートに分かれての

パート優勝を目指した総当たりで試合が進められ、A・B両パートともに若久団地が見事に優勝を飾り、

若久団地の男性・女性チームの活躍が注目されました。また南区大会を目指すバレーボールの試合では、

町単独のチーム編成が出来ず、筑紫丘１・２丁目混成と若久２丁目・南大橋１・２区混成との対戦とな

り、筑紫丘１・２混成が２対０で若久・南大橋１・２区混成に勝利し、南区大会に出場の予定です。 

  

 

事務局：筑紫丘公民館内 TEL092(512)6477 FAX092(512)6480 
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