
 

                                                                     

                                                                     

 

 

 

 

No.6７４ 202２年(令和４年)8月 1日 

 公民館主催講座 

日 曜 その他の８月行事予定 

２ 

３ 

３ 

５ 

６ 

６ 

火 

水 

水 

金 

土 

土 

体育館利用調整会議 

昼間校庭利用調整会議 

夜間校庭利用調整会議 

こうのす文庫 

自治連合会定例会 

自治協議会定例会 

12 金 社会福祉協議会役員定例会 

18 

18 

19 

木 

木 

金 

防犯委員会定例会 

環境推進委員会定例会 

こうのす文庫 

22 

22 

22 

24 

26 

月 

月 

月 

水 

金 

民生・児童委員協議会定例会 

青パト委員会定例会 

青少年育成連合会定例会 

交通安全推進委員会定例会 

自主防災会定例会 

29 月 始業式（小学校・中学校） 

 

≪ すくすく倶楽部 ≫ 

楽しく学びながら、友だちづくりをしましょう 

【対  象】生後半年くらいの赤ちゃんから 

入園前の幼児とその保護者 

【場  所】長丘公民館 講堂 

【参加費】無料 

＜第４回＞ 楽しく学ぼう！ 離乳食と幼児食 

【日 時】 ８月５日(金) 10:00～11:30 

【講師】 管理栄養士 横山 由利さん 

        保健師    下条 亜美さん 

【申込み】長丘公民館 ５１１－０４５６ 

【共催】南区地域保健福祉課・公民館 

≪ 鴻の巣学園 ≫ 

健康で心豊かに長丘で暮らせるよう様々な講座

を計画しています。どなたでも参加できます。 

【場所】長丘公民館 講堂 

【定員】４０名   

【申込み】長丘公民館 ５１１－０４５６ 

＜第４回＞ 陶芸教室～自分だけの食器づくり 

ろくろを使って食器を作ります。成型した後は、講

師が工房で焼き上げて仕上げてくれます。 

【日 時】 ８月 1８日(木) 10:00～12:00 

【講師】 陶芸教室 やわら木 後藤 和正さん 

【参加費】1000円（当日、集めます） 

【持ち物】手拭き、エプロン 

 

 

＜第５回＞ ボランティア講座         

～ヤングケアラーを支える社会を目指して～ 

【日 時】 ９月 ８日(木) 10:00～12:00 

【講師】 ヤングケアラーコーディネーター      

【共催】 社会福祉協議会   

民生委員児童委員協議会・公民館 

❊公民館の臨時休館について❊ 

利用申込がないときは、臨時休館します。 

≪８月１３・１４・１５日》 

例年、公民館の利用が少ないため、効率的な運

営の観点から、利用申し込みがない日は、臨時

休館とします。この期間に利用を希望される場

合は、７月３０日(土)17 時までに利用申し込み

をお願いします。 

《月末の臨時休館》 

８月３１日（水）に利用申込がない場合は、臨時

休館とします。この日に利用を希望される場合

は８月２０日（土）１７時までに利用申し込みを

お願いします。 

 

≪ 夏休み自習室オープンしています ≫ 

涼しい公民館で、宿題や自由勉強しませんか！ 

7/2２～8/2６の月～金（8/13,14,15除く） 

【時間】１３：００～１７：００ 【対象】小学生～大人 

当日、事務室で受付をしてください。 

親子・話の種 

デコ粘土で白くまを作ろう 

 

 

【日時】 ８月６日(土) 10:00～12:00 

【講師】 デコ粘土講師 真藤香代さん 

【場所】長丘公民館 講堂 

 

【参加費】１00円 

（一部助成有） 

【対象者】小学生以上 

（3年生以下は保護者同伴） 

大人だけの参加はできません。 

【申込み】長丘公民館 8月３日（水）まで 

【共催】子ども会育成連合会 

※キッズクラブは、これに参加してください 

 

男女協ジャズコンサート 

ヴォーカル ： MAYUMI 

ピアノ    ： ミランダマサコ 

ベース    ： 松下 一弘 

ドラム    ： 川鍋 由紀子 

【日 時】 ９月 14日(水)   

18時半開場、19時開演 

【会 場】 長丘公民館 講堂  入場無料 

【受 付】 電話申込が必要です 

     受付開始 ８月 25日（木） 

     磯岡 ０９０－１３４９－０１１７ 

     公民館 ５１１－０４５６ 

【主 催】男女共同参画協議会 

マイナンバーカードの申請受付や申請用写真撮

影などを行います。 

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便利

です。ぜひ、ご利用ください。 

事前予約制です。 

【日  時】令和４年８月 12日（金） 

13:30～16:30 

【会  場】長丘公民館 講堂 

【対象者】南区に住民票のある方 

【予約期間】７月 25日～8月 8日 

9:00～18:00（定員なり次第受付終了） 

【予約受付】 

福岡市マイナンバーカード申請予約センター 

TEL  ０９２－２６０－３５９０ 

FAX  ０９２－２７２－２３１２ 

【必要なもの】 

（１）通知カードまたは個人番号通知書 

（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） 

公民館でマイナンバーカードの 

申請ができます！ 



                   

                     

  

 

 

～雑がみ回収促進袋を利用しましょう～ 

雑がみとは、新聞紙、段ボール以外の紙類で、ティッシュの箱、お

菓子や食品の箱、雑誌、包装紙、チラシ等で資源物として回収してい

るものです。 

 小さな紙は、紙袋に入れて出すことができます。ただし、ビニールや

布が付いたままの物、臭いや汚れが付いたままの物は出せません。 

 地域の資源物（リサイクル）回収日は、居住地域によって異なります

ので、お住いの自治会にお尋ねください。 

 雑がみ回収促進袋は、公民館事務室に置いてい 

ます。必要な方にはお渡しします。 

 リサイクルに取り組めば、ごみとして 

燃やす時に発生する温室効果ガスを 

減らすことができます。 
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ly 

   

長丘校区 【 人口 】10,6２５人 ( 男 4,9０８人 女 5,7１７人 )  

【世帯数】 4,6６９ 世帯 令和４年 7月４日現在 住民基本台帳 

 

＊ 校区カフェ情報 ＊ 

[場 所] 老人いこいの家（長丘３丁目新市楽池そば） 

[参加費] １００円  校区の方、どなたでも参加できます 

カフェむらさき野  主催：長丘５丁目１区有志 

  ８月 ６日（土） 10:00～12:00 

カフェ花💛花   主催：長丘５丁目 2区有志 

  ８月 1３日（土） 13:00～17:00 

  カフェいちら～く  ８月はお休みです 

    

 

緑のカーテン コンテスト 

応募期間 8月 1日（月）～8月 31日（水） 必着 

朝顔やゴーヤなどによる緑のカーテンを設置している個

人や団体の作品を募集し、コンテストを実施します！ 

応募作品は市ホームページにて WEB 投票（9/16～

9/26）を実施。受賞者にはギフトカードを贈ります。 

詳細は、公民館などで配布する応募用紙や市ホームペー

ジをご覧ください。 

【問合せ先】 

環境局 環境局脱炭素社会推進課  

tell ７１１－４２８２ 

作品募集！ 

公民館のゴーヤもすくすく育っています！ 7月 15日撮影 

＊ ふれあいサロン ＊ 

毎月 1回開かれる楽しい集まりです。 

【日 時】 ８月２５日（木） 10:00～１１：３０ 

【内 容】 「落語」 暑さを忘れて楽しみましょう 

【場 所】 公民館 講堂 

【参加費】 100円  

【対 象】 65歳以上の方 

マスク着用でお願いします。 

【主  催】 社会福祉協議会 

＊ 長丘ぴよぴよサロン ＊ 

親子で楽しく過ごせる「ひろば」です。 

時間内に自由に出入りできます。 

【日 時】 ８月１０日（水） 10:00～12:00 

【場 所】 公民館 講堂   【対 象】 乳幼児の親子 

【主 催】 社会福祉協議会 

第 1・3水曜日は   にこにこ広場 

乳幼児の公民館内フリースペースです 

８月３日（水）・１７日（水）10:00～12:00 

場所：公民館・児童集会室 

8月はお休みします 

買物支援バス、アップダウンクラブは 8 月、お休みし

ます。9 月の買物支援バスは 9 月 14 日（水）午前

の予定です。 

 

 

＊ 空手道 全国大会出場へ ＊ 

公民館サークル「空手道」のメンバーが、6月18日に行われた福

岡県中学校空手道選手権（中体連）で優勝し、九州大会、全国大

会に出場することになりました。     

          ☆個人組手 優勝 和泉 孔大くん （中３） 

          ☆団体組手 優勝 和泉 孔大くん （中３） 

                          松村 幸虎くん （中３） 

                          加賀谷草輔くん（中２） 

          九州大会（長崎県佐世保市）    8月 7日 

          全国大会（鹿児島県鹿児島市）  8月 26日～28日 
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