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入部公民館ブログ http://irubeko.blogspot.jp/ 

 ★公民館の休館・活動の状況はブログからもご覧になれます★

…その他の行事予定… 
３日(水) １9：0０～ 人尊協事務局会 

６日（土） １０：３０～ 第一回文化祭実行委員会 

◆◆日程、内容については変更の可能性もありますので、入部公民館のブログをご確認ください。◆◆ 

◆８月の臨時休館日のお知らせ◆

・
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8月はお休みします。 

８月の子そだてクラブは第３木曜に変更になります。 

８月 18日（木） １０：３０から 

《ママ達のお抹茶体験》です。 

ママ達の癒しに一服いかがですか。

パパの参加も待ってま～す。 

みんなの努力ありがとう みんなの力で乗りこえよう 

９月４日（日）早良区親善ママさんバレーボール大会 
参加者募集 

毎週土曜日２０時から入部小学校体育館で練習しています。 
興味のある方は気軽にのぞいてみてください。 
急遽お休みになることもあるので、ご連絡をいただけると助かります。 
（ママさんバレー スマイル 林田０９０－３６０３－１５９４）

7月６日より、福岡コロナ警報が発動されています。 

引き続き、感染防止対策の徹底をお願いいたします。 

３回シリーズで実施します。 

第２回目は８月２3日（火）１９：３０～２１：００ 

スマホ持参

定員に達しました 

➀月一回の臨時休館

８月１２日（金） 

②お盆期間の臨時休館

８月１３日（土）・１４日（日）・１５日（月） 

利用を希望される場合は 

①は２日（火）午後５時までに

②は３日（水）午後５時までに申し込みをお願いします。

７月１３日のシルバー教室で「命を守る気象と防災の話」というテーマ

で、気象キャスターの吉竹顕彰さんにお話を伺いました。 

・日本の四季はなぜあるの？（地軸が 23.4度傾いて公転している。

日本の西側に大きく高いヒマラヤ山脈がある）

・雨の降り方を知る（1時間雨量や線状降水帯）

・地域を知る（ハザードマップの再確認）

・最新の災害情報を積極的に活用する

（気象台発表の大雨情報、自治体発表の避難情報） 

・データをしっかり視て(観て)危険を察知する

・五感を働かせる（大雨の前兆を感知、土砂災害の前兆を感知）

など、たくさんのことを教えていただきました。 

参加された方の感想には『特別警報』が 

出た時には既に災害が起こっている状況 

だということを知りました、とありました。 

自分の住んでいる地域を知って、 

平常時からハザードマップなどで確認し、 

非常時には行動できるよう備えておきたいものです。 

これから台風シーズンになります。備えを十分にし、命を守りましょう。 

※市の HPから確認できます



年に一度は 
健康チェック！ 
「けんしんナビ」 

ふれあいサロン 
毎週月曜日 午後１時３０分より

入部公民館講堂にて開催。校区高齢者の方々が集い、 

ゲーム・手芸・カラオケなど楽しいひとときを過ごしています。 

お気軽においでください。お待ちしています。 

８月は１日、８日、２２日、２９日 

《公民館で入るべっこ教室》 

～夏休み 宿題 やりあげ隊～ 
時間：９：３０～１１：３０（出入り自由）  場所：入部公民館 2階 
持ってくる物：宿題・勉強したい物 水筒・マスク 
（変更になる事もあると思います。 
保護者の連絡先を子どもさんに教えておいてください。） 
※コロナ感染予防には十分気をつけます。（検温・換気・デイスタンス・消毒）

毎週木曜日、午前１０時から、 
入部公民館で実施しています。 
第 4木曜日は、 
いるべ保育園訪問です。 

連絡/問合  

森岡 090-1363-5767 

＊場所：入部公民館 講堂   
＊対象：未就学の親子 
＊開催日：第１月曜・第３水曜  
＊時間：午前 10時から１2時 

新型コロナ感染症対策のため、

和室は使用できません 

★入部ボランティアよりお知らせ★

◆◆日程、内容については変更の可能性もありますので、入部公民館のブログをご確認ください。◆◆ 

区役所に行かずに手続き 
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。 
また、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ので、ぜひ
ご利用ください。 
事前予約制です。予約期間に下記の受付センターへお申し込みください。 

【 日 時 】令和４年８月２７日（土）１３：３０～１６：３０ 
【 会 場 】入部公民館 講堂 
【 対象者 】早良区に住民票のある方 
【事前予約期間】８月１０日～８月２４日 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 
【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。） 

日 月 火 水 木 金 土
芽 2 3 ぴ 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 ぴ 26 27
28 29 30 31

内野公民館で総合がん健診をおこないます。 
例年2月に行っていた健診が 9月になっています。 
令和 4年 9月 8日（木） 
お問い合わせ：早良区健康課（092-851-6012） 

【入部校区 男女共同参画協議会 主催 講演会】 
日 時：８月２６日（金）１０：００～ 
場 所：入部公民館講堂 
テーマ：みんなにやさしい防災
講 師：玉井 洋子さん

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間 
法務局職員と人権擁護委員が、「いじめ」や体罰等子どもに関
する人権問題の相談を電話でお受けします。相談は無料で、秘
密は固く守ります。 
相談受付日時 令和４年８月２６日（金）、 

   令和４年８月２９日（月）～９月１日（木） 
… 午前８時３０分 ～ 午後７時 

   令和４年８月２７日（土）、同月２８日（日） 
  … 午前１０時 ～ 午後５時 

相談電話番号 ０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル） 
  （ＩＰ電話の場合は０９２－７３９－４１７５へ） 

問い合わせ先 福岡法務局人権擁護部 ０９２－７３９－４１５１ 

『緑のカーテンコンテスト』作品募集！ 

応募期間 8/1～8/31(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！ 
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 脱炭素社会推進課 TEL711-4282 

たくさんの子どもたちに来てもらい
たいのですが感染予防のため部屋の
人数制限があります。当日でもかま
いませんが来れそうな日が事前に分
かる人は連絡ください。 

月 火 水 木 金

７月 27 29

８月 2 3 4 5

16 17 19

22 24 26

入部公民館 
８０３-１２４７

◆令和４年度 第２回 早良区人権講座◆
テーマ：「陽のあたる道を歩こう」

～あなたと私を守るもの（高齢期の人権）～ 
講 師：福岡県弁護士会所属 弁護士法人福岡西法律事務所 

  代表社員弁護士  伊藤 拓 さん 
日 時：９月２０日（火）１３時３０分～１５時３０分 
会 場：早良市民センター ４階ホール 

会場のみ手話通訳、要約筆記有。希望により後日録画配信有。 
事前申し込み必要。先着２００名。８月２９日（月）から受付。 
早良区生涯学習推進課へ電話（℡833-4401）でお申し込みください。 

主催：早良区人権啓発連絡会議・早良区役所  

8月２５日（木）９：３０～１１：００ 
小学校トイレ掃除をします。 
一緒にみがきませんか 

今年も８月にトイレ掃除をします。特に汚れ
が多い階から始めます。一緒にトイレ掃除
しませんか。人数が多ければたくさんの 
個所ができますので、参加ください。 
◆集合：小学校２階図書室
持参するもの：長靴がいいでしょう。
尿石を削り落とす道具があればお持ちください。
ゴム手袋、マスクは準備します。

よかドック（福岡市国民健康保険加入の 40歳～74歳対象の 
特定健診）は、保健福祉センターのほか，次のお近くの医療機関で
も受診できます。（要予約）     廣橋クリニック   
年に一度は健康チェック! 問い合わせ先：早良区健康課 ８５１－６０１２ 

毎月①～⑦日は 

健診受診 
推進週間 

※８月のカフェはありません。

～自宅でもできる室内運動に取り組もう！～ 
日時：8月２7日（土） １０：００～１１：３０予定 

講師：平塚泉先生（健康運動指導士） 

会場：入部公民館講堂 

入部公民館へ予約してください 

TEL:803-1247  FAX:803-2460 
・・ゴムチューブをお持ちの方はご持参ください・・ 

※新型コロナウイルス感染症の流行により中止となる場合があります。

※当日は自宅で検温を実施し来館ください。参加の際にはマスク着用をお願いします。

主催：入部校区衛生連合会 

定員：２０名

tel:803-1247

