
月百道浜公民館だより＊ ＊ 百 道 浜 公 民 館 ＊ ＊
〒814-0001 福岡市早良区百道浜3丁目6-24

TEL 845-5859 FAX 845-5761

令和4年8月1日号 第316号

第14回百道浜校区人権標語
寄り集う友ときずなの百道浜の会

「守ってる 君の居場所は ここにある」 原 奈緒乃
「助けよう 小さないじめも ひどくなる」神尾 航介

ご来館の際には、マスク着用・マイスリッパ持参をお願いします。

https://www.facebook.com/momochihamakouminkan/

百道浜公民館
フェイスブック
QRコード

8月26日（金）

17:30～19:00

【お問い合わせ・申込み：公民館】

主催：校区衛生連合・公民館

（公民館前集合）

地域包括ケア

公民館休館日のお知らせ

定員20名程度。雨天中止。
参加費無料。

今回はサンセットウォーキング！夕日から夜への移り
変わりを感じながら歩きましょう。

校区在住の小学生・中学生対象

※兄弟児で未就学のお子さまには必ず保護者の付き添い
をお願いします。未就学児のみの参加はできません。
ご了承ください。

子どもの笑顔が輝く公民館に‼

8月27日(土)13:00～15:00

『はまっ子くらぶ』

公民館SDGsカフェ
8月27日(土)12:00～16:00

＠公民館ロビー

子ども健全
育成事業

夏休み お父さん、お母さん応援企画

＊好評につき、今月も開催します。

～日々の疲れをヨガでリフレッシュしませんか～

癒しのヨガ

8月23日㈫ 19:15～
20:20

ヨガ講師：西尾里香さん

百道浜在住、3人の子どものママ

定員：15名
ヨガマット（お持ちでない方はバスタオル）

【お問い合わせ・申込み：公民館】

暑いので飲み物を持参してください！

8/20（土） 13:00~14:30

百道浜公民館講堂

【お問い合わせ・申込み：公民館】

夏休みこども企画

8月22日(月)13:00～14:00

定員：小学3～６年生先着順20名
8月1日㈪～受付開始

講師：福岡市科学館スタッフ
場所：百道浜公民館講堂

参加費：無料

【お問い合わせ・申込み：公民館】

福岡市科学館が
公民館へやってくる！

定 員：先着順30名
会 費：無料
申 込：8月１日㈪～受付開始

※動きやすい服装でお越しください。

プルミエール代表

高椋 美紀さん

主催：校区男女共同参画推進協議会、公民館

フェムケア

～生理 、更年期のお悩みなど
女性の体と健康について学びませんか～

骨盤底筋を鍛える簡単なトレーニングもします

① 8月12日(金)は休館日とさせていただきます。
② 8月13日(土)～15日(月)は、利用申込がありま

せんので臨時休館いたします。

第3回乳幼児ふれあい教室

日 時：8月31日（水）10:30～12:00

場 所：百道浜公民館 講堂
対 象：乳幼児の親子15組（先着順）
講 師：歯科衛生士 小山ありささん

保健師 峰 祐希さん
持ち物：タオル、飲み物

【お問い合わせ・申込み：公民館】

サークル代表者・講師会のご案内

８月２７日(土）１０：００～１１：３０
百道浜公民館講堂

文化祭についての説明会です。
各サークル代表者１名と講師の先生はご出席お願いいた
します。（各サークル引出にご案内入れています。）

参加費無料
8/24申込締切

校区民生委員・児童委員さんの紹介もあります。

【講師ご紹介】

お天気が良ければ、テラスで水遊びをします。
濡れても良い服装で着替えとタオルを持ってき
てください。

https://www.facebook.com/momochihamakouminkan/


3日 水 子育てサロン10:30～

5日 金 いきいきカフェ13:30～

6日 土
防災定例会10:00～ 防犯定例会11:00～
夏休みお楽しみ抽選会13:00～

7日 日 マイナンバー申請サポート13:30～

9日 火 人尊協定例会13:00～ 社協定例会14:00～

12日 金休館日
13日
≀

15日

金
≀
日

お盆休み

17日 水 子育てサロン10:30～

19日 水 いきいきカフェ13:30～

20日 土 ジェロントロジー講座『フェムケア』13:00～

22日 月 福岡市科学館『氷点下の世界』13:00～

23日 火 癒しのヨガ19:15～

26日 金
防犯パトロール21:00～ 三者会議20:15～
ノルディックウォーキング17:30～

27日 土
サークル代表者・講師会議10:00～
はまっ子くらぶ13:00～ SDGｓカフェ12：00～

31日 水 乳幼児ふれあい教室『子どもの歯の健康』10:30～

百道浜校区の主な行事
地域活動日程の変更・中止など、百道浜自治協議会
ホームページをご確認ください。QRコードはこちら⇒
https://www.momochi-hama.jp

★ふれあいサロン
校区の65歳以上の方はどなたでも参加できます。

8月はお休みです。

お問合わせ：公民館または民生委員

防犯パトロール
日時：8月26日（金）21:00～ 公民館前集合

「私たちの百道浜は、私たち自身で守る」を合言葉に実施して
います。

★百道浜老人クラブ
校区の60歳以上の方はどなたでも参加できます。

入会希望・お問い合わせ：公民館

★子育てサロン
日 時：8月 3日（水）10:30～12:00 講堂

8月17日（水）10:30～12:00 講堂
天気が良ければ、テラスで水遊びをします。着替え、タオル

、水着等をご持参ください。予約制で先着親子8組です。
（空きがあれば、当日の参加も可。）かもめ文庫の読み聞かせ
＆手遊びもあります♪

★にこもちキッズ（未就学児の子どもと保護者）

8月はお休みです。

2日（月）公園清掃 9:00～（個人の担当をよろしくお願いします。）

防犯推進協議会

連絡先：老人クラブ 会長 村山090-3412-4560

日 時：8月5､19日㈮13:30～16:00
8/ 5 15:00 ～介護福祉士倉科先生による脳トレ＆健康体操

8/19 15:00 ～ももち体育館中村先生による健康体操

場 所：百道浜公民館 児童等集会室ロビー

地域包括ケア

主催：社会福祉協議会、民生・児童委員、公民館
【お問い合わせ：公民館】

百道浜地域情報

8月の予定

ﾀﾞｰﾂ 第1・３水曜13:30～ いこいの家
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 木曜9:00～ 百道浜東公園

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

区役所に行かずに手続き

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。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。事前予約制です。
日 時 : 8月7日（日）13:30～16:30
会 場 :百道浜公民館 講堂
対象者 :早良区に住民票のある方
事前予約期間 : 7月21日～8月4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
TEL０９２-２６０-３５９０ FAX０９２-２７２-２３１２

主 催：福岡市総務企画局データ活用推進課

百道浜小学校創立２０周年記念事業実行委員会から
みらい便についてお願い

今年は百道浜小学校30周年です。２０周年の時に小学校
に在学していたお友達は10年後の自分にあてたお手紙を
書いています。11月にはこのお手紙を皆さんのところに
届けたいと思いますが、お友達の中には住所が変わった
人がいます。そこでお願いです。住所が変わったお友達
を知っていたら、そのお友達に、下記の連絡先に新しい
住所をメールするように伝えてください。

連絡先：momochihama20@gmail.com

対象者：２０００年４月生まれ～２００６年３月生まれの方

内 要：当時の学年・組 子どもの名前 現在の住所

期 限：２０２２年１０月３１日（月）

問い合わせ先：百道浜小学校20周年記念事業実行委員会
委員長 野口 ０９０－３４１９－４０１０
副委員長 渡久地０９０－５７３０－３３４７

夏休みお楽しみ抽選会
百道浜校区自治協議会よりお知らせ

コロナ感染の急拡大のために、残念ですが皆さんが楽しみに
していた「百道浜校区夏祭り」は中止することになりました。
しかし、校区の皆様のご期待と校区の沢山の企業様のご支
援に感謝しながら「お楽しみ抽選会」を開催します。
抽選会では、任天堂スイッチやヒルトン福岡シーホークお食
事券、ペイペイドームコカコーラシートペア券など、豪華賞品
を用意しています。 なお、当選番号および賞品については
自治協議会HPに掲載しています。
下部に抽選番号が印字されていますので下記期間内に公民
館で賞品の引き取りをお願いします。
抽 選 日 ：8月６日（土）13:00～
引き換え期間：８月６日（土）抽選会終了後～16:30

８月7日～１１日（木）10:00～16:30

夏休みお楽しみ抽選会 抽選番号

掲示配布用コロナ拡大の為、行事は中止と致します。

https://www.momochi-hama.jp/
mailto:momochihama20@gmail.com
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