
 ８月１３日～１５日に利用がな

い場合には､臨時休館します。 

 ご利用希望者は､８月３日（水） 

１２時までに早良公民館に利用申込

をお願いします。 

 月１回の臨時休館は、８月２８

日（日）です。利用申込は８月 1８

日（木）１７時までに早良公民館に

利用申込をお願いします。  

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

  

 

公民館だより 
福岡市早良公民館 

 福岡市早良区早良２－９－３３ 

℡：804-2420 FAX：804-2448 

３日(水) 10:00 ふれあいサロン（西町集会所） 

６日(土) 10:30 子育てひろば 

〃 13:30 サークル文化祭実行委員会

８日(月) 10:00 さわら子ども塾 

９日(火）10:00 シルバー教室

〃 19:30 男女共同参画協議会定例会 

１１日(木) 19:30 自治協議会常任理事会 

１３(土)～１５(月) 休館予定 

１８日(木) 10:30 すみれ茶話会（陽光館） 

２０日(土)  9:00 夏休み in さわら！さわら子ども塾 

２１日(日)  9:00 スポーツサークル清掃（早良小学校）

２４日(水) 10:00 ふれあいサロン（西町集会所） 

〃 13:00 民生児童委員会 

２６日(金) 10:00 スマホ講座

２８日(日)  休館予定 

２９日(月) 11:00 ロビー喫茶

３０日(火) 10:00 簡単クッキング 

公民館ブログもご覧下さい。→ 

歌って笑って「老い払い」 

８月９日（火）10：00～ 

場 所：講堂 

講 師：元 西日本新聞論説委員長 
中川 茂さん 

内 容：高齢社会漫談と 
ピアノ弾き語り 

対 象：シルバー教室生 

夏休み in さわら！ さわら子ども塾 

子育てひろば 

８月６日（土）10：30～ 

ところ：講堂 

対象者：乳幼児の親子 

内 容：①子どもの健康相談 

講師：保健師 水清田 明子さん 

②ミニミニ夏まつり

・かき氷

・お菓子釣り、輪投げ

申込締切：８月５日（金）まで 

～クレヨン花火を作ろう～ 

８月８日(月)10:00～12:00 

場所：研修室 

講師：画家 保坂 真紀さん 

対象：小学生  

定員：１５人 
持ってくる物：絵の具セット（黒青必要） 

クレパス、飲み物、
汚れてもいい服装

シルバ ー教室

 

※新型コロナウィルス感染拡大防止の為、主催事業が中止や延期になる場合があります。

※来館される時は、手指の消毒・検温・マスク着用などのご協力をお願いいたします。 

臨時休館のお知らせ

～川の自然観察～ 

８月２０日(土) 9:00～ 

詳しいことは、チラシを配布して 

います。  

・・・夏休み期間・・・

【  9:00～12:00 】 

勉強のために空いている部屋を開放 

【 12:00～16:30 】 

卓球は講堂が空いていれば利用可能 

夏休みを有効に使おう！ 

スマホ講座

８月 26 日(金)10：00～ 

場所：学習室 

内容：用語の説明 

アプリ・Wi-Fi・ダウンロードとは…など

操作のわからない箇所の説明 

講師：スマホ講師 田島智美さん 

対象：スマホを持っている人 

定員：1０名  

※定員になり次第、締め切ります。 

簡単クッキング 

８月 30 日(火)10：00～ 

場所：調理室 

内容：名古屋名物「味噌カツ」を作ろう 

定員：12 名 

参加費：４００円   

持ってくる物：エプロン・三角巾・飲み物 

申込期間：８月５日(金)～17 日(水)  

・12 時にラジオ体操をしま

す。

８月29日（月） 

時間：11：00～15：00 
内容：・ロコモ予防、ラジオ体操 

11:00～ 

・さわら南よかとこネットさんによる

血圧測定と介護相談

ロビー喫茶



 

 

中学生の数学寺子屋「8月の予定」 

意外と知らない、ごみに関するクイズ 

下のビン類は、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・ビンの袋？燃えないゴミの袋？ 

①マニキュアのびん

②ジュースのビン

③梅干しなどを漬けるびん（容器）

答えは上部中央に 

場 所：早良公民館  

開催日：  8/1(月) 7 日（日） 9日（火）11日（木）17日（水）
18日（木）19日（金）22 日（月）24日 10：00～12：00 

環境について 

考えるコーナー 

ごみのクイズ答え 

①と②は②ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙの袋 ③は 燃えないゴミ袋

希望される方は、公民館までお電話ください。 
℡804-2420 まで ※費用は無料です 

リサイクルステーションからおねがい

場所：早良公民館敷地内 
時間：午前 9時～午後 5時 

ひ
も
で 

十
字
に
し
ば
る 

テープで縛らない
箱の中に箱を入れない

『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！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 脱炭素社会推進課 TEL711-4282 

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 ８月２６日（金）,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 

《子どもの人権１１０番強化週間》 

※高齢者や障がい者、乳幼児など、特に配慮が必要な人がいる場合は、

紙おむつ・粉ミルク・アレルギー対応食品・服用薬なども備えましょう。

９月１日～７日は「福岡市備蓄促進ウイーク」 

災害に備えて“備蓄”を始めよう 

 市は、「防災の日」 の９月１日からの1週間を「福岡市備蓄促進ウイーク」と 

定めています。地震や水害などの災害は、いつ起こるかわかりません。 

いざという時のために、各家庭や自治会、事業所で、３日分以上の飲料水や 

食料、生活物資などを備蓄しましょう。 

●備蓄品

・食品(１人１日３食×３日分)

・水(１人１日３リットル×３日分)

・トイレットペーパー

・携帯用トイレ

・懐中電灯

・携帯ラジオ

・モバイルバッテリー

・救急セット など

●ローリングストック法

普段から食料や生活必需品

を少し多めに購入しておき、

食べた分だけ買い足して備

蓄する方法です。

●感染症対策

・消毒液  ・マスク

・体温計   ・ビニール手袋

・上履き  ・衛生用品 など

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 

令和 4年 9月 8日（木）場所：内野公民館 

胃がん、大腸がん、子宮頸がん、肺がん、結核・肺がん 

※予約必要 集団検診予約センター0120-985-902

予約締切は、8月 25日（木） 

問合せ：早良区健康課 092-851-6012まで 

内野公民館で総合がん検診を行います 




