
たぐまカレッジ -田隈公民館 講堂-

◆ オーラルフレイル予防 （口腔体操）

【日 時】９月２日（金）１０:００～ 

【定 員】先着３０名（要予約） 

【講 師】中 四良さん（早良区歯科医師会 会長） 

石松 薫さん（歯科衛生士） 

【持ち物】お茶・マスク 

◆ 封泥 金印体験

【日 時】９月１６日（金）１０:００～ 

【定 員】先着３０名（要予約） 

【講 師】福岡市博物館 

【持ち物】お茶・マスク 

各講座申込先：田隈公民館 

被爆実相証言と平和の尊さを知ろう 
今年は原爆被害から７７年を迎えます。被爆者の方の平均

年齢も高齢となり、原爆体験の風化を懸念されています。 

平和の尊さや有難さ伝えるため、自ら長崎で被爆された経

験を語っていただきます。貴重な体験談を聞きに、ぜひお越

し下さい。 

【日 時】８月２０日（土）１０:００～１２:００ 

【場 所】田隈公民館 講堂 

【定 員】先着３０名 

【講 師】三根 繁 氏（早良区野芥在住） 

【申込先】田隈公民館 

令和４年（２０２２年） ８月１日  №５ 

★主事のひとりごと★ 公民館よいとこ 一度はおいで

いまだからこそ 被爆実相証言と平和の尊さ 

平和 講座 
参加しやすい 土曜日お昼 
8月20日 土曜日 10：00～1２：０0 

講師 三根 繁 氏 

福岡市原爆被害者の会 顧問 

元 福岡大学非常勤講師 

申込み条件無し先着３０名 詳細は左コーナー

公民館臨時休館のお知らせ 

●８月１３日（土）～１５日（月）は、利用申込がないときは

臨時休館します。この日に利用を希望される場合は、

８月５日（金）正午までにご連絡をお願いします。

●８月３０日（火）は、利用申込がないときは臨時休館し

ます。この日に利用を希望される場合は、８月２０日

（土）１７時までにご連絡をお願いします。

たぐまミニ図書館 －田隈公民館 児童室－ 

📖気楽に気ままに読書タイム📖
目もくらむような真夏の日差しパワーの中でも、向日葵

のように元気に咲いていたいですね。 

７月２０日に第１６７回 「芥川賞」と「直木賞」の発表があ

りました。 

芥川賞は、高瀬隼子さんの『おいしいごはんが食べ

られますように』で、会社内での人間関係を、「食事」に
対するそれぞれの思考とからめながら、鋭く描いている

作です。 

直木賞は、窪美澄さんの『夜に星を放つ』では、かけ
がえのない人間関係を失い傷ついた者たちが、再び誰か

と心を通わせることができるのかを問いかける短編集。 

それと、『ざんねんないきもの事典』 『続 ざん

ねんないきもの事典』の寄贈がありました。例えば、
「スズムシは足で音を聞く」「ダンゴムシはおしりから水を

飲む」などなどいきものに関するあっと驚く話です。 

厳しい暑さが続いていますが、お身体に

気をつけてお過ごしください。 
田隈公民館 職員一同 

８月の公民館主催事業、 

下記の教室はお休みです。 

ありんこ教室 

子ども料理教室 

たぐまカレッジ 

田隈公民館 運営懇話会 

【日時】８月８日（月）１９:００～ 

【場所】田隈公民館 講堂 

【議題】➀運営懇話会委員辞令伝達・職務について 

②令和４年度事業計画について ③その他

傍聴希望の方は、

公民館までお申

込み下さい。 

公民館主催の『夏休みあそぼうクラブツアー』に
多数の参加申込みをいただき有難うございました。  

今回、残念ながら参加できなかった方々、申し訳あ

りません。 また、来年も楽しい企画を予定したいと

思いますので、ぜひ参加して下さい。 

８月に予約している子ども達は、忘れないように

来てくださいね！ 

【今後の予定】 ※既に受付は終了しています 

①８月１０日（水） １０：００～ 子ども習字

②８月２４日（水） １０:００～ 万華鏡作り

③８月２７日（土） １０：００～ あいくる運動

持ち物 ➀～③共通→すいとう・マスク

➀のみ → 習字道具

（あれば）



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） 

場所：内野公民館 

住所：福岡市早良区内野８丁目１－５ 

胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、結核・肺がん検診は、

福岡市民の方で、職場等で受診機会のない方が対象で受診できます。 

 予約は、集団検診予約センター0120-985-902 または「けんしんナビ」でお申し

込みください。予約締切は令和4年8月25日（木）です。 

 金額や対象年齢等の問い合わせは、「けんしんナビ」をご覧いただくか 

早良区健康課（092-851-6012）まで。 

〈校区自治協議会よりお知らせ〉 

今年度の『校区夏祭り』も中止となりました。
代わりに、地域住民の方が少しでもホッと出来る行事が出

来ないかと考え『燈
とう

明
みょう

ＤＥファンタジー』という企
画を予定していました。しかし、コロナ感染者数が増加し

ている状況での開催は難しいと判断し ”秋“ に開催する
事になりました。 《燈明→ 闇を照らす智慧の光》 

◆詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

＊校区社協よりお知らせ＊ 

今年は、２年ぶりに男女協との共催で『ボランティ

ア講座』を９月の下旬に開催いたします！

笑う・驚く・泣くなどの感情を表すことは、ストレスを

軽減し免疫力を高めてくれます。 落語やマジック、感動

講話を予定しています。どうぞお楽しみに♪ 

みんなで 『笑って 

驚いて 

感動しましょう！』 
◆詳細は「公民館だより９月号」に掲載します。また、各

町内にも「回覧」しますので、そちらもご覧下さい。

◆申込先は、各町内の回覧板または田隈公民館まで。

主催：田隈校区社会福祉協議会・男女共同参画協議会 

田隈公民館だより  令和４年（２０２２年） ８月 1日 №５ 裏面 

● たぐま文庫だより ●
蝉の鳴き声で夏の時期がわかります。 

ニイニイゼミに始まり、クマゼミからアブラゼミ、そし

てミンミンゼミと続きます。

この夏、鳴き声の違いを親子で確かめてみてはい

かがですか？ 

夏休みもたくさん本を読んでください。 

ただし、みなさんの大切な本です。やさしく扱ってく

ださいね。 

＊ ８ 月 の お す す め 絵 本 ＊ 

★どうやってねるのかな ★でんしゃにのって

★ことわざのえほん ★しゅくだい

★ずーっと ずっと だいすきだよ

★おはよう  ★にゅうどうぐも

※初めて本を借りる方は、公民館の

事務所まで声をお掛け下さい。

８月の公民館・校区行事予定表 
日 曜 時間 内    容 

２ 火 １３：３０ 老人クラブ連合会 盛年部長会 

３ 水 １９：３０ 自治協議会 役員会 

４ 木 １９：３０ 社会福祉協議会 役員理事会 

６ 土 １３：３０ 人権尊重推進協議会 研修部・啓発部会 

８ 月 １３：３０ 衛生組合連合会 役員会 

８ 月 １９：００ 田隈公民館 運営懇話会 

１０ 水 １０：００ あそぼうクラブ 《他２４（水）・２７（土）》 

１０ 水 ２０：００ 自治協議会 理事会 

１３（土）～１５（月） 公民館臨時休館日 

１５ 月 １７：００ お盆お供え物収集 《～２２時まで》 

１６ 火 １９：３０ 男女共同参画協議会 定例会 

１７ 水 １９：３０ 学校施設開放連絡会 

１７ 水 ２０：００ 体育振興会 定例会 

２０ 土 １０：００ 平和講座「被爆実相証言と平和の尊さ」 

２２ 月 １０：００ ウォーキング講座

２４ 水 １４：００ 民生委員児童委員協議会 定例会 

２４ 水 １３：３０ 老人クラブ連合会 役員会 

２７ 土 １０：００ 老人クラブ連合会 定例会 

２８ 日 １３：３０ 校区運動会プログラム会議 

２９ 月 ― 田隈小・中学校 授業開始日 

３０ 火 ― 公民館臨時休館日 

３０ 火 １９：３０ 環境活動連絡会 役員会 

※状況により、中止・延期・時間変更になる場合もあります。

開催の確認は各団体、または公民館まで。

第８回 ウォーキング講座 
【日 時】８月２２日（月）１０:００～ 

【場 所】田隈公民館 講堂 

【定 員】３０名程度 

【講 師】健康運動指導士 

【持ち物】お茶・タオル・マスク 

【申込先】田隈公民館 

主催：田隈校区衛生組合連合会

田隈公民館の 

ブログもみてね 

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

◆お盆お供え物収集 主催：環境活動連絡会

【日時】８月１５日（月）※雨天決行 

【時間】１７:００～２２:００ 

【場所】田隈公民館 駐車場 

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 

運
動
し
や
す
い

服
装
で
参
加
し

て
下
さ
い
。
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