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◆日 時  ８月１８日(木) 午前１０時～１２時
◆場 所 内野公民館 講堂

◆講 師 ミュージックあとりえ てみてる

荒牧 輝信 さん アコースティックギター 

荒牧 てみ さん ヒーリングハープ 

◆対 象 高齢者ふれあい学級生

◆申 込 ８月１１日(木)までに内野公民館へ

※マスク着用でお越し下さい。

※水分補給のお茶をご持参下さい。
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります。） 

◆日 時 ８月８日(月) 午前１０時～１２時
◆場 所 内野公民館 講堂

◆講 師 福岡市消防局 防災センター

◆共 催 ウッチーランド

◆協 力 野ぎくの会

◆対 象 ０歳～就学前までのお子さんと保護者

◆定 員 １０組 ※事前申込が必要です

◆申 込 8 月１日(月)までに内野公民館へ

※マスク着用でお越しください。

※水分補給のお茶をご持参ください。
(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります。) 次の日は、利用申込がない場合には、効率的な公民館運営

を行うために臨時休館させていただきます。 

① 月 1 回の臨時休館【８月１２日(金)】

利用申込は８月２日(金)午後５時までにお願いします。

② お盆期間【８月１３日・１４日・１５日】

利用申込は８月３日(水)午後５時までにお願いします。

◆日 時 ８月２０日(土) 午前１０時～１２時
◆場 所 内野公民館 講堂

◆講 師 工房スマイル

樋口 経観 さん 

◆費 用 1,000 円／1 作品

◆対 象 地域の小学生 10 名

※低学年は保護者同伴

◆申 込 8 月１１日(木)までに内野公民館へ

◆持ってくる物 手拭きタオル

※マスク着用でお越しください。

※水分補給のお茶をご持参ください。
(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります。) 

暑中お見舞い 

申し上げます 
『LGBTQの存在をもっと身近に』 

～誰もが生きやすい世の中を～ 

◆日 時 ８月２０日(土) 午後７時～

◆場 所 内野人権のまちづくり館

◆講 師 濱田 貴士 さん

◆対 象 人尊協運営委員及び代表委員

◆主 催 内野・曲渕校区人権尊重推進協議会

◆共 催 内野人権のまちづくり館・内野公民館

部落解放同盟内野支部 

内野小学校 PTA・早良中学校 PTA 

※マスク着用・検温・消毒にご協力ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

参加者を制限させて頂いての開催となります。 

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止になる事があります。) 

≪巡回文庫≫ 

お知らせ
７月２８日(木)に、福岡市総合図書館の本が

入れ替わりました。 

絵本、児童書、紙芝居、大人用一般書など、

半年に一度入れ替わります。 

どうぞご利用ください(*^_^*) 

☆貸出し期間 ２週間／お一人様３冊まで

☆ご利用時間 午前９時～午後５時まで

☆場 所 内野公民館ロビー 

１班・2班 

合同で 

行います



◆場 所 内野公民館 講堂

◆対 象 ０歳～就学前までのお子さんと保護者

８日は、乳幼児ふれあい学級と共催で「育児講座」です。 

詳しくは、公民館だより表面をご覧ください。 

１日(月)正午～ 

４日(木)午後６時～ 

６日(土)午後６時～ 

１７日(水)午後８時～ 

野ぎくの会 定例会 

社会福祉協議会 理事会 

自治連合会 定例会 

体育振興会 定例会 

８月 ボランティア団体「野ぎくの会」 

◆日 時 ８月 １日(月)

８月 ８日(月) 

８月２２日(月) 

午前１０時～１２時 

午前１０時～１２時 

午前１０時～１２時 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります） 

◆日 時 ８月  ４日(木) 午前１０時～

８月１９日(金) 午前１０時～ 

◆場 所 旭ヶ丘県営住宅 ２棟の１階

◆対 象 概ね６０歳以上の方

１９日は、よかとこネット出前講座を行います。   

皆様のお越しをお待ちしています。 

※水分補給のお茶をご持参ださい。

※マスク着用にご協力ください。

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります。) 

●開設曜日  水・土・日曜日 

●開設時間  午前９時～午後５時 

●回収品目  下記参照 

①新  聞･･･チラシも一緒に入れてください。 

②段ボール･･･中に波状の紙があるものです。

③雑  紙･･･①②以外の紙で名刺より大きな紙類 

 本・空き箱・手さげ袋（紙の部分のみ）他 

✿封筒やティッシュケースのビニール部分は取り除いて出してください。

✿スーパー等のビニール袋や箱などに入れないでください。

✿牛乳パックは１ℓ容器のみ受け付けています。

開いてきれいに洗い、乾燥させて、まとめて縛って出してください。

健康づくり歩こう会 

※水分補給のお茶をご持参ださい。

※マスク着用にご協力ください。

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる事があります。) 

７月１４日(木)の献血には 

32 名の方にご協力いただきました。 

ありがとうございました。 

◆日 時 ８月２５日(木) 午前１０時～１２時

◆集 合 内野公民館

◆コース 八丁川コース

◆主 催 健康衛生委員会

※マスク着用にご協力ください。

※タオル、飲み物をご持参の上、ご自由にご参加ください。 

献血推進協力会より 

８月１３日(土)・１４日(日)は 

お休みします。 

紙リサイクルステーション(ホタルハウス)より 

８月２６日(金)から９月１日(木)までの１週間、
「子どもの人権１１０番強化週間」として、 

「いじめ」や体罰、不登校や子どもの虐待など、 

子どもに関する人権問題のご相談を受け付ける相談電話

を設置します。 

【相談受付時間】 

平日：８月２６日(金) 

８月２９日(月)～９月１日(木) 

⇒午前８時３０分から午後７時まで

土日：８月２７日(土)、８月２８日(日) 

⇒午前１０時から午後５時まで

【相談電話番号】 

０１２０－００７－１１０
ＩＰ電話を利用される方は 

０９２－７３９－４１７５ 
へお電話ください。 

法務局職員と人権擁護委員が無料で相談に応じます。 

秘密は厳守されますので、ひとりで悩まず、 

ぜひお気軽にお電話ください。 

【問合せ先】 

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 

TEL 092-711-4282 


