
　

　

 

とうにん 公民館だより
令和 4年 7月19日 発行

当仁校区夏まつり

抽選引換券
８月6日（土）１７：００～１９：００

受付で交換してください

※抽選引換券１枚に付き抽選券１枚の交換です

交換は１世帯１回限りとします 当仁校区自治協議会

切

り

取

り

線

この時間以外は

受付できません

当仁公民館 〒810-0063 福岡市中央区唐人町３－１－１１ TEL（751）6824みんながね 笑うといっぱい 花が咲く （ 令和３年度 当仁小５年生人権標語作品より ）

８月

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）

問合わせ先 福岡法務局人権擁護部 ０９２－７３９－４１５１

と き 8月 9日（火）13：30～14：30

ところ 公民館 講堂

講 師 雪印ビーンスターク（株） 九州支店
対 象 高齢者の皆さん

定 員 先着 15名 参加費 100円
申込み 8/１（月）から電話でも申し込めます

いきがいサロン 出前講座

子育てサロンあいあい

と き 8月１０日・２４日（水） 10：30～12：15

ところ 公民館 講堂

対 象 乳幼児とその保護者

みんなおいでよ！ とんとんぶんこ

公民館 ２階 児童等集会室

貸出し日は

８月 ２０日 （土）１０：００～１２：００

８月 １１日 （木）１４：３０～１６：３０

８月 ２５日 （木）１４：３０～１６：３０

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 】 9月 9日（金）13：30～16：30

【 会 場 】 当仁公民館 講堂

【 対象者 】 中央区に住民票のある方

【事前予約期間】 8月23日～9月6日 ９：００～１８：００

【 予約受付 】定員に達した時点で予約受付を終了します

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

【 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）

区役所に行かずに手続き  

臨時休館日のお知らせ

お盆期間の８月１２日（金）～１５日（月）は利用申し込みが

ない場合臨時休館します

利用申し込みは７月２９日（金）１７時までにお願いします

と き 8月 2日（火）１０：００～１１：００

ところ 公民館 講堂

講 師 福岡市科学館

対 象 小学3年生以上 先着 20名

申込み 7/25（月）から電話でも申し込めます

目に見えない空気の性質を様々な方法で探ります

空気砲もあってわくわくする講座 自由研究にもなりますよ！

と き 8月 26日（金）

①10：00～12：30 入門編（初心者歓迎）

②13：30～16：00 将棋の上達法と対戦

ところ 公民館 講堂

講 師 重松 孝先生（日本将棋連盟公認将棋指導員）

対 象 小学1～6年生 先着 各16名

申込み 8/1(月）から電話でも申し込めます

将棋を通じて自分で考える力を身につけよう！

初心者のためのスマホ講座です

自分のスマートフォンを持参ください（貸出スマホ有り）

と き 8月 30日（火）10：30～11：30

ところ 公民館 講堂

協 力 ドコモショップ天神南店

対 象 どなたでも 定 員 先着 10名

申込み 8/1（月）から電話でも申し込めます

夏休み小学生体験講座 とうにん寺子屋

６日の土曜とんとんは夏まつりなのでお休み

２０日（土）"夏のおはなしかい”です

＊状態の良い絵本を寄付ください＊

高齢者のための栄養講座

教育将棋教室

科学館出前講座 「空気の力」

当仁スマホ塾



当仁校区自治協議会（土・日・祝日休み） ２０２２年７月２０日発行

福岡市中央区唐人町３丁目１－１１ ＴＥＬ 751-7105

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　午後５時～

    午後９時

　　午後６時～
    午後９時

唐人町北公園前
（唐人町３丁目）

場所 時間

伊崎集会所前
（伊崎）

自治協だより ８月

抽選券の引換は１７：００～１９：００までにきてね！
※１９：００以降は引換えができませんので、お早目にお越し下さい。

８月のエコポ利用カレンダー ○印の日は利用できます

８月の青少協 夜間パトロールは
お休みです。

衛生連合会よりお知らせ
・８月の「歩こう会」はお休みです

・今年も、校区がん検診はありません。

お問合わせは 中央保健所・健康課へ

ＴＥＬ ０９２－７６１－７３４０

・８月は当仁校区健康づくり推進月間です。

夏まつりでは血圧測定ができます。

また、粗品が当たる無料三角くじを用意して

待ってます。ぜひ遊びに来て下さい。

当仁校区自治協議会では昭和２２年１２月３１日以前
にお生まれの ７５歳以上の方で、本年 新たに対象に
なられた方、及び他地区から転入された方の調査を
行っております。
☆８月３日（水）までに自治協議会事務局にご連絡下さい。

（TEL 751-7105／FAX 751-7550）

※昨年以前に申告済みの方はご連絡は不要です。
※頂きました個人情報は敬老記念品のお届け（９月に

町内会長より）の他、地域での安全安心な生活を送
る為の支援を目的として、自治協議会内で厳重に

保管いたします。

ホットドッグ・ポップコーン
生ビール・タコライス・ハイボール
レモンサワー・ジュース・缶ビール
お茶・ゲーム・ヨーヨーつり・くじ引き
おもちゃ・ちゃぽりたん
焼酎・お菓子・かき氷・唐揚げ・枝豆
チーズハットク・餃子・やきとり
光るおもちゃ・雑貨・ガーリックオイル
ごぼう唐揚げ・ポテトフライ・スパム

アイスキャンディー・フランクフルト
わたがし・ベトナムつけ麺
ベトナムコーヒー・ベトナムチェ―
ベトナム雑貨
おにぎり・たこ焼き・しゃぼん玉 など

18：00 開会宣言

18：0１ 当仁中ＢＩＧ ＢＡＮＤ

18：2３ エンジョイ・フラ

18：35 若葉高校 若葉グリー

18：55   みんなで輪になって踊りましょう（練習）

19：02 高橋実行委員長 あいさつ

来賓紹介・祝電紹介

19：10 キッズジャズダンス

19：20 まんでぃ 三線サークル
19：28 西日本短大
19：38 当仁太鼓
19：55 ＳＳＤＳ
20：05 みんなで輪になって踊りましょう（本番）

炭坑節・新当仁音頭

20：25 抽選会 １・２・３等・特別賞
20：45 閉会のことば

とうにんボランティアクラブ

ボランティアに興味がある方、当仁校区を知って自分

に合ったボランティアを見つけてみませんか？

当仁校区を紹介するサロンを下記の通り開きます。

日時 ： ８月 ２６日 （金） １３：００～１５：００
（菓子・お茶付き、無料）

場所 ： 当仁公民館 ２階学習室

対象 ： まだ活動されていない方

ボランティアに興味がある方

※ゴミは収集場所に！皆様のご協力をお願いします。 犬や猫などのペット類の持ち込みはご遠慮下さい。

日時 ８月 ６日(土）

場所 当仁小学校運動場
１７：００～２１：００

※雨天の場合 ８月７日(日）１２：００～

※時間は変更になることがあります※メニューは変更になることがあります

当仁校区自治協議会・当仁公民館 創立７０周年記念

夏まつり会場でのお願い！
新型コロナウイルス感染防止対策の徹底
の為、ご来場者の皆様には会場入り口で
の手指の消毒、検温、マスクの着用など
ご協力のほど お願い申し上げます。
体調が悪い方は(発熱37.5度以上・咳・
咽頭痛など）入場をご遠慮下さい。

「とうにん夏まつり」ご協賛のお願い！
自治協だよりの７月号より 引き続きご協賛いただける方

（個人、店舗、企業など）を募集いたしております。

どうぞよろしくお願い致します。

・協賛金 ： １口 １,０００円（何口でも）

・受付日時 ： ８月２日（水）まで 月～金10：00～16：00

・受付場所 ： 当仁校区自治協議会（当仁公民館内）

※ご協賛頂いた方のご氏名・ご店名・会社名など

夏まつり会場に掲示させて頂きます。
※参加の方はマスク着用をお願いします。
体調が悪い方（発熱など）はご遠慮下さい。
時間内は出入り自由です。ぜひ覗いてみて下さい！

主催 ：とうにんいい町づくり
問い合わせ ：当仁校区自治協議会 TEL 092-751-7105

開設曜日 毎週 土・日
開設時間 １０：００～１７：００

回収品目 ・新聞紙 ・雑誌
・雑紙 ・段ボール

～ 当仁校区安心安全会議 防災部会 ～

警固活断層に起因するⅯ７ 震度６強の地震に備えた

「避難訓練」を実施します

訓練のテーマ 「家族で体験・家族で備える」
お一人でも、家族複数でも、大勢の参加をお願いします。

日時 ９月４日（日） 開始時間 ９：００～

会場 当仁小小学校 体育館・校庭

１．避難訓練 ９：００～１０：００
コロナ禍に適応した避難者受入れ訓練

２．防災フェア

①講演会 １０：１５～１１：１５
講師 熊本学園大学社会福祉学部 学部長 高林秀明教授

演題 「住民主体の避難所運営と災害に備えた地域づくり」
※熊本地震で、熊本市尾ノ上小学校の避難所運営を教授自らの

実体験を分かりやすく説明し、実践的な運営手法を学ぶ講義

②中央消防署防火訓練 １１：３０～１２：３０
・消防自動車の展示 撮影会

・本物の放水ノズルを持って放水疑似体験 撮影会

・水消火器による親子消火訓練

③炊き出しテント村 １２：３０～１３：３０
・豚汁と備蓄非常食の試食会 約２００食準備

※雨天決行 但し、台風の影響大の場合は中止します

※コロナ感染防止のために一定数を超える避難者の入場を

制限する場合があります

高齢対象者調べ ご協力のお願い

お盆期間のごみと お供え物の
収集のお知らせ

◆燃えるごみなどは平常通り収集

燃えるごみ、燃えないごみ、

空きびん・ペットボトル、

粗大ごみは、平常通り収集します。

◆盆のお供え物は ８月１５日（月）夜に収集

※下記の場所、時間に出してください。

１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７，１８，１９，２０，２１，２２，２３，２４，２５，２６，２７，２８，２９，３０，３１

※４つに分けて紐で
十字に結んで下さい。

※牛乳パックは回収して
おりません。

✿『男女共同参画かるた』の掲載はお休みです。
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https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrwtTUjafjAhUEv7wKHZK8D-IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpublicdomainq.net%2Fmorning-glory-flower-0004385%2F&psig=AOvVaw0t-C1tJOcLsfU6TNuulhOY&ust=1562736594813182



