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「ちんどん鈴乃屋」さんをお迎えし、一緒に楽器を鳴らしながら練り歩きます。
この日は、ちょうど『平尾校区夏祭り』！！　みんなで夏祭りを盛り上げましょう！
日　　時 ：8月27日（土）16時～ハッピ作り（子どものみ、定員20名）

　　　　　　　　　 　17時～楽器練習、リハーサル（どなたでも参加できます） 応募期間8/1～8/31（必着）
　　　　　　　　　 　17時30分～練り歩き 18時～夏祭り開会

集合場所：平尾公民館　講堂　＊練り歩きは、校庭で行います。（雨天、体育館） 　朝顔やゴーヤなどによる
持 参 物 ：リコーダー、カスタネット、鍵盤ハーモニカなどの楽器（お持ちの方） 緑のカーテンを設置している

   　 水筒、タオル、帽子 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
☎　７１１－４２８２

地域の皆様に支えられてきた浄水通の平尾出張所が、
西鉄平尾駅前に新しく移転開所することとなりました！

♦開所日　令和４年８月１日（月曜日）
♦場　所　福岡市中央区平尾２丁目６-５

＊8月13日～15日　利用申し込みがない場合は臨時休館します。
引き続き、皆様の安全・安心を守るため、

　   例年、お盆期間については利用が少ないため、利用申し込みがない 職員一丸となって頑張ります。
　 場合には臨時休館します。 お問合せ先　中央消防署 予防課 予防係  ☎092-762-0119

＊８月の休館日は、３１日(水）です。利用申込締切は、17日（水）です。
＊講座に関する問合せ、お申込みは公民館へ連絡ください。

主婦卓球サークル

卓球の楽しさはもとより、

練習後のさわやか感が、

このスポーツのいいところ。

関心のある方、見学から

どうぞ！

活動日時：毎週水曜日

13時～16時

活動場所：平尾公民館

講堂

月 会費：1,500円

令和３年度人尊協応募作品より“きみの価値 いいねの数では 決まらない”（平尾中学校）

平尾公民館ブログはここから

乳幼児対象の講座です

★８月２４日（水） 各組親子５組、先着予約制

「絵本とわらべ唄で遊ぼう」

講 師：おひさまおはなし会

受 付：公民館 2階 和室

会 場：公民館 2階 児童等集会室

「絵本とわらべ唄で遊ぼう」は月齢に分けています。

はいはい組・・・月齢０～１０ヶ月

受付１０時～ 開始10時10分

あんよ組・・・・・月齢１１ヶ月～

受付１０時５５分～ 開始11時

平尾ふれあいひろば

平 尾 大 学

★８月２３日（火）10時～

「福岡中央高校生との図書交流 事前研修」

会 場：平尾公民館 2階地域団体室

内 容：図書交流で使用する本の読み合わせ

定 員：15名（先着予約制）

9月2日（金）16時20分からの図書交流に参加できる方

＊参加を希望される方は、公民館まで連絡お願いします。。

サークル会員募集

中央消防署平尾出張所

『緑のカーテンコンテスト』

作品募集中！

 
区役所に行かずに手続き  
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 

 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 】 令和４年８月２８日（日）１０時～１６時３０分 
【 会 場 】 平尾公民館 講堂 
【 対象者 】 中央区に住民票のある方 
【事前予約期間】 ８月１１日（木）～８月２５日（木） 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 
         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。） 
 

ちんどん屋さん体験
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福岡市中央区平尾 3丁目 29番 23号（平尾公民館内） 
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 平尾 校区 自治 連 合会 

「夜の動植物園」のご案内 
福岡市動植物園恒例の『夜の動植物園』が、 

8 月の土曜日、9 月の第１・２土曜日に開催されます。 

8 月２０日（土）に限り、平尾校区にお住いの方を 

対象に、動植物園の無料招待の案内がありました。 

入園の際、平尾校区在住を証明するもの（自動車運転免許証・保険証等）を

提示してください。マスク着用等、感染症対策へのご協力をお願いします。 

体調不良の方のご来園は、お控えください。 

※『夜の動植物園』開催日は、開園時間が２１：００まで延長されます。 

（入園は２０：３０まで） 

 

古紙回収ボックスのご案内 
～新聞紙・段ボール・雑がみ等を回収します～ 

《場所》    山荘公園・薬院公園 

《回収日》 毎月、第１・第３日曜日 

８月の回収日は、８/７（日）・８/２１（日） ９：００～１７：００まで 

古紙は４種類に分けて、紐で縛るか、紙袋に入れて出して下さい。 

① 新聞： 折込チラシも一緒に入れてください。 

② 段ボール： なるべく大きさを揃えて紐で十字に縛って下さい。 

③ 雑誌・カタログ・本： なるべく大きさを揃えて紐で十字に縛って

下さい。 

④ 雑がみ： パンフレット・チラシ・お菓子等の紙箱・包装紙・牛乳

パック等 

※回収出来ない物  アルミ缶・古布・空きびん 

９月２５日（日）に、『福岡市３R ステーション』の方に来ていただき、 

ごみ減量の正しい分別方法、リサイクル活用術を楽しく皆さんで学ぶ

予定です。詳しくは、『ひらおニュース９月号』で。 

【ごみ減量リサイクル推進会議】 
 

 

８月の『平尾ふれあいサロン』『ニコニコサロン』

『平尾 HAPPY サロン』は、お休みします。 

９月開催予定です。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

校区を運営する「自治連合会」 

みんなでつくろう、住 みよい平 尾 ！ 

  お申込み及びお問合せは下記の 
自治連合会事務局までお願いします                 

在室 火・木曜日：１２：００～１６：００ 
          土曜日：９：００～１３：００ 

電話／ＦＡＸ ： ５２５－１９５７ 
留守電の場合はお名前、電話番号を！！ 

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）８：３０～１９：００  

８月２７日（土）、２８日（日）１０：００～１７：００  

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 

問い合せ先 福岡法務局人権擁護部 ０９２－７３９－４１５１ 

♬さわやかラジオ体操 in 薬院公園のご案内♬ 
日 時：８月１５日（月）９：００～１０：００ 場 所：薬院公園広場

毎月第３月曜日に行います。 

（雨天の場合は第４月曜日９：００～）ストレッチ、ラジオ体操  

☆どなたでも自由にご参加ください！ 

※問合せは、自治連合会事務局☎/FAX ５２５－１９５７まで。 

【主催 社会福祉協議会】 

【協力 薬院３丁目・４丁目町内会・民生委員児童委員】 

 

 

 
 

精霊流しのご案内 

本年の精霊流しは、下記の場所で、お盆の供物収集を行いま

す。供物をご持参ください。 

係りの方の指示に従ってください。（雨天決行） 

日 時：８月１５日（月）１７：００～２１：３０ 

場 所：薬院公園（薬院３丁目１０） 

     山荘公園（平尾４丁目１４） 

（注）２１：３０以降は、受付出来ません。 

【主催 平尾精霊会】 
 

 

 
 

８月の『グループウォーキング』は、 
お休みします。 

次回、９月１日（木）開催予定です。 

毎月第１木曜日開催。平尾公民館前１０：００集合。 

【主催 衛生連合会】 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、 

８、９月の事業を中止または延期する場合があります。 

問合せ等ございましたら自治連事務局まで。 

 

２０２２年８月２７日（土） 

夜店開始  １７：３０（予定） 

アトラクション開始 １８：１５ 

場所：平尾小学校校庭 

※中止の連絡は、下記の『ひら

おニュース』のブログでご確認

ください。 
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注：車・バイク・自転車でのご来

場は厳禁です。マスク着用。 

アルコール飲料の持込禁止。 

【主催 平尾校区夏まつり大会実行委員会】 

 

アトラクション 

平尾小学校金管 B 

クラーク高校ダンス部 

中央高校ダンス部 

中央高校吹奏楽部 

盆踊り・平尾踊り 

平尾太鼓 

 

 

売店メニュー 

焼きそば・サンドイ

ッチ・おにぎり・ス

ペシャルそうめん・

枝豆・ソーダ・スト

ラックアウト等 

※メニュー変更有 

 

 平尾八幡宮ラジオ体操のご案内 

場 所：平尾八幡宮境内  

日 時：７月２２日（金）～８月２７日（土） 

６：３０～（日曜・祝日、雨天を除く夏休み期間中） 

どなたでも、お気軽にご参加ください‼ 

問合せは、自治連事務局☎/FAX ５２５－１９５７      

【平尾３丁目２区町内会】 
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