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子 育 て 関 係

公 民 館 事 業

わ か く さ 文 庫

子育て広場は、子育て中のお父さんお母さんたちの情報交換、

友達づくりの場です。どなたでもお気軽にご参加ください。

≪月１回の臨時休館についてのお知らせ≫

８月１２日(金）は、利用申込がないため、臨時休館します。

🌸🌸乳幼児サークル・ステップ
１日（月）10:00～12:00 （児童等集会室）

（初回参加の方は100円必要です）

🌸🌸子育て広場（地域の子育てサロン）
８日（月）、２２日（月）10:00～12:00

（児童等集会室）

日 時：８月２０日（土） １０：００～１１：３０

場 所：高宮公民館 講堂

指 導：大久保優美子 さん （遊びの達人）

参加費：材料代として一人 ２００円

人 数：校区小学生１２名（８月４日から先着順に受付します）

（低学年はなるべく保護者同伴でお願いします）

内 容：ペットボトルを使って万華鏡（まんげきょう）

を作ります。

夏休みの工作におすすめです。

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。予約期間に下記の予約センターへお申し込みください。

【 日 時 】 令和４年８月２５日（木）１０時～１６時３０分

【 会 場 】 高宮公民館 講堂

【 対象者 】 中央区に住民票のある方

【事前予約期間】 ８月８日～８月２２日 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

【必要なもの】

（１）通知カード又は個人番号通知書

（２）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

（３）本人確認ができるもの（運転免許証、パスポートなどの原本）

【 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。）

どうしたの その一言で 未来が変わる (令和３年度 人尊協入選作品「高宮小」)

公民館主催事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の関係で、

中止または延期することがあります。各講座の開催につきましては、公

民館まで事前にお問い合わせください。

８月はお休みです

【令和４年度の公民館運営懇話会委員の方々です】

公民館の運営や事業に関する意見を述べると共に、地域住

民の意向が公民館活動に反映するように助言する会です。

一年間よろしくお願いします。

公民館「子ども広場」

夏休み工作～ペットボトルで作る万華鏡～

≪お盆の臨時休館についてのお知らせ≫

８月１３日(土）、１４日（日）は、終日

８月１５日（月）は、９時～１３時の間休館します。

今日は何の日 ：８月７日 立秋（りっしゅう）

立秋（りっしゅう）とは、「朝夕が涼しくなり、秋の気配が立

つころ」と言われ、こよみの上で秋のはじまりとされる日で

す。

この日を境に、「暑中」は「残暑」になり、残暑見舞いを書く

季節へと変わります。

立春からちょうど半年が経過し、この日から立冬の前日ま

でが秋。暦の上では秋になりますが、日中はまだ残暑が厳

しく１年で最も気温が高くなる時期です。

立秋の前日までの約18日間が「土用」。立秋を過ぎれば、

そろそろお盆です。

秋らしい雲が浮かび、夜には秋の虫が鳴き始めたりして、

季節の移り変わりを感じられるはずです。

夏の風と秋の涼やかな風が混在し始めます。空を見上げ

ると、巻雲など秋の雲も見えます。

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

引き続き、皆様の安全・安心を守るため、職員一丸と

なって頑張ります。

お問い合わせ先

中央消防署 予防課 予防係

TEL ０９２－７６２－0１１９



★ ７日（日）１９：００ 体育振興会定例会
★ ８日（月）１９：３０ 青少年育成連合会定例会
★１０日（水）１９：００ 男女協同参画協議会定例会
★２０日（土）１９：００ 社会福祉協議会定例会
★２３日（火）１３：３０ 民生委員・児童委員協議会定例会

地 域 か ら の お 知 ら せ

「十人十色」 みんな違って 当たり前 （人尊協一般入選作品）

=白金広場花いっぱい運動よりお知らせ=

✿今年は空梅雨で花壇の水やりが大変でした。梅雨があけると梅雨

前線が発生して末期の大雨となりました。これから異常気象が常

態化しそうで、園芸作業も工夫が必要となりそうです。

それでも白金広場の花はげんきです。夏から秋にかけて、千日

紅、百日草、ひまわり、ローゼル、コキア、キバナコスモス等が

咲きます。

＝大宮一丁目１区町内会よりお知らせ＝

フラワーアップ大宮一丁目１区の１人１花花壇には、

皆様のお蔭で夏の花がきれいに咲いています。

８月の活動日は猛暑が予想されますので中止といたします。

できましたら気が付かれたときに雑草のひとつをとっていた

だけると嬉しいです。次回の活動日は９月１０日を予定してお

ります。ご参加、宜しくお願いいたします。

高宮校区自治協議会（公民館内） ＴＥＬ/ＦＡＸ ５３１－０３３５

高宮校区自治協
ブログ見て下さいね！

＝緑と花の大宮二丁目愛護会よりお知らせ＝
梅雨が早く終わりましたが、線状降水帯等に悩まさ

れております。百日草、ケイトウ、ローゼル、千日紅、

ポーチュラカが元気に咲いています。

✿活 動 日 ８月２０日（土）（１３日を延期）
✿集合時間 ９時

８月の活動日

８月２０日（土） １０：００～１２：００

会員募集中！
花の好きな方、一度活動日に見にきてください！

３年ぶりの
いきいき高宮夏祭り中止のお知らせ

７月３０日（土）に予定しておりました校区夏祭り

ですが、第７波、コロナ感染拡大予防の観点から残

念ながら今回も中止という判断に至りました。地域

住民の皆様を守らねばならない決断をご理解いただ

けましたら幸いです。次年度は必ず開催をしたいと

思いますので、宜しくお願いいたします。

自治協議会 会長 西村

＝ ＝衛生連合会よりお知らせ＝

★熱中症に気をつけましょう！
予防８か条

○部屋の温度は２８度以下に保つ
○エアコン・扇風機を上手に使用する
○こまめに水分を補給する（１日に１、２リットル）
○シャワーや濡れたタオルで体を冷やす
○涼しい服装をする、外出時は日傘や帽子を
○涼しい場所や施設を利用する
○暑い時は無理せず休憩する

○部屋の風通しを良くする

★朝の涼しい時間に体操してみましょう！
◎夏休み、子ども会のラジオ体操があります。

会場と日時をご案内します。密にならないよう気を

付けて身体を動かしましょう。

一本木公園・・・８月２２日（月）～８月２６日（金） ７時
白金 公園・・・８月２２日（月）～８月２６日（金） ７時
高砂 公園・・・８月２２日（月）～８月２６日（金） ７時
清川 公園・・・８月 １日（月）～８月 ５日（金） ７時

〃 ８月２２日（月）～８月２６日（金） ７時

堀川 公園・・・８月２２日（月）～８月２６日（金） ７時

※コロナ感染状況によっては中止の場合もあります。

衛生連合会 会長 占部 操子

★ ★ 夜間パトロール ★ ★
各種団体にご協力いただき、夏期夜間パトロールを行ってい

ます。

◎8/5（金）18：50からは少年補導員による校区パトロー

ルが行われます。参加いただける方はお願いいたします。

＝紙リサイクルステーションよりお知らせ＝
紙リサイクルステーションにご協力いただきましてありがと

うございます。お持ち下さる方や、管理当番をしていただいて
います方々のお蔭と感謝いたしております。

8月１５日に、仏様のお供え物を１７時より回収いたしま

す。 一本木公園の北側（公衆電話前）にご持参下さいます

様によろしくお願い致します。

≪いきいき高宮クリーン作戦≫のお知らせ

この度下記日程で高宮校区クリーン作戦を行います。

皆さんの校区を、力を合わせてきれいにしましょう！

◆日 時 ９月 ４日（日）※小雨決行

雨天の場合は９月 １１ 日（日）

◆集合時間 １０時（１２時終了予定）

◆集合場所 一本木公園

※コロナ感染症の状況により、変更や中止させて頂く場合が

あります。

※コロナや熱中症のリスク軽減のため、四十川辺の清掃を行

います。

※水筒、汚れてもいい服装と軍手は各自ご準備下さい。

子ども会育成連合会 会長 井村 望由紀

♦８月１４日（日）は回収業者休業のためお休みさせてい

ただきます。１３日（土）は通常通り回収いたします。

ほ☆子ども会育成連合会、少年補導員、青少年育成連合会
7/28（木）、8/30（火）、9/30（金） １９時～

※コロナ感染症の感染拡大状況により中止になる場合があり
ます。
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