
福 重 公民館ニュース NO.４７８ 全 戸 配 布
福岡市福重公民館 TEL８８２-１８３９ FAX882-4577
福岡市西区福重４丁目２５番２号 fukushige111@ｊcom.home.ne.jp

※申し込まれる方には、メールアドレスの登録をお
願いしております。（既に登録されている方は不要
です。）fukushige111@jcom.home.ne.jpまで、お名前
（保護者とお子様の漢字とフリガナ）・住所・TEL・
お子様の生年月日を記入の上、送信してください。

緊急事態宣言などが再度発令された場合には、
全ての公民館主催の事業は中止となる場合が
ありますのでご了承お願い申し上げます。

★お知らせ
8/13（土）・8/14（日）・8/15（月）・8/28（日）は、臨時休
館日となります。スケージュール確認お願いします。

④８月２６日（金） 10:00～12:00
子育てサロン 「あっぷっぷ」

③８月２４日（水） 10:30～12:00
ベビーサークル 「こりす」

①８月１０日（水） 10:30～12:00
ベビーサークル 「こりす」

気づいてる かげで誰かが 泣いている （令和３年度人権標語入選作品より） 2022年8月1日発行

場 所：福重公民館 講堂
定 員：親子10組（先着順、事前予約制）
受付開始：8月1日（月）
申込方法：
公民館まで、メールまたはお電話で、
お申込みください。（☎ 882-1839）

②８月１７日（水） 10:30～11:30
すこやかハイハイ教室

第２回 小学生英会話教室

日 時
場 所

対象学年
：先着10名様参加人数
：小学１年生～４年生

：無料

：福重公民館 講堂

：８月１９日(金) 10:30～12:00

参 費加

英会話が好きになるきっかけ作り

講 師：元空港ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾀｯﾌ 麻生 久美恵

日 時
場 所

対象学年
：先着8組（親子１組）参加人数
：小学１年生以上

：５００円（２人分の材料費込み）
：福重公民館 講堂
：８月９日(火) 10:00～12:00

参 費加
講 師：栄養士 刀坂 利恵 先生

：エプロン、三角巾、タオル、飲み物、弁当箱持 参 物

日 時
場 所

対 象 者

受付開始

：福重公民館 講堂

：８月２３日(火)1０;00～1１:00

：小学３年生以上

：８月１日（月）

定 員 ：先着１５名様

福岡市科学館アウトリーチ活動

：無料参 費加

※バスタオル、水遊び着(水遊び用オムツ)
着替え、ご用意ください。

赤ちゃんとスキンシップをとりながら、
新しいヨガを体験しましょう

ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 待鳥 美華 先生

実施日 行事（詳細は各主催団体にご確認ください）

8月9日 火 親子料理教室（10:00～）

8月10日 水 ベビーサークル こりす（10:30～）

8月13日 土 臨時休館日

8月14日 日 臨時休館日

8月15日 月 臨時休館日

8月17日 水 すこやかハイハイ教室（10:30～）

8月19日 金 英語で遊ぼう（10:30～）

8月23日 火 超低温の世界（10:00～）

8月24日 水
ベビーサークル こりす（10:30～）

カメラ教室 初級編（10:00～）

8月25日 木 サークル会議（10:00～）

8月26日 金 子育てサロン あっぷっぷ（10:00～）

8月28日 日 臨時休館日

混ぜ込みチャーハン
冷や汁用味噌玉

料理をするのはお子様だけ！親子２人分の
料理作りにチャレンジしましょう。

（入退室自由、自由遊び）

（水遊び）

（赤ちゃんヨガ教室）

（親子遊び）



福 重 公民館ニュース NO.４７８
全 戸 配 布

福岡市福重公民館 TEL８８２-１８３９ FAX882-4577
福岡市西区福重４丁目２５番２号 fukushige111@ｊcom.home.ne.jp
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Instagram

始めました

公民館のイベント情報、地域の情報等、
掲載していきます。フォロー、チェック
よろしくお願いします。

・デジタル一眼レフカメラを持っているけど、
使い方がわからない。

・デジタル一眼レフカメラを持っているけど、
オートでしか撮影したことない。

ご自分のデジタル一眼レフカメラを持って
ご参加ください。

日 時
場 所

：先着8名参加人数

：無料

：福重公民館 地域団体室

：８月24日(水) 10:00～12:00

参 費加
講 師

：デジタル一眼レフカメラ持 参 物

：元ソニーアルファアカデミー講師

平 泰典

：9月3日(土)10:30～

数に限りがあります。
在庫無くなり次第終了します。

日時

場所 ：福重公民館 玄関前

防犯防災委員会

携帯
ライト

【日 時】８月２６日（金）14時～16時
【会 場】西市民センター ホール
【内 容】福永宅司さんによる
「トーク」＆「一人芝居」
・トーク
「ぬくもりのある人権のまちづくりを目指して」
・一人芝居 「学校」（山田洋次監督作品）

【問い合わせ先】西区生涯学習推進課
Eメール nishi-kouza@city.fukuoka.lg.jp

TEL 092-895-7027 FAX 092-882-2137

主催西区人権尊重連絡会議・福岡市西区役所

【定 員】先着申込300人
※参加ご希望の方は、8/22（月）までの間に、
Fax・Eメール・ハガキのいずれかで、「8/26人
権のつどい希望」と明記し、次の事項を書いて、
お申込みください。
①住所・②氏名（ふりがな）・③電話番号

福永宅司さん

子どもの学び館代表取締役
教育・子育て、人権問題の講演家
一人芝居演者 私塾経営
福岡市在住の
元小学校教諭元大学講師

西区の自然や環境活動を見て、聞いて、

体験し、自分にできる環境活動を探します。

●日時：９/１５(木)～全６回(隔週木曜日)

午前１０時～１２時

●場所：西区役所会議室ほか

●定員：10名（応募者多数の場合は抽選）

●応募方法：電話かはがき、FAX、メールで

①住所②氏名③年齢④電話番号⑤「サポーター

養成講座受講希望」と書いて、8/31(水)までに

西区生活環境課へ

TEL:895-7054 FAX:882-2137

ﾒｰﾙ:seikatsukankyo.NWO@city.fukuoka.lg.jp

文化・芸術に関する活動の練習成果を
発表してみませんか。出演時間は１５分程度です。
【内容】文化・芸術に関することであれば制限はなし。
（バンド、楽器演奏、演劇、ダンスなど…何でもOK！)
【日時】令和４年11月27日（日）
【場所】西市民センターホール

【応募資格】西区内居住の青少年を中心に
構成された団体・個人

【申込み方法】西区役所、西部出張所、公民館で配布、
または区ホームページからダウンロードした申込書
に必要事項を記入の上、

郵送、ＦＡＸ、電子メールで、８月12日（金）必着で
西区企画振興課へ（〒819-8501住所不要）
TEL：895-7033 FAX：885-0467
メール：shinko.event24@city.fukuoka.lg.jp
応募者多数の場合は調整有り。

※申し込みの時、お持ちのカメラのメーカー名、機種名、
撮ってみたいなぁと思っているものを連絡ください。

：福重公民館まで、電話かメールで
お申込みください。

お申込み

イラストは実際の
ものとは異なります

tel:895-7054、FAX:882-2137、
mailto:shinko.event24@city.fukuoka.lg.jp

