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壱岐南公民館 福岡市西区戸切２-１８-２０
☎８１２－０６８６ fax８１２－６７５５

E-mail  ikiminami94@jcom.home.ne.jp
ブログ http://ikiminamiko.blogspot.com/

裏面も
ご覧下さい

【臨時休館日のお知らせ】
８月の臨時休館日は、 １３日（土）～１５日（月）と２８日（日）です。

利用申請がない場合、休館します。ご利用の方は１０日前迄に申請く
ださい。９月の臨時休館日は、２５日（日）です。

その他の ８月の予定 ※予定が変更になる場合があります。

１ 月 社協事務局会 生活環境委員会役員会

２ 火 人尊協役員会

３ 水 橋本NTサロン

４ 木 文振役員会

５ 金 衛生連合会 青少年育成会（中）

６ 土 男女共同参画役員会

１0 水 体育振興会役員会

１２ 金 青少年育成会（子）

１７ 水 体育祭打ち合わせ(自治協・体振・青少年）

２２ 月 自治協議会

２4 水 体育振興会役員会

２６ 金 自治会長会 交通安全推進委員会 青少年育成会（役）

２7 土 シニアクラブ 橋本NT定例会

２９ 月 ふら～っとカフェ実行委員会

３１ 水 緑のカーテンコンクール審査会

人 尊 協 コ ラ ム

【LINE】

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

にぎにぎ体操 （簡単でゆるやかな体操）
毎週月曜日 １４：００～(15日はお休み）
持ってくる物：上靴・タオル・飲み物

どなたでも
参加できます!

☆ハッピーランド 乳幼児ふれあい学級

親子遊びでロコモ予防教室
日時：８月２６日 （金） １０：００～１２：００
講師：西体育館 宮田 貢輔 先生

定員： ８組（先着順）
持ってくる物：飲み物・タオル
申し込み： ８月1日より電話にて受け付けます。
※運動ができる服装でお越しください。
※保護者の方はマスク着用お願いいたします。アルコール
消毒 を行いますが、小さなお子様や、アレルギーのある
方は、 石鹸での手洗いを行って入室していただきます。

☆チャレンジでゴー 子どもの健全育成事業

①おもしろ化学実験教室
日時：８月５日 （金） １３：００～１５：００
内容：「シャカシャカ発電機を作ろう」

発光ダイオード（LED）やエナメル線を使って電気を起こす発
電機づくりに挑戦します！

講師：松尾規文 さん

場所：戸切人権のまちづくり館
定員：先着３０名（先着順） 小学校３年生以上向き
材料費：1人１００円
持ってくる物：上靴・水筒・タオル
申し込み：戸切人権のまちづくり館（☎811-0497）にて、電話

で受け付けます。

②暮らしのキレイ講座 ～お洗濯とお掃除～

日時：８月 ８日 （月） １０：３０～１１：３０
内容：お洗濯編～新しくなった洗濯表示や衣類を洗う時のポイン

トなど衣類のケア方法を学びます。
お掃除編～おうちの中の気になる場所のお掃除方法を学

びます。

講師：花王グループカスタマーマーケティング株式会社
定員：１５名（先着順）
申し込み：①・②ともに電話にて受け付けます。

公民館に連絡下さい。

☆エンジョイライフ 高齢者地域参画事業

①どこでも美術館
日時：８月 ４日 （木） １０：００～１２：００
内容：螺鈿（らでん） 見て・知って・作って アート作戦

螺鈿について学びます。

講師：福岡市美術館のみなさん 定員：２０名（先着順）
持ってくる物：飲み物 汚れてもよい服装でお越しください。

②バードペインティング
日時：８月２４日（水） １０：００～1２：００
内容：鳥の模型に好きな色を塗って世界で一つの作品を作り

ませんか？
講師：奥村 直子さん 他（西区まるごと博物館推進会）

対象：小学生 参加費：３００円
定員：２５名（先着順）
申し込み：８月1日より電話にて受け付けます。公民館に

連絡下さい。

会場記載のないものは、いずれも公民館で行います。

暑中お見舞い申し上げます。 暑い日が続きますが、お元気にお過ごし下さい。 職員一同

公民館では新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行って
いきます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
感染予防対策として、マスク着用・消毒・換気をお願いし、 ３
密を避けてご利用下さい。
感染状況により、記載してます事業につきましては、中止または
延期になる場合がありますので公民館へお問い合わせ下さい。
(変更の場合は公式LINEでお知らせします）

『子どもは誰のもの？』

幼い子どもに対する「虐待」があとを絶ちません。つい
先日も２歳の子どもを一人残して、遊園地へ遊びに出かけ
死に至らしめたというニュースがありました。
誰にでも、この世に生を受けたからには生きていく権利
があります。たとえ親でも、勝手にしていいわけではあり
ません。いま社会全体がギスギスした雰囲気にあって、そ
れぞれが心の余裕をなくしているのかもしれません。でも、
だからこそお互いに問題を共有しあい、助け合っていくべ
きではないでしょうか。１９８９年に国連で採択された
「子供の権利条約」の４原則のうち１番目には「生命、生
存および発達に対する権利（命を守られ、成長できるこ
と）」とあります。 （いきみなみ人権尊重推進協議会）
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☺スマスマさろん はじまるよ～☺
長らくお待たせしました。９月より再開致します。
事前予約制としましたので、電話にて申込みをお願いします。
日 時：９月２日(金)・３０日(金) 10：30～12：30
対 象：０歳～就学前の子供と保護者・妊娠されている方
定 員：５組（先着順・事前予約制）
持ってくる物：水筒(大人の方も）・タオル・スリッパ

※飲食はできません。
※大人の方はマスク着用お願い致します。
※アルコール消毒を行いますが、小さなお子様やアレルギー
のある方は、石鹸での手洗いを行って入室していただきます。

健 康 運 動 教 室
日 時： 8月4日(木）、18日（木）

9月1日（木）、15日（木）
１５：００～１６：００

内 容：体力測定を行い、簡単なストレッチや音楽に
合わせてエクササイズをおこないます。

講 師：村上華林堂病院 定員：１５名（先着順）
持ってくる物：タオル・上靴・飲み物

運動ができる服装でお越しください。
申込み：電話で受け付けます。公民館に連絡下さい。

公民館で
行います！

「令和４年度 西区人権を考えるつどい」
【日時】８月２６日(金)１４時～１６時 (開場１３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）

【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

※定員を超えた場合や、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止となった場合のみ、お断りのご連絡を
いたします。
※入場無料。
【問い合わせ先】西区生涯学習推進課
〒819-8501（住所不要）
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）

緑のカーテンコンクール募集
ぜひ皆様参加ください！

緑のカーテンを育てておられる方はぜひご参加ください。
お申込みは簡単です。
イ）「緑の日除け」“グリーンカーテン”をゴーヤ・朝顔・へち

まなどのつる性の植物で作ってください。
ロ）写真を撮り、Ⅼ版かはがきサイズで現像し、その裏面に
「自治会・氏名・住所・電話番号」を記載し、８月２９日（月）
(〆切り）までに公民館へ提出してください。

ハ）８月３１日（水）の審査会で、「金賞」 「銀賞」 「銅賞」
「参加賞」を差し上げます。 （生活環境委員会・公民館共催）

※５月号でお知らせした〆切りが変更になっております。
お気を付け下さい！

いろいろな出来事について、気軽にお話してみません
か？相談もお受けします。都合のいい時間お越し下さい。

日 時： ８月９日（火） １７：００～１９：００
会 場： 壱岐南公民館 学習室

西区役所で人権啓発担当するスタッフが皆様の話し相手
になります。
担当は西区生涯学習推進課の石橋主査です。

人権ひろば「ともしび」に来てみませんか？

「西区青少年文化祭」 出演者募集

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あり

ません。(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。

●内容：西区の自然や環境活動をみて、きいて、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)

※詳しくは、8月16日以降に西区ホームページまたは
公民館に置いてあるチラシをご覧ください。

＼環境にやさしい行動を始めよう！／

西区地域環境サポーター養成講座 受講生募集

【資源物の回収】 毎週 土・日曜日 ９：００～１７：００

回収場所
・壱岐団地南集会所内 紙リサイクルステーション

回収物
・新聞紙 ・チラシ広告 ・アルミ缶
・一升瓶 ・ビール瓶 ・段ボール ・雑紙
・その他紙類 （雑誌 空き箱 紙袋 など）
☆壱岐南校区リサイクルステーション運営委員会☆

盆供物の 『収集中止」おしらせ

８月１５日に盆供物を公民館で収集しておりました

が、今年から≪中止≫します。
後の処理は自己責任でお願いします。(生活環境委員会)

【金曜ウォーク】 ８月 ５・１９・２６日 １０時～１時間程度
飲み物をご持参のうえ、動きやすい服装でお越し下さい。
校区周辺を熱中症対策を行いながら歩きます。(衛生連合会)
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