
シルバー石丸大学「健康講話」 
８月１９日（金）  

時 間：１０時３０分～１１時２０分 
場 所：公民館 講堂 
講 師：社会医療法人財団白十字会 
    富永 雅也 理事長 
内 容：「認知症 1000 万人時代の到来を 

前に、いま私たちがやるべきこと」 
対 象：シルバー石丸大学生  
※人生１００年時代に向けて、ためになる 
お話です。 

 次回は９月初旬  

令和４年 ８月予定 

４ 木 
おひさまサロン 

校庭開放調整会議 

６ 土 夏祭り 

７ 日 夏祭り予備日 

８ 月 ひまわり会 

10 水 読み聞かせ「絵本の会」 

11 木 臨時休館日（月１回） 

13 土 お盆休み ～15 日（月） 

17 水 にこにこ広場 

19 金 シルバー石丸大学 

20 土 子ども講座（夏休み第３弾） 

23 火 
絵本の読み聞かせ おとな版 

マイナンバーカード申請出張サポート 

24 水 行政相談（14 時～16 時） 

26 金 公民館スマホ塾 

28 日 公民館大掃除・消防講話 

31 水 おとな講座 
 
※今月の月１回の臨時休館日は８月１１日（木）
の予定です。８月１日（月）１７時までに利用申
込みがない場合は臨時休館致します。 

石丸子ども講座 ＜夏休み特別版＞  
◎第３弾 ８月２０日（土） 

「ペットボトルピザ作り」 
時 間：１０時～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：ペットボトルピザマイスター 

佐藤 和彦 さん 
対 象：校区内の小中学生 
定 員：２０名程度 
参加費：１,２００円 
持ち物：タオル・水筒  
※災害時などでも役立つとても楽しい講座で
す！ペットボトルの中で生地を発酵させ、取
り出した生地を段ボールオーブンで焼きま
す。発酵した生地がペットボトルから出てく
る瞬間は、とても驚きますよ！ 

※コロナウイルス感染防止の観点から、焼きあ
がったピザは持ち帰ります。 

申込みは８月１日(月)～８月１７日(水) 
 

 次回は９月１７日（土）運動教室  

   

おとな講座 「陶芸教室」 
８月３１日（水）  

時 間：１０時～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：後藤 和正 さん（やわら木） 
定 員：１５名程度 
参加費：１,３００円  
※自分オリジナルの器を作ってみません
か？作った器は焼いて、約一か月後にお渡
しできます。 

申込みは８月１日（月）から 
 

 次回は９月２２日（木）クラフトかご作り  
  

にこにこ広場 「親子遊び」 
８月 17 日（水）  

時 間：１０時３０分～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：児童センター あいくる さん 
対 象：未就園児と保護者  
※福岡市立中央児童館「あいくる」の出前児
童館です。体を動かしたり、歌や手遊びな
どで楽しく遊びましょう！ 

おひさまサロン 
８月４日（木）  

時 間：１０時３０分～１１時４５分 
場 所：公民館 講堂 
対 象：未就園児と保護者  
※フリースペースとなっておりますので、時
間内であれば自由に出入りできます。ボラン 
ティアによる見守りもあります。 

 
主催：おひさまサロン 次回は９月１日（木） 

 

 

読み聞かせ 「絵本の会」 
８月１０日（水）  

時 間：１１時～１２時 
場 所：公民館 講堂 
講 師：和才 尚美 さん（地域指導者） 
対 象：未就園児と保護者  
※読み聞かせの後は、ママやパパ達の交流の
場となっています。お気軽にどうぞ！ 

 絵本の貸し出しもできます。 
 

 次回は９月１４日（水） 

～石丸公民館～ 
 
〒819-0025 福岡市西区石丸 2-5-10 
電話：881-4983 Fax：881-4986 
✉ ishimaru108@jcom.home.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

公民館スマホ塾 
８月２６日（金）  

時 間：１０時～１２時 
場 所：公民館 地域団体室 
講 師：NTT ドコモ さん 
定 員：１５名 
参加費：無 料 
持ち物：お持ちのスマートフォン  
※スマホの実機を数台用意していますので、 
 スマホをお持ちでない方や購入を検討さ
れている方も参加できます。 

申込みは８月１日（月）から 

 次回は９月下旬  

  

お盆期間の臨時休館について  
８月１３日（土）～１５日（月） 

の３日間は、臨時休館致します。 

利用の申込みがある場合には、 

８月３日(水)の１７時までに 

お願いします。 

次回は９月１６日（金）ベビースイミング 

   ９月２１日（水）保育園出前教室 

 
公民館大掃除・消防講話 

８月２８日(日) １部 9 時～10 時 30 分 
２部 11 時～12 時 30 分  

コロナ対策として２回に分けて行いま
す。公民館サークルの代表者１名の参加を
お願いします。 
※詳細はサークルごとにお知らせします。 

石丸公民館 LINE 公式アカウント 
 
公民館だよりなど公民館の情報を 
配信しています。講座等への申し 
込みも可能です。右記二次元コード 
よりご登録ください。 

絵本の読み聞かせ おとな版 
８月２３日（火）  

時 間：１０時３０分～１１時３０分 
場 所：公民館 講堂 
講 師：篠原 富美子 さん（ぶぅぶぅ文庫） 
内 容：「１１ぴきのねこ」 
    「ぶたたぬききつねねこ」 他 
対 象：どなたでも  
※馬場のぼるさんの、ほのぼのとしたユー 
モアあふれる絵本で、暑さをふきとばし 
ましょう！！ 

 次回は９月２７日（火） 



 

ノルディックウォーキング同好会  
・日  時：８月１０日（水）１０時～１１時 

      ※雨天の場合は中止です。 

・集合場所：石丸公民館 玄関前 
  ※石丸中央公園など石丸校区内を歩きます。 

ノルディックポールがない方でも参加できます。 
一緒に楽しく歩きませんか？  

【問い合わせ先】ノルディックウォーキング同好会 
代表 吉野 澄子（070-1505-7038） 

         
       1３．気候変動に具体的な対策を 
         

気候変動とその影響に立ち向かうた

め、緊急対策を取る 
 
・気候変動を放置すれば、地球の平均気温上昇は３℃を超
え、あらゆる生態系に悪影響を及ぼすと言われています。
気候変動が暴風雨や災害、さらには紛争の原因となり、食
料不足や水不足を悪化させることになりかねません。 
・目標１３には【すべての国々において、気候関連災害や
自然災害に対する強靭性及び適応力を強化する。】や【気候
変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。】など、
５つのターゲットがあります。  

「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 

（定 員）先着申込み 300 人 

※参加ご希望の方は、8 月 22 日（月）までに、Fax・

E メール・ハガキのいずれかで、「8 月 26 日人権の

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  

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。 
予約期間に下記予約センターへお申し込みください。  

【 日 時 】令和４年 ８月 ２３日（火） 
１３時３０分～１６時３０分 

【 会 場 】石丸公民館 講堂 
【 対象者 】西区に住民票のある方 
【事前予約期間】８月 ４日（木）～ ８月１８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 

【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。） 

＼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 
 

●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月 15 日(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月 31 日(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。 

参加費無料 

 

 
 
西区役所では、地域社会の環境や青少年の健全育成上の阻害

要因と考えられる諸問題等を早期に発見し、対応するために、
各校区に「西区少年愛護員」を設置しております。 
令和４年度石丸校区の西区少年愛護員は以下の２名です。 

よろしくお願いします。 

室井 剛志  さん 

中嶋 ひとみ さん 
 

 
 
 また、青少年の初発型非行を防止するため、青少年と接触の多い

店舗を「西区青少年を見守る店」として指定し、青少年への“愛の

声かけ”等の活動を通じて、地域ぐるみによる非行防止に努めてお

ります。対象店舗は、福岡市ｗｅｂまっぷで確認いただけます。 

【http://webmap.city.fukuoka.lg.jp/】 

知っていますか「少年愛護員」 

青少年を見守る店 

校 区 夏 祭 り 
 

日程：８月６日（土）（雨天の場合７日(日)に順延） 

時間：１８時～２０時 

場所：石丸小学校 校庭 
 
 ※駐車場はありませんので車でのご来場はご遠慮ください。 
※マスク着用、消毒液の設置、飲食ブースの設置、時間短縮等 
の感染対策をとり開催します。 

 ※詳しくは、ピンク色の夏祭りのチラシをご覧ください。 
 

主催：石丸校区自治協議会 

８月の「ぷらっとカフェいしまる」はお休みします。 
次回は９月９日（金）の予定です。 

主催：石丸校区自治協議会 

mailto:nishi-kouza@city.fukuoka.lg.jp
tel:895-7054　FAX:882-2137、
mailto:seikatsukankyo.NWO@city.fukuoka.lg.jp
http://webmap.city.fukuoka.lg.jp/

