
ビタミンスペース（運動の場）   

✾日 時 ８月４日(木)、９日(火)１０:００～１２:００ 

２４日(水)、３０日(火)１０:００～１４:００ 

３０日(火)は運動指導があります。(1０:３０～1１:３０) 

場所は姪北公民館 講堂です。 

時間内は出入り自由。タオルや運動靴はご持参ください。 

なんかからん ne（相談の場）  

✾日 時 ８月２３日（火）１０：３０～１１：３０ 

✾場 所 姪北公民館 老人いこいの家 

❐日 時 ８月２日（火）１０：００～１１：３０ 
❐対 象 どなたでも ※定員１８人 

❐内 容 「今から、取り組もう！防災講座②」 
         災害に備える。「防災脳」を活性化！ 

８/１（月）までに姪北公民館にお申込みください。 
 

 
 

１回だけの参加もできます。何れも場所は姪北公民館 
講堂です。講師は明治安田生命から依頼された方です。
水分補給のための飲み物を持ってきてください。 

 
 
 

❐日 時 ８月１８日（木）１０：００～１１：３０ 
❐対 象 どなたでも ※定員１８人 

❐内 容 「今から、取り組もう！防災講座③」 
         予測ができない地震に備える！ 

もしもの時のアクションプラン 
８/１１（木）までに姪北公民館にお申込みください。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人権に関する標語  
 
考える あなたの痛み  悲しみを 

   （姪北小学校６年生の作品） 

全てに共通しています。 
検温とマスク着用をお願いします。 
発熱，風邪の症状がある方，ご家族に具合が悪い
方がいらっしゃる場合は，ご遠慮ください 

 

 

めいほくっ子広場 

高齢者教室 

  

 

みんなの公民館 
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館 長 コ ラ ム  

 ７月のコラムを覆すように、梅雨明けが例年より非常に早
く、これも地球温暖化と関係があるのかと思ったりしていま
す。今年は、３年ぶりに８月１５日、旧盆の精霊流しが行わ
れるようです。 
 公民館主催事業の様子です。高齢者教室は「救急講習」を
しました。１１９番通報して救急車が到着するまで平均約８
分かかるそうです。実際に胸骨圧迫を２分間行いましたが、
参加された人は、「とても長く感じる」「体力がいる」と言わ
れていました。AED の操作方法は、何度も体験することが必
要だと感じました。 
 めいほくっ子広場では「博多湾シュノーケリング体験＆ク
リーンアップ活動」を小戸公園北側の海で行いました。ふく
おか FUN の皆さんの指導でシュノーケルを付けて、海の中
を観察しました。子どもたちは、「何種類もの魚を見た」とお
母さんに話していました。その後、海岸で、マイクロプラス
チックやペットボトルなどのゴミを拾い集めました。少しで
も博多湾がきれいな海になることを願いながらの時間でし
た。１１月はアマモの植え付けを計画していますので、ぜひ
博多湾と地球環境に優しい活動に参加してください。 

                     館長 眞鍋 

補助要員交代のお知らせ 

ライフプランセミナー 

✱日 時 ８月４日（木）１３：３０～１５：３０ 
✱内 容 「手話教室」 

✱対 象 どなたでも 
✱持ってくるもの 筆記用具・飲み物   

姪北公民館にお申込みください。 

 

 

 

裏面もごらんください。 

 

①工作教室「自分でペイント！」 
オリジナルトートバッグ＆ポーチを作りましょう。 
✱日 時 ８月２２日（月）１０：００～１２：００ 
✱講 師 野村 沙代 さん（絵師(えし)） 
✱材料費 ポーチ３００円、トートバッグ５００円 
✱持ってくるもの タオル・飲み物・材料費 
※汚れてもいい服装できてください。 
ポーチかトートバッグ、どちらか選んでください。 
８/８（月）までに姪北公民館にお申し込みください。 

ライフプランセミナー   

８月７日(日)に利用申込がないときは、臨時休館します。 
この日に利用を希望される場合は、８月１日（月） 
１７時までにご連絡をお願いします。     

８月１３日～１５日に利用申込がないときは臨時休館します。 
利用を希望される場合は、それぞれ１０日前の１７時まで
にご連絡をお願いします。 

 
 

②科学教室「浮力のひみつを知ろう」 
ばねばかりの使い方を学んで、浮力について考えます。 
✱日 時 ８月２３日（火）１０：００～１２：００ 
✱講 師 九州大学 F.E.E.L.のみなさん 
✱材料費 １００円 
✱持ってくるもの 筆記用具・飲み物・材料費 
８/１６（火）までに姪北公民館にお申し込みください。 

③工作教室「サンドアート（砂絵）体験」 
カラーサンドを使って、オリジナルの作品を作りましょ
う。下絵は３種類。自分で自由に作ってもOK！ 
✱日 時 ８月２５日（木）１０：００～１２：００ 
✱講 師 樋口 経観 さん（工房スマイル代表） 
✱材料費 １，０００円（額・イーゼル込） 
✱持ってくるもの ハサミ・タオル・飲み物・材料費 
８/１８（木）までに姪北公民館にお申し込みください。 

①②③共通です。場所は姪北公民館講堂、対象は小学生、

定員は１８人です。 

✰日 時 ８月２９日（月）１０：００～１１：００ 

✰場 所 姪北公民館 地域団体室 

✰対 象 おおむね６０歳以上 

✰内 容 「おはなし会～昔むかし、あるところに・・2022」 

✰講 師 プーさん文庫のみなさん 

定員１８人。８/２２（月）までに姪北公民館にお申込み

ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

公民館の休館について 

 補助要員として、久原隆良さんが入られました。 
 公民館開館から補助要員で入っていた森八千代さんが辞め
られました。長年のご尽力に感謝します。 
新メンバーで、新型コロナウイルス感染防止対策をして公

民館運営をしてまいります。よろしくお願いします。 
                      職員一同 

  



♥時間および対象年齢  

８月９日（火）♡対象年齢・・０～４歳 
 定員８組。８組を超えたら２部制になります。 

 ２部制の時は、おはなし会①11:00～11:20、 
 ②11:30～11:50 です。本の貸出･返却のみの 

方は、11:00～11:50 までに来てください。 
８月２３日（火）♡対象年齢・・３歳以上  

  定員５組。15:45～16:05 です。  
本の貸出･返却のみの方は 16:05～16:30

に来てください  
場所はいずれも姪北公民館です。姪北公民館へお申し

込みください。                      プーさん文庫 
 

 
 

   

✾日にち ８月２３日（火） 

✾場 所 姪北公民館 地域団体室 
今回も感染症対策を徹底したうえで、定員を設け、

２回に分けて開催します。時間内は出入り自由です。 
①１０：３０～１１：４５ ②１２：００～１２：４５  

どちらも定員１２人。ご都合の良い時間帯にお申し
込みください。お申し込みは、姪北公民館へお願い

します。皆様のお越しをお待ちしています。  
地域カフェ委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

おはなし会 
  

８月の子育てサロン「もぐもぐ」はお休 
   みですが、８月１９日(金)１０：００～ 

１２：００、講堂を開放します！ 
０歳～未就園児とその家族が対象です。 
※おやつやおもちゃの持ち込みは，ご遠慮ください

（水分補給のみ）。時間内は出入り自由です。 
８/１７(水)までに、姪北公民館へお申込みください。 

上のお子さん(小学生未満)を連れて来られる時は、お
知らせください。 

 
 

 

 

 

地域カフェに寄ってみませんか 

 
 

地域カフェで「人権ひろば」を行っています。 

人権に関わらず、気軽に話ができる場として、みな
さんに利用していただければと思っています。また、

個別のご相談もできますので、お声かけください。  

池野人権教育推進員 

ここに記載している事業は開催を予定しています 
が，新型コロナウイルス感染症の状況によって， 

中止・延期・時間変更になることがあります。 
ご了承ください。 

 

 公民館補助要員(有償ボランティア)を募集 

【公募要件】 
 職務の遂行に意欲的で、土日祝日・夜間、勤務できる人。 
 公民館活動を特定の政党や宗教または営利に利用しな 
い人。 
校区自治協議会等の主要な役職にない人。 
パソコン（Excel・Word）基本操作ができる人。 

【募集人数】 １名 
【謝礼等】 

時間数に応じた時給のほか、傷害保険に加入します。 
詳細はお尋ねください。 

【業務内容】 
 電話等の応対・受付、清掃作業ほか。 
 詳細はお尋ねください。 
【応募方法】 

履歴書（略歴１通）を公民館までご持参ください。 
 ※個人情報の取り扱いについては十分に留意します。 
【応募締切】８月１６日（火）   

 

 

            

 

 

 

 

 

    

姪北公民館は 

こちらです 

 

マイナンバーカード申請出張サポート事業 

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】 ８月２５日（木）１３：３０～１６：３０ 
【場所】 姪北公民館 講堂 
【対象者】西区に住民票のある方 
【事前予約期間】８月８日～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）通知カードまたは個人番号通知書 
 （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。）   

令和４年度 「西区人権を考えるつどい」 

♡日 時 ８月２６日（金）１４：００～１６：００ 
（開場１３：００） 

♡場 所 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 

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） 
問い合わせ先 福岡法務局人権擁護部092-739-4151 
 

  


