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現在ほとんどの行事は『事前予約制』です 
ご来館前にお問い合わせください 

 

 

＜北九州市立西門司市民センター＞ 

１６：００～２０：００ 

会場：西門司市民センター駐車場 
＆公民館周辺 

ミニカレー、焼きそば 

ちらし寿司、パン etc… 

詳細は後日配布される 

チラシをご覧ください 

日（土） 

８月１９日（木）まで 

最終日は１２時で終了 

西門司市民センター 

1階ロビーにて 

8月 

 夏祭り 

 

 

  

4 水 親子サロン・に～も＆あひるの会♪ 

 

１０:００～１２:００ 

12 木 
健康相談 ★予約不要 １０:３０～１１:３０ 

ふれあいランチ会 

 

１２：００～１３：００ 

21 土 西門司校区・夏まつり 

 

１６:００～２０:００ 

25 水 親子サロン・あひるの会♪フリースペース 

 

１０:００～1２:００ 

２6 木 妊産婦・乳幼児なんでも相談※門司区役所へ予約 １３:３０～1５:００ 

27 金 
西門司スマイルスクール(つきいちサロン) 

１３:００～1４:００ 

30 月 西門司小学校・家庭教育学級 開級式 １０:００～1２:００ 

西門司市民センター 381-4927 

第 ３５３号  

 

お申込み・お問い合わせは 

８月 

場所：西門司小学校グラウンド 

７/２１(水)～８/２５(水) ６時３０分から 

コロナ感染症対策として 

間隔を空けて体操しましょう 

※８/１３，１４，１５ はお盆休みです 

西門司たんけん隊始動！ 

【地域で育もう「未来の種」事業】 西門司校区まちづくり協議会主催 

 

コロナ感染症の状況次第で、当日の内容 

が変更になる場合があります。 

ご理解ご了承の程お願い申し上げます。 

小雨 
決行 

抽 選 会 

健康チェックコーナーのみ 
15:00～多目的ホールにて 

バナナのたたき売り 

屋台メニューもあり！ 

こども縁日コーナーもあるよ 

スーパーボールすくい 

く じ 引 き 

 

etc… 

西 門 司 校 区 

 

２１ 
 etc… 

８月５日(水)からスタート★事前登録制です 

 今年度のじーもクラブは『西門司たんけん隊』を結成！ 

西門司校区や関門の歴史を知るために、街に飛び出して

『聞く・見る・歩く』で、子どもたちと、たくさんのこ

とを発見する学びの場にしていきます。 

家庭教育学級のご案内 

 

西門司 
小学校 

第１回目の家庭教育学級は・・・ 

日 時：令和３年8 月30 日（月） 10：00～12：00 

会 場：西門司市民センター ２階 多目的ホール 

講 話：西門司小学校教頭 田邊 謙吾 先生 

定 員：２０人（参加者多数の場合は抽選とさせていただきます）      

 

締め切り 

８月２６日（木） 

子育ての不安ってたくさんありま

すよね！そこで、本年度就任され

た教頭先生を囲んでこれから成長

していく子どもたちについて学び

合いましょう！ 

夏休みが明けてすぐの開催となり

ますが、皆さまのご参加をお待ち

しています。 

 

詳細は学校から 

配布されたお手紙

をご覧ください 

この「未来の種事業・西門司たんけん隊 
じーもクラブ」は、市民太陽光発電所の 
売電収入を活用して活動しています。 

市民太陽光発電所とは、北九州 

が市制５０周年記念事業として 
平成２５年８月若松区響町に作 

った施設で、市民等から建設資 

金を募り、売電収入の一部を市 
民に還元するという、全国的に 

も例のない公設公営のメガソー 

ラーです。 

 

お問い合わせは 
西門司市民センターまで 

詳細は学校から 
配布されたお手紙を

ご覧ください 

山本作兵衛作品展 開催中です 

ユネスコ世界記憶遺産 炭鉱記録画家 

企画・協力 
上馬寄在住 内尾俊之氏 

山本作兵衛を撮り続け 

た写真家、橋本正勝氏 

が所蔵していた作兵衛 

の原画 6 点。それらを 

複写し、さらに説明文 

を詳しく添付したもの 

を展示中です。 

 

Ｎｉｓｈｉｍｏｊｉ 
コミュニティギャラリー 

西門司市民センター子ども講座 
じーもクラブ 

Ｎ ・ Ｓ ・ Ｓ 



 

 

このたび３名の体験談を原稿

にまとめ上げた北九州市立大

学２年の有永優香さんは「こ

の活動を通して知った、人と

人を繋ぐ、対話を重ねるとい

った“人”に関してを学びの

対象とし、今後の進路を 

切り拓いていきたい」 

との決意を述べました。 

 

 

  

●日 程 ９月８日（水）・１５日（水）・２２日（水）・２９日（水）  

10:00～12:00       ●申込締切 ８月２５日（水） 

●会 場 コムシティ ５階５０１会議室  ●受 講 料 無 料 

（八幡西区黒崎３-１５-3） 

詳細は 北九州市立八幡西生涯学習総合センター☎ 641－9360  
 

八幡西生涯学習ボランティア養成講座 

ボランティアに関心はあるけれど、はじめの一歩が踏み出せない・・

そんなアナタのための講座です。 

～だれかのために わたしのために～ 

 

すぐそばにある ボランティア 

 

楽しく活動するコツや、実は身近にある

活動場所について楽しく学びます。 

新しい居場所づくりのきっかけとして、

一緒に学んでみませんか？ 

西門司チャレンジ 

ウォーキング★報告 

♡ベビーダンス♡ 

令和３年度 

健康マイレージはじまりました! 

40 歳以上の方は、健診受診や健康づくりに取組み、 

特典をゲットしよう！ 

★取組み期間  令和３年８月１日～令和４年２月２８日 

★応募受付期間 令和３年９月１日～令和４年２月２８日 

★応募要件 

①各種健康診査を受診（受診日も忘れずに） 

②体重・血圧測定、塩分チェックを実施 

③健康づくりの取組目標を３つ以上立て１ヵ月以上実践 

＜お問い合わせ＞北九州市健康づくりインセンティブ事業事務局 

℡(093)961-0717 

いなづみ・男組 
西門司市民センター生涯学習市民講座 

～世界一の急速な産業発展 その舞台裏北九州～ 
７月９日（金） 

参加者 １９名 

ジャパン九州ツーリストの近藤

政一代表を講師に迎えました。 

元製鉄マンの近藤さんは、明治

日本の産業革命と発展の裏側に

ある従事者の情熱と誇りこそ世

界の産業をリードしてきたと、

ユネスコ世界遺産登録、そして

これからの北九州について熱く

語られました。 

 

-講演を聞いての感想- 

・産業振興の先駆けに尽くした

先人の活躍に感動した。 

・我が市の良さを再認識した。 

個人力ＵＰに繋げていきたい。 

証言集を語り部さんへ 

感謝の言葉と共に贈呈しました 

聞き書きで残す門司の記憶 

未来への伝言 
 証言集発行記念座談会 

昨年スタートした「自分史・ともがき

講座」の受講生により結成された聞き

書きボランティア“ともがき隊”。 

そのメンバーが門司の空襲・水害体験

者等から聞き書きを行いまとめた証言

集が、この６月２８日、水害のあった

日に発刊されました。 

６月２８日（月） 13：00～15：00 

12名の語り部が一堂に会し、この

講座の担当講師・三浦清一郎先生

による座談会を催しました。 

聞き書きの手法で、高齢者の自分

史をまとめ上げ、それを繋ぎ一冊

にすることで、地域史という次世

代に伝えのこすべき資料が作成さ

れました。 

生きてきた人生を肯定すること。

まさしく“自分史づくり”が今、

高齢化社会に求められています。 

たくさんのご参加 

ありがとうございました！ 

前列：三浦先生と語り部のみなさん 

後列：聞き書きボランティア「ともがき隊」メンバー 

講座報告 

男性最高齢 

８８歳 

女性最高齢 

８６歳 歩数ランキング 

１位 2,023,971歩 

２位 1,877,817歩 

３位 1,857,619歩 

 

 

記録表提出人数 

１１３人 

歩くことが習慣化できたと反響がありました。 

親子サロン あひるの会 子育て支援 

７/７（水） 参加者・親子 1９名 

抱っこひもを使って 

ママと子どもが 

一緒にダンシング♪ 

健康づくり事業 期間：４月１日～６月３０日 

主催：西門司校区まちづくり協議会 


