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本紙は９月18日時点の情報で作成しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
掲載している内容が変更となる場合があります。

力
はの発想ない
で
ら
な
民
市
手が届か
行政では 差した活動
地域に根

令和２年度

市民提案型協働事業
を紹介します

コミュニティ推進課コミュニティ推進係☎72-2111
市民提案型協働事業は、市と市民活動団体が協力して地域の課題を解決するための取組です。今年度はコロ
ナ禍に対応した事業の追加募集も行い、19件の事業を採択。活動資金の補助などの支援を行っています。こ
れまでになかった地域課題の解決や、住民ニーズの高度化・多様化が進む中、市民活動団体には新たな公的
サービスの担い手としての役割が期待されています。

子どもの居場所づくり
おごおりこどもひろば

元気塾

寺子屋

手芸ボランティアねこの手

なごみの会

土曜日や長期休暇中を中心に、子 「生きる基本は食です。食は 愛
どもたちが安心して過ごせる居場 です」をテーマに、食事の提供を
所づくりを行っています。地域の とおして、子どもたちに安心や温
大人による子どもたちの見守りが、 もりを感じてもらう場を提供して
保護者の安心な暮らしにもつな います。毎週金曜、生涯学習セン
がっています。
ターで実施中です。

平日の放課後と長期休暇中の子ど
もの見守り事業を行っています。
学校や家庭以外の居場所となるよ
う多世代や地域の大人の関わりの
中でさまざまな体験事業を展開し
ています。

高齢者に寄り添う
団地高齢者

元気イキイキクラブ

高齢者が生き生きと元気に暮らせ
る団地づくりをめざして、月１回
程度、団地内で脳活や交流をとお
した健康と生きがいを保つ場をつ
くっています。

古布や着物を使った手芸やリフォ
ームをとおして、引きこもりがち
な高齢者の生きがいと交流の場を
作っています。身近な公民館など
での出張ワークショップも計画し
ています。

孤立しがちな高齢者の居場所づく
りとして、一緒に朝ご飯を食べる
事業を行っています。交流と食事
を通じて、高齢者が元気に過ごせ
る地域づくりをめざしています。

さまざまな交流
あっとほーむ

みんなの実家のような地域社会
づくりをめざして、障がいのあ
る子どもをもつ家族と地域をつ
なぐ参加型講座や学習会を実施
しています。

NPO法人ウェルフェアみくに野

介護に追われ、自分の時間を持て
ない介護家族のリフレッシュの場
となるサロン「トワエ☆モア」を
実施し、ケアする人をケアする取
組を実践しています。

ふぃれーる

コロナ禍で生じた子育て世代の困り
ごとの解決につながる講座や交流会
を開催。現在は、賢く生活するため
のマネー講座など、暮らしに役立つ
テーマの事業を企画しています。

つこっコ探検隊
子どもたちにふるさとの魅力を知ってもらうため、
「小郡子ども歴史博士」の育成をめざし、フィールドワー
クを中心に活動しています。七夕に関するお店へのイン
タビューや七夕神社についての学習の成果を小学校に掲
示したり、防災士によるクイズを交えた防災講演会を実
施したりして、楽しみながら知識を身につけられるよう
工夫して活動しています。
広報おごおり R２・10・１
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From おごおり

フォトコンテスト
「おごおりスマイル」
応募はコチラ⬇

小郡市主催のまちづくり講座「小郡魅力化計
画」の卒業生が中心となって結成した団体で、
まちおこしを通じた地域振興をめざしています。
今回、小郡の「農」をテーマにフォトコンテス
ト「おごおりスマイル」を開催。小郡の基幹産業
である農業について、改めて市民の皆さんに
知ってもらい、地産地消を推進していきます。

応募締切
10月31日
（土）

体験を大切に
花立山

芋っ子隊

家族や親子で参加できる芋ほり体
験事業を実施しています。自粛
ムードの中で、子どもたちに不足
する土いじりなどの体験を提供し
ながら、メンバー間の交流も深め
ています。

のぞみ・いきいきアンビシャス広場

コロナ禍でも子どもの体験の機会
を作るため、「やってみよう」を
テーマにスイーツづくりや火おこ
しなど、さまざまな動画を作成し、
YouTubeで配信しています。

のぞみ小 20th未来ProjectTeam

コロナ禍で子どもたちの活動機会
が失われる状況に地域の大人が立
ち上がりました。子どもたち自身
が企画・実施するイベントづくり
を大人がサポートし、みんなの思
い出をつくる事業です。

豊かな地域をめざして
踊る隣組

NPO法人さくらねこサポートOGORI

小郡市ボランティア協議会

Pine tree garden 松崎花壇部

子どもから大人まで多様な世代で構成された団体で、
地域の敬老会や福祉事業所などを訪問し、踊りと歌
で地域社会に元気と笑顔を届ける事業を行っていま
す。
福祉事業所などを訪問していたボランティア団体が、
コロナ禍以前のような活動を再開するためのお手伝
いをしています。感染予防対策を講じるとともに、
ウェブ会議などのリモートツールの勉強会に挑戦し
ます。

これ以上不幸な猫を増やさないため、TNR（野良猫の
繁殖を防ぐ活動）のサポートや啓発事業、保護猫の
譲渡会を行っています。地域のさまざまな事業者と
つながり、協力を得ながら活動の輪を広げています。
小郡市内を花と緑で美しく彩る「花守りびと」養成事
業を行います。花やガーデニングのほか、花を活か
す技術を学ぶ講座を通じた参加者同士のコミュニ
ティづくりもめざします。（P12「まちの話題」も参
照）

傾聴ボランティアでんでん虫
地域の高齢者や多世代へ耳を傾け、気持ちを理解し共感す
る傾聴活動を行うため、施設の訪問や傾聴カフェを開催し、
傾聴の浸透や地域との連携を深めていきます。
コロナ禍で直接会うことが難しい状況でも、ウェブ上での
傾聴を実現するためにリモート部を立ち上げ、勉強会を行っ
ています。現在では会員間で教え合うなど、団体全体のレベ
ルアップをめざしています。

これらの市民活動が、皆さんの抱える課題や困りごとなどを解決するためのヒントになるかもし
れません。活動や掲載団体に興味がある人は、コミュニティ推進課までお問い合わせください。
コミュニティ推進課
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佐藤さん

小郡市からのお知らせ

事業者の新型コロナウイルス感染症対策を支援します
申

1

商工・企業立地課商工観光係（南別館３階）☎72-2111

事業者の新型コロナウイルス感染症対策を支援するため、
県が発行する「感染防止宣言ステッカー」を掲示した事業者
に対し支援金３万円を支給します。さらに、感染拡大防止
への協力事業者として市ホームページで紹介します。
詳しくは、市ホームページ（ホーム▶イベント・観光・
産業▶商工業▶小郡市感染拡大防止対策事業者支援金）を
ご覧ください。
対象

市内に有人の常設店舗があり、来店客に対し対面で
サービスの提供や物品の販売などを行う事業者
み
ほ
ん

県が発行する「感染防止宣言ステッ
カー」の掲示が必要です。県ホーム
ページから申請してください。
支給額

店舗ごとに一律３万円
（複数の店舗がある場合は上限６万円）
支給時期 書類に不備がない場合、申請から２週間程度で
指定口座に振り込みます
※支給決定通知書は送付しません

72-5050

shoko@city.ogori.lg.jp

市独自
支援

申請方法 必要書類を郵送
【必要書類】
・申請書（市役所本館１階、市ホームページ
で取得できます）
・写真（いずれもモノクロ印刷可）
①社名や店舗名が入った店舗などの外観写
真
②対策を講じた店内状況が分かる写真
③県の「感染防止宣言ステッカー」を掲示し
ていることが分かる写真
・直近の確定申告書別表一の写し（法人）また
は本人確認書類の写し（個人事業者）
・振込口座を確認できる書類
（通帳の口座情報ページの写し）
【郵送先】 〒838-0198 小郡市小郡255-1
小郡市役所対策事業者支援金担当
申請締切 11月30日（月）

安心して利用できる店舗の目印に！「
」×「安心のお店」マップ公開中
市内で感染防止宣言ステッカーを提示している店舗と、「♯おごおりエール飯」参加店を
マップで紹介しています。利用する際の参考にしてください。

差押不動産の公売会を開催します
2
日時
会場
公売物件

申

収納課収納係☎72-2111

10月22日（木）／午前10時
南別館３階大会議室
土地３筆（一括公売）
市街化調整区域（建ぺい率60％・容積率200％）
松崎38番１（619.09㎡）
松崎38番２（911.00㎡）
松崎37番１（269㎡）
持参物
公売保証金、本人確認書類（運転免許証など）
印鑑、委任状（代理人の場合）
※公売物件や参加申込方法など詳しくは、市ホームページ
（ホーム▶くらし▶税金▶不動産公売のお知らせ）で確認、
またはお問い合わせください
※滞納市税などが完納された場合は、公売が中止になるこ
とがあります

甘木鉄道

三井植木組合
大添堤

公売
物件

国道500号
小郡市松崎

三井水道
企業団

広報おごおり R２・10・１
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申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

ホームページ

高齢者を対象にインフルエンザ予防接種を実施します

3

健康課健康推進係☎72-6666

今冬は、新型コロナウイルス感染拡大の可能性があります。インフルエンザと新型コロナウイルス感染症と
の同時流行を防ぐため、予防接種を受けましょう。

10月１日（木）〜令和３年１月31日（日）

実施期間
対象

情報は、９月18日時点のものです。
今後、国や県の施策によって、料金
などに変更がある場合
があります。最新情報
は、市ホームページを
ご覧ください。

市内に住民票がある人で次に該当し、接種を希望する人
①接種当日に65歳以上の人
②接種当日に60〜64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能に重い
病気がある人、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫
の機能に障がいがある人（身体障害者手帳１級程度の人）

料金（自己負担額）

1,500円

※市民税非課税世帯・生活保護世帯は個人負担金免除の制度あり（下記参照）
接種場所

・市内のインフルエンザ予防接種実施医療機関（下表参照）
・県内の予防接種広域化制度に加入している医療機関（医療機関にお問い合わせください）
※施設への入所等により、実施医療機関以外で接種する人は、接種前に健康課への申出が必要です
持参物

健康保険証、健康手帳（持っている人）、身体障害者手帳の写しなど（②に該当する人）

＜個人負担金免除の制度＞
予防接種対象者のうち、市民税非課税世帯、生活保護世帯は個人負担金が免除（無料）されます。接種の際に
は必ず下記書類の（１）〜（５）のうち、いずれか１つを医療機関に提出してください。（提出がない場合は無料
になりません）
※対象区分・有効期限を確認し、原本または写しを提出してください
（１）後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（適用区分が区分ⅠとⅡ）の写し
（２）今年度介護保険料納入通知書（所得段階が第１段階〜第３段階）の写し
（３）介護保険負担限度額認定証の写し
（４）予防接種用非課税確認書（あすてらす内健康課発行）の原本
（５）生活保護受給証明書（福祉課発行）の原本
※（２）、（３）は個人負担金免除用の書類としての再発行はしていません。紛失した場合は（２）、（３）以外の書
類を医療機関に持参してください
※（４）、（５）は接種前に申請した人に発行しています。接種後の申請は受け付けていません

市内インフルエンザ予防接種実施医療機関
医療機関名
あかし心療クリニック
赤松医院
井手胃腸科内科医院
梯医院
かわち内科循環器科医院
河原内科クリニック
菊池整形外科医院
協和病院
倉岡医院
権藤内科循環器科
嶋田病院
聖和記念病院
5

電話
41-2233
72-2519
73-1112
72-2800
41-2244
41-2330
72-1106
72-2121
75-5111
72-3000
72-2236
75-1230

広報おごおり R２・10・１

医療機関名
髙橋クリニック
高山泌尿器科クリニック
田中クリニック
とみた内科循環器科
富安医院
中原内科クリニック
ながたクリニック
西原内科医院
橋本眼科医院
浜崎外科整形外科医院
ひやまクリニック呼吸器内科
古川医院

※事前に予約をしてください

電話
23-0777
75-4511
75-5377
65-5000
73-1271
75-8021
23-0800
72-4701
72-2335
73-1606
23-8550
72-2415

医療機関名
古川整形外科医院
本間病院
松尾医院
まどかファミリークリニック
丸山病院
山口整形外科クリニック
山下こどもクリニック
山下泌尿器科医院
ヨシタケ脳神経外科クリニック
渡辺内科胃腸科医院

電話
72-3489
73-0111
72-2011
23-0066
73-0011
65-3841
41-7400
73-5301
73-3550
75-3733

小郡市からのお知らせ

公費医療助成制度をご存じですか？
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①国保年金課医療・年金係（本館１階）☎72-2111②③子ども育成課医療・手当係（北別館１階）☎72-2111

市は、子ども・重度障がい者・ひとり親家庭などを対象に医療費を助成しています。
医療証は、前年中の所得を基準に毎年10月１日に更新されます。今まで所得制限のために受給できなかった
人も10月１日から対象となる場合があります。
助成の対象となるのは、申請月分の医療費からです。新規申請の場合は早めに申請してください。
なお、各医療証は申請しなければ適用（交付）されません。詳しくはお問い合わせください。

①重度障がい者
医療費支給制度

②子ども医療費支給制度

●対象
身体障がい者（身体障害者
手帳１・２級）、知的障が
い者（療育手帳Ａ）、重複
障がい者（身体障害者手帳
３級、療育手帳Ｂの両方）、精神障がい者
（精神障害者福祉手帳１級）、障害基礎年金
１級かつ症病名が「精神遅滞」の人
※65歳以上の医療証の色は白
●自己負担額
○通院 500円／月（上限）
○入院
３歳〜小学生 500円／日
月７日限度
（非課税世帯は、300円／日）
中学生以上 500円／日
月20日限度
（非課税世帯は、300円／日）
※就学前と中学生のお子さんの入院費は、「子
ども医療費支給制度」により差額支給となる
ため、別途申請で自己負担額を払い戻しま
す
●所得制限
３歳〜小学生は児童手当に準拠
中学生以上は特別障害者手当に準拠
●必要書類（④は該当者のみ）
①健康保険証
②印鑑（認印）
③障がいの程度を証明するもの
④令和元年中の所得額がわかるもの（令和２
年１月２日以降に小郡市に転入した人な
ど）
みほん

●対象
０歳〜中学生
みほん
※中学生は医療証の発行はありません
●自己負担額
○通院
０歳〜３歳未満 無料
３歳〜就学前 800円／月（上限）
小学生 1,200円／月（上限）
○入院
０歳〜就学前 無料
小・中学生 500円／日（月７日限度）
●所得制限 なし
※生計維持者の所得確認は毎年実施
●必要書類（④は該当者のみ）
①子どもの健康保険証
②印鑑（認印）
③生計維持者のマイナンバーがわかる書類
④令和元年中の所得額がわかるもの（３歳以上の
子どもの保護者で、令和２年１月２日以降に小
郡市に転入した人など）

③ひとり親家庭等医療費
支給制度
●対象

みほん
母子家庭、父子家庭、
養育者家庭
※離婚や死別だけでなく、配偶
者に重度の障がいがある場合
や生死不明、拘禁されている
場合も含む
●自己負担額
○通院 800円／月（上限）
○入院 500円／日（月７日限度）
●所得制限 児童扶養手当に準拠
●必要書類（⑤⑥は該当者のみ）
①健康保険証（親、18歳未満の子）
②印鑑（認印）
③戸籍謄本
④マイナンバーがわかる書類
⑤令和元年中の所得額がわかるもの
（令和２年１月２日以降に小郡市に転入した人
など）
⑥児童扶養手当・遺族年金などの証書

広報おごおり R２・10・１
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令和３年度保育所（園）入所者を募集します
（新入園児・転園希望者対象）
申

保育所・幼稚園課保育支援係（あすてらす）☎72-6666

保育所（園）は、保育を必要とする児童
入所受付日時・場所
いずれかで申込み
の養護と教育を一体的に行う児童福祉施
各保育所（園）で申込み
設です。入所希望者は、右記で申込場
受付時間（保育所（園））
期日
所・日時を確認し、お申し込みください。
午前９時〜11時
午後１時30分〜３時30分
入所要件
保護者が次の①〜⑤のいずれかに該当
する場合
①住まいの内外で仕事をしている
②母親が妊娠中または出産後間もない
③保護者が病気または心身に障がいが
ある
④同居する長期療養者などの介護をし
ている
⑤求職活動中
申請書配布開始日 11月２日（月）〜
申請書配布場所
保育所・幼稚園課（あすてらす）、各保
育所（園）での受付時
市ホームページ（ホーム▶子育て・教
育▶保育所▶入所手続き（新年度））
持参物 印鑑

11月５日
（木）

小郡保育園

みすず保育園

11月11日
（水）

松崎保育園

さくら乳児保育園★

11月10日
（火）
11月13日
（金）
11月17日
（火）

11月19日
（木）
11月24日
（火）

三国保育所

小郡中央保育園

城山保育園

御原保育所

のびっこ園

大崎保育所

三国が丘保育園
★

すばる保育園

大原保育園
味坂保育園

※あすみ園★への申込みは により保育所・幼稚園課で行ってく
ださい
※三井幼稚園の保育部分への申込みは11月２日（月）に園で行いま
す。詳細は、園にお問い合わせください。☎72-6984
★さくら乳児保育園・のびっこ園・あすみ園は０〜２歳児（令和
３年４月１日時点）が対象です
保育所・幼稚園課（あすてらす）で申込み
市内すべての保育所（園）で申込みを受け付けます。
受付日時 11月２日（月）〜12月28日（月）
午前８時30分〜午後５時
※土日祝日を除く

令和３年度小郡市立小郡幼稚園園児を募集します
申

6

小郡幼稚園（小郡1600-2）☎72-5501

募集人員
区分

園公開（要申込）
定員

３年保育（３歳児） 60人

応募資格
市内在住者で、平成29年４月２日
〜平成30年４月１日に生まれたお子さん

入園前のお子さんや保護者など
を対象に園を公開します。
日時 10月12日（月）〜15日（木）
午前10時〜正午

※２年保育（４歳児）・１年保育（５歳児）は欠員補充のみ
始業・終業時間 午前８時30分〜午後２時10分（４・５歳児は２時30分まで）
※令和３年度までの期間限定で、休園中の三国幼稚園から小郡幼稚園まで、直通バスを運行しています
※預かり保育を実施しています
願書配付 小郡幼稚園、保育所・幼稚園課（あすてらす内）
願書受付 10月22日（木）・23日（金）／午前９時〜午後５時
※定員を上回る応募があった場合は、現在年少・年中組に在園する園児の弟妹を優先したうえで抽選します
（抽選は、10月26日（月）／午後４時から小郡幼稚園で行います）
「♯小郡幼稚
園日記」で検索
！
小郡市立幼稚園のようすを市のフェイスブック・ツイッターで発信しています。

7
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今年はウェブで開催！
「小郡市WEB文化祭2020」参加者を募集します
申

市民文化祭実行委員会（文化会館内）☎72-3737

例年11月に開催している市民文化祭を、今年は新型コロナウイルスに対応させた「小郡市WEB文化祭2020」
として開催します。皆さんから音楽・演劇・ダンスなどの動画、短歌・絵画・書などの作品の写真を募集し、
１月ごろ市ホームページやYouTubeで発信します。初めての人もぜひご参加ください。
対象

市内居住、または市内を主な拠点に、
文化芸術関連の活動を行っている団
体・個人

動画部門

参加費 無料
募集期間 10月15日（木）〜11月20日（金）
作品掲載開始 令和３年１月中旬頃予定
写真部門

12月に文化会館で実
行委員会が撮影します。
実行委員会が準備する
ステージ設備（照明な
ど）・素舞台での実施
が条件です。
募集内容 音楽・演劇・ダンス・舞踊
伝統芸能 など
募集数 20団体（個人による応募も含む）
動画時間 10分まで
撮影場所 文化会館大ホールステージ
撮影期間 12月21日（月）〜24日（木）
※撮影日程は、事前に打ち合わせます
応募方法 応募書類を文化会館に持参・郵送

募集内容
短歌・俳句・川柳
絵手紙・絵画・水墨画
書・生け花・手芸
陶芸 など
募集数 １応募者（個人）につき１枚まで
※団体で応募する場合は、１応募につき団体の人数
分までの枚数とし、最大15枚まで
応募方法 応募書類と合わせて、作品の写真をCD-R
などに保存し、文化会館に持参
応募書類は、文化会館・市ホームページ（ホーム
▶学ぶ･スポーツ･人権▶文化事業▶「小郡市WEB
文化祭2020」参加者募集）で取得できます。

令和３年度に使用する中学校教科書を採択しました
8

教務課教務係☎72-2111

令和３年度から市立中学校で使用する教科書を、小郡市・朝倉市・うきは市・大刀洗町・筑前町・東峰村か
らなる第八地区教科用図書採択協議会で選定し、次のとおり各教育委員会で採択しました。小学校は今年度と
同じ教科書を使用します。
種目
国語
書写
地理
歴史
公民
地図
数学
理科
音楽

発行所
光村
光村
東書
帝国
東書
帝国
啓林館
大日本
教芸

教科書名

国語
中学書写
新しい社会 地理
社会科 中学生の歴史
新しい社会 公民
中学校社会科地図
未来へひろがる数学
理科の世界
中学生の音楽

種目
器楽
美術
保健体育
技術
家庭
英語
道徳
特別支援

発行所
教芸
日文
大日本
東書
教図
開隆堂
日文

教科書名
中学生の器楽
美術
中学校保健体育
新しい技術・家庭 技術分野
技術・家庭 家庭分野
SUNSHINE
中学道徳 あすを生きる

生徒の状況に合わせて、検定済教科書など
から選択します

広報おごおり R２・10・１
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10月からロタウイルスの予防接種が
定期接種（無料）になりました
健康課健康推進係☎72-6666

10月からロタウイルスの予防接種が定期接種（無料）になりました。対象者には、生後２か月ごろに行う「赤
ちゃん訪問」で案内します。
対象 令和２年８月１日以降に生まれた人
接種方法
ワクチン名

接種時期

接種回数

ロタテック（５価）

生後６週〜 32 週

３回

ロタリックス（１価） 生後６週〜 24 週

２回

接種間隔
27 日以上

※ワクチンは２種類あるため、どちらかを選んで決められた回数を接種します
※１回目の接種を生後14週６日（約３か月と10日）までに受けてください

生ごみ処理機の購入費を補助します
10

申

生活環境課リサイクル推進係☎72-2111

市は、一般家庭から出る生ごみの減量化を推進するため、家庭用生ごみ処理機の購入に対し、補助をしてい
ます。補助を希望する人は、購入前に予約が必要です。
生ごみ処理機を使用すると
・ごみの量が減ります
・生ごみを堆肥化して、家庭菜園などに有
効活用できます
対象
コンポスト容器（１世帯２個まで）
補助金額 購入金額の半額
（１個２千円を上限）
EMボカシ容器（１世帯２個まで）
補助金額 購入金額の半額
（１個１千円を上限）
電気式生ごみ処理機（１世帯１台まで）
補助金額 購入金額の半額
（１台２万４千円を上限)

手続の流れ
①市生活環境課窓口または電話で予約
②予約後１か月以内に購入し、販売店で購入領収書をもらう
③領収書、保証書（電気式のみ）、印鑑、振込口座が分かるも
の、住所が分かるものを市生活環境課へ持参
④交付決定通知後、補助金を指定の口座へ振込み
注意
・購入の店舗、機種（メーカー）の指定はありません
・一度補助を受けると、以後４年度、同じ種類の生ごみ処理
機の申請ができません
・補助は市の予算の範囲内での実施のため、なくなり次第終
了となります

狂犬病予防集団注射を実施します
11

生活環境課環境係☎72-2111

延期していた狂犬病予防集団注射を実施します。令和２年３月２日以降に、飼い犬に狂犬病予防注射を受け
させていない人は、次の集団注射か動物病院で接種してください。
日時 10月15日（木）／午後２時30分〜３時20分
会場 小板井ふれあい公園（七夕通りマクドナルド西側）
※今年度の集団注射の最終日です
※新型コロナウイルス感染症などの影響で中止する場合は、市ホームページ・フェイス
ブック・ツイッターでお知らせします
9
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問合せ先

総務広報課男女共同参画推進室 ☎722111

男女共同参画社会推進審議会を
開催しました
８月20日に男女共同参画社会推進審議会を開催し、第２次小郡市男女
共同参画計画の令和元年度実施状況を報告しました。また、令和２年度は
次の３つの施策を重点的に取り組むことが承認されました。
男女共同参画社会の実現に向けてさらに取組を進めます。

第２次小郡市男女共同参画計画

令和２年度重点施策（概要）

①DV被害者支援体制の充実
・新型コロナウイルスの影響により懸念されるDVの増加・深刻化に対応します
・情報共有や対応体制について、庁内関係課や関係機関で共通認識を深め、連携を強化します
・DV被害者などへのきめ細やかな支援を継続します
②審議会等委員への女性の登用の推進
・「政策決定に男女の声を」というスローガンのもと、審議会などにおける女性委員の増加に努めます
・公募などを活用し、幅広い人材登用の検討、女性の参画機会を充実させます
③地域や家庭、職場における男女共同参画の推進
・生活の基盤となる家庭や職場などで男女がともに活躍できるよう情報発信や啓発に努めます
・あらゆる講座などで男女共同参画の視点を取り入れ、女性の社会参画や男性の家事・育児参画につな
がる意識の向上を図ります
※令和元年度実施状況報告書と審議会の会議概要は、総務広報課男女共同参画推進室（本館２階）・市ホーム
ページ（ホーム▶学ぶ・スポーツ・人権▶男女共同参画▶第２次小郡市男女共同参画計画（施策見直し）
）で閲
覧できます

市の審議会等委員に占める女性委員の割合が上昇しました
市の審議会等委員に占める女性委員の割合の推移（各年４月１日現在）
40%
35%
30%

35.8%

33.0%

32.8%

32.7%

32.3%

31.6%

H27

H28

H29

H30

H31

25%
20%
15%

おごおり女性ホットライン

R2

市は、政策・方針決定の場面に男女の意見
が共に反映されるように、審議会等委員への
女性の登用を推進しています。
令和元年度から「審議会等委員に占める女
性の割合」の数値目標を、県と同じ40％以上
に設定しました。令和２年４月１日現在は
35.8％（前年比4.2ポイント増）であり、目標
達成まであと一歩です。今後も女性の登用を
進め、あらゆる分野で男女の意見を取り入れ
ていきます。

☎092−513−7337

月〜金曜日／午前10時〜午後５時（祝日、12月29日〜１月３日を除く）
配偶者や恋人からの暴力についての相談のほか、
セクシュアル・ハラスメントや仕事、地域、家庭
のことなどさまざまな悩みに、専門の相談員が対
応します。

配偶者や恋人からの
暴力に悩んでいませんか？
ひとりで悩まずに相談して
ください。
広報おごおり R２・10・１
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人権・部落問題シリーズ

No.431

〜新型コロナウイルス感染症を乗り越えるために〜

恐れるべきは「人」ではなく「ウイルス」
●問合せ先

人権・同和教育課☎72-2111

もし自分が新型コロナウイルスに感染してしまったら…
もちろん自分自身や家族の体調が心配だと思います。しかし、それと同じくらい「周囲か
らどう思われるか」を心配する人も多いのではないでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、社会全体
にこれまで経験したことのないような閉塞感が広がり、
先の見えない事態に誰しも不安な気持ちやストレスを感
じています。さらに、新型コロナウイルス感染症に関し
て、不当な偏見や差別も広がっています。
そのため、感染症と思われる症状が出ても、周囲の目
を気にして病院の受診や保健所への情報提供をためらっ
てしまうなど、感染拡大防止の妨げとなる事象も発生し
ています。
病気が不安を呼び、不安が差別を生み、差別がさらな
る病気の拡散につながってしまう恐れがあるのです。
ハンセン病やHIV感染症でも経験したように、正しい
知識がなく、間違った考え・不安に自分の心が支配され
たとき、人権侵害は引き起こされます。病気を理由に人
を差別したり、特定の地域・職業などの属性でレッテル
を貼って排除したりすることは絶対にあってはいけませ
ん。
新型コロナウイルスに感染する可能性は誰にでもあり
ます。差別や偏見を容認・助長するような社会では、安
心して暮らすことはできません。
恐れるべきは「ウイルス」であり、「人」ではないのです。

新型コロナウイルスによる負のスパイラル

病気

差別

不安

「自分の悩みは人権侵害かも」と思ったら
ご相談ください（いずれも平日に開設）
小郡市人権教育啓発センター☎80-1080
（午前８時30分〜午後５時）
みんなの人権110番☎0570-003-110
（午前８時30分〜午後５時15分）
子どもの人権110番☎0120-007-110
（午前８時30分〜午後５時15分）
外国人のための人権相談☎0570-090-911
（午前９時〜午後５時）

一人ひとりの立場で今できることを考え行動することで、
新型コロナウイルスに負けない“あたたかい花”を咲かせましょう。
差別のない社会を
みんなでつくって
いきましょう
安心して治療を
受けられる

病気や属性を理由に
排除されない

確かな情報を
取り入れる

11
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医療従事者などへ
感謝の気持ち

人と人がつながった
豊かな社会

差別的な言動に
は同調しない

庭をステキにデザイン
ガーデニング講座

9. 13
sun

「Pine tree garden 松崎花壇部」が市民提案型協働
事業の補助を受けて、ガーデニング講座を開催しま
した。
今回のテーマは「花の特徴を知って育てよう」。
ガーデンコーディネーターの杉山マリコさんが、花
の種類と咲く時期や、管理方法などを講義。また花
を買うときの選び方として、事前に色・テーマを決
めたり、今から咲くものを選んだりなどのポイント
が挙げられ、参加者から「家のことや地域の活動に生
かしたい」との声が聞かれました。
★11月７日（土）／午前10時〜11時30分、大原きぼう
の森館で、「ドライフラワーを使ったアクセサリー
作り」を開催します。（参加費500円、要申込）
申 ☎090-9796-7484
（宮原）

プロボクサーの中垣選手
デビュー戦で勝利

９月６日（日）深夜から７日（月）昼前にかけて小郡
市に接近し、暴風をもたらした台風10号。市は、６
日正午から避難所を13か所開設しました。多いとき
で754人・ペット16匹が避難した避難所では、検温
や間仕切りなどの新型コロナウイルス対策を実施。
避難者からは「テレビの報道を見て不安に思い、今回
初めて避難所を利用した」といった声も聞かれました。
大雨や台風の際は、気象状況を確認しながら、命
を守ることを最優先に行動しましょう。

fri

令和２年４月１日号の広報紙でご紹介した小郡市
出身のプロボクサー・中垣龍汰朗選手が、８月に東
京で行われたデビュー戦で見事２ラウンドTKO勝ち
を収め、市長を表敬訪問しました。
コロナ禍でも、基礎練習を徹底してきた中垣選手。
「試合前日の計量、減量からのリカバリー、そして試
合運びも含めて、全て計画通りの準備・試合ができ
た」と振り返りました。
世界チャンピオンをめざす中垣選手は「暗いニュー
スが多い中、地元を盛り上げられたら」とコメントし
ました。今後の活躍にも注目です。

テーマは「水害」
防災出前講座
台風10号接近
避難所に754人が避難

8. 28

9.8
tue

御原小学校４年生が、市の防災安全課を講師に迎
え、水害をテーマとした防災出前講座を受けました。
大雨のときに、安全なタイミングで安全な場所へ避
難するために必要な「情報」と「行動」について、洪水
ハザードマップなどを使って学習しました。
講座では「防災クイズ」なども行い、児童は楽しみ
ながら学んでいました。
防災への備えは、一人ひとりが防災知識を理解す
ることが重要です。そのきっかけとして、市が実施
している防災出前講座を積極的にご活用ください。
詳しくは、防災安全課まで！☎72-2111
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市産の農作物を、
多くの消費者へ

小郡市地域おこし協力隊
による活動報告コラム。

諸岡佳紀（もろおか よしき ）
1984年、佐賀県生まれ。京都の大学を卒
業後、金融業界、新聞社で10年間勤務。
小郡市に住む友人の影響で、まちの魅力
を身近に感じ、地域おこし協力隊に興味
を抱く。35歳の節目に一念発起で応募。

moromoro82
nougyou̲ogori82
ろーどの栁瀬正さん
（左）、もりたばの丸
山美枝さん（右）
黒キビと一緒に。

上岩田の就労継続支援Ｂ型事業所﹁ろー
ど﹂で育てた黒キビが︑小郡のドライフラ
ワー専門店﹁もりたば﹂で花束に採用され
ています︒
﹁ろーど﹂は︑平成 年から農業に参入
し︑合計１００ａの圃場で主にニラを生
産︒約 人の障がい者︵利用者︶が働いて
います︒﹁ろーど﹂の管理者・栁瀬正さん
は﹁陽を浴びて自然と向き合う作業は︑利
用者の特性にも合っている﹂と話します︒
一方﹁もりたば﹂は︑平成 年に開業し
たドライフラワー専門店︒年間千種類の
花を扱い︑県外のファンも獲得していま
す︒
﹁ろーど﹂と﹁もりたば﹂の交流が始まっ
たきっかけは︑﹁ろーど﹂の関連事業所が
生産したお菓子を﹁もりたば﹂で店頭販売
したことでした︒そして︑今年の春に﹁も
りたば﹂が﹁ろーど﹂に黒キビの生産を依頼︒
春に種をまき︑草刈りや水やりを欠かさ
ず心を込めて育て︑８月に黒キビ 本を
初出荷しました︒
﹁もりたば﹂の店主・丸山さんは︑やや
地味な見た目の黒キビについて﹁花束の印
象を引き締める名脇役﹂と評し︑﹁生産し
た 人 の 思 い は 花 に も 表 れ て い ま す﹂と も ︒
黒きびを使った花束は秋
の終わりごろまで店頭で
販売されます︒来年は今
年の５倍の黒キビを注文
するとのこと︒花の地産
地消がまちおこしのヒン
トになりそうです︒
20

畑で農作業をする利用者

27

花の地産地消︑心を込めて育てた黒キビ

小郡市地域おこし協力隊

30

30

地域おこし協力隊の日々の活動記録。

13

幻の青大豆と言わ
れる「キヨミドリ」
を使った豆腐やス
イーツの試作品。
どれも豆の風味が
豊かで爽やかな口
当たり。

生 産 者 直 売 所「宝
満の市」で毎月11
日と25日に「ほう
ま ん 便 り」を 発 行
しています。ほ〜
とまんぞくするよ
うな情報をお届け
します。

コロナ禍で疲弊す
る花農家をサポー
トしようと、JAみ
いは管内で採れた
切り花を商工会所
属の市内生花店３
店に卸しています。

三井高校家庭クラ
ブが地元産の枝豆
や米粉を使用した
ピザなどを試作し
ました。全国高校
生料理コンクール
にエントリーする
そうです！

大板井の家庭菜園
でサトイモの花が
咲きました。開花
は珍しく、連日の
猛暑が幸いして花
開いたとのこと。
花 言 葉 は「無 垢 の
喜び」。

生 産 者 直 売 所「宝
満 の 市」で 、 荒 巻
養蜂場の自家製ハ
チミツをブレンド
し た「ハ ニ ー ＆ オ
ニオンドレッシン
グ」が 販 売 さ れ て
います。
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行徳

H27.10.９

10月

木高

えま

恵舞ちゃん

いつもお手伝いや弟のお
世話を進んでしてくれて
ありがとう。元気♪笑顔
いっぱいのえまちゃんを
愛してるよ！

ゆうり

ななか

池田七奈佳ちゃん

有俐ちゃん

H30.10.21

R１.10.３

２歳のお誕生日おめでと
う！お姉ちゃんのまねっ
こ大好きななちゃん♪お
姉ちゃんと仲良く大きく
なってね！

お誕生日おめでとう！有
俐の笑顔は家族みんなの
宝物です☆これからも元
気いっぱい！スクスク成
長してね♪
ななお

福田那々央ちゃん

福田

おと

央途ちゃん

H29.10.６

H27.10.２

５歳の誕生日おめでと
う！これからも那々らし
く元気に大きくなって
いってね♡笑顔の那々が
大好きだよ♪

３歳の誕生日おめでと
う！いつまでもかわいく
てプリプリのおとくんで
いてください☆だーいす
きだよー！
！

山内琥大朗ちゃん

こたろう

福田伊緒莉ちゃん

２歳のお誕生日おめでと
う♪これからもたくさん
笑って、たくさん遊んで
過ごそうね！琥大朗だー
いすき☆

２歳のお誕生日おめでと
う。いつも元気いっぱい
ないおりちゃんが大好き
です。すくすく大きくな
ってね。

いおり

H30.10.11

行弘

H30.10.29

れお

怜央ちゃん

中村

H29.10.13

つむぎ

紬綺ちゃん

R１.10.14

１歳おめでとう！毎日元
気いっぱいで、たくさん
の笑顔をくれてありがと
う☆これからもいっぱい
遊ぼうね！

３歳のお誕生日おめでと
う！歌や手遊びが大好き
なれお♪これからも楽し
くすごそうね♪

図書館司書が選ぶ読み聞かせ絵本
どんどこどん
和歌山

静子／作

つかさ

下釜 士ちゃん
H28.10.23

４歳のお誕生日おめでと
う♪元気でかわいい士が
大好きだよ☆これからも
士らしく大きくなぁれ！

久松

なつき

那月ちゃん

H27.10.24

なっつん５歳のお誕生日
おめでとう！いつもニコ
ニコ元気ななつきが大好
きだよ♪すくすく大きく
なってね！

内野

はやと

颯人ちゃん

H28.10.５

４歳のお誕生日おめでと
う！これからも明るく元
気に育ってね！

行弘

りの

梨乃ちゃん

H29.10.13

３歳のお誕生日おめでと
う！いつも楽しい話をた
くさんきかせてくれるり
の♪これからも元気にす
ごそうね♪

12月生まれのお子さんの写真を募集します！
写真にお子さんの名前（ふりがな）・生年
月日、電話番号、40字程度のメッセージを
添え、窓口・郵送・ホームページのいずれ
かで申込み。※５歳まで（先着順）
●申込締切 11月５日（木）
●申込・問合せ先
総務広報課総務広報係（本館２階）
☎72-2111

市立図書館
で貸し出して
います

福音館書店

この絵本は少し変わっていて、横に開かずに縦に開きます。
まず、表紙を縦に開くと、黒い土に植物の芽が顔をだしています。
次のページをめくると、ふさふさに茂った緑色の葉っぱ、土の中でどんどこ
どんどこ育っていたのはにんじんです。次はもこもこに茂った葉っぱ、土の中で
どんどこ どんどこ育っていたのはじゃがいもでした。ページをめくると葉っぱ
とともにいろいろな野菜が出てきます。
葉っぱをみて、どんな野菜が土の中に隠れているのかなと考えながら楽しめます。お店で売っているとき
には葉っぱが無いことがほとんどなので、大人でも難しいかもしれません。
そして、普段見ることができない土の中で、野菜がどのように育っているのかを知ることもできます。
なぜじゃがいもは茎でさつまいもが根なのか、絵をじっくりみるとその理由がわかりますよ。
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市立図書館 ☎72-4319 ファクス72-3501
開館時間 午前10時〜午後６時
※金曜は午後８時まで（変更になる場合あり）

図書館だ より
10月は詩人・野田宇太郎の誕生月

小郡市出身の詩人・野田宇太郎は、明治42年10月28日、三井郡立石村大字
松崎（現在の小郡市松崎）に生まれました。市は、毎年10月に、野田の生家が
あった松崎桜馬場の「水鳥」詩碑前で「野田宇太郎生誕祭」を開催しています。
野田に捧げる詩の朗読や、野田が作詞した学校の校歌の合唱など、言葉を楽
しむ秋の恒例行事です。
今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、野田宇太郎生誕祭は中 ▲第30回野田宇太郎生誕祭
止しますが、関連した２つの催しを企画しています。
のようす

野田宇太郎生誕祭のあゆみ展
昨年、第30回を迎えた「野田宇太郎生誕祭」のあゆみを紹介する企画展示です。「水鳥」詩碑の建立から
第１回生誕祭までのあゆみや、献詩の優秀作品の展示などを行います。また、文化財課による油屋の変
遷についての展示コーナーもあります。
●会期 10月３日（土）〜24日（土）
※期間中、日・月曜は休館
●時間 午前９時〜午後４時30分
●会場 旧松崎旅籠油屋（小郡市松崎786-1）

野田宇太郎文学資料館企画展「碑に込めた思い―野田宇太郎と文学碑―」
野田宇太郎は、近現代の文学者たちに敬意を払い、その功績を広めることに努めました。この企画展
では、その顕彰活動のひとつである文学碑建設をテーマに、野田の取組を紹介します。
●会期 11月26日（木）〜令和３年２月28日（日）
※会期中、一部展示替えを予定しています
●時間 午前10時〜午後６時
●会場 野田宇太郎文学資料館展示室（市立図書館内）

わたしの身体はままならない
〈障害者のリアルに迫るゼミ〉特別講義

新刊紹介

石田祐貴ほか／著

10月から、赤い羽根共同募金運動
がはじまります。あなたの周りの
困難を抱えている人を知る
ことが支援につながります。

「脳コワ」さん支援ガイド
鈴木大介／著

医学書院

性同一性障害、薬物依存、知的障がい児の親など、さま
ざまな悩みを持つ人が自分自身を語ります。同じ景色でも
見る人によって見え方が違うことに、あらためて気付かさ
れます。

会話がしんどい人のための

話し方・聞き方の教科書
吉田尚記／著

アスコム

「脳コワさん」と
この本は、人と
は、高次脳機能障
話すことが苦手、
害や精神疾患、認
可能なら会話から
知症など、脳に何
逃げたい、そんな
らかのトラブルを
コミュニケーショ
抱えた人を定義し
ン障害の悩みをも
た言葉です。障が
つ人のためのアド
いにより、どんな
バイス集です。当
ことに困っている
事者はもちろん、
のか、どんな支援がありがたいのかを、 コミュニケーションをうまくとれない
当事者でもある著者が解説します。
人の支援のヒントになる１冊です。
15
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河出書房新社

苦しい時は電話して
坂口恭平／著

講談社

死にたくなるの
は、懸命に生きて
いるから――自ら
も躁鬱病と戦う著
者が、自分の携帯
電話で開設した
「いのっちの電話」。
自殺者ゼロをめざ
して、人の声に耳
を傾けて考えたこととは。

小郡警察署

小郡警察署 ☎73-0110
福岡県警ホームページ
http://www.police.pref.fukuoka.jp

令和２年全国地域安全運動

小郡警察署管内の犯罪・交通事故の発生状況

■R１ ■R２
10月11日（日）〜20日（火）に、全国地域安全運動が実施されます。
40
犯罪のない安全で安心して暮らせる地域社会をめざして、地域で防
30
犯活動に取り組みましょう。
20
①子どもと女性の犯罪被害防止
10
8
10
・出かけるときは、誰とどこに行くのかを保護者に伝える
6
5
2
0
・一人で留守番するときのルールを家族で決めておく
0
空き巣 車上ねらい 部品盗
・危険な場所にいる子どもに声をかける
・夜道では、ながらスマホをやめ、明るく人通りの多い道を通る
○刑法犯発生件数
○交通事故発生状況
・自宅が、オートロックや高層階でも鍵を掛ける習慣をつける
発生件数
②ニセ電話詐欺被害の防止
死者数
・電子マネーカードを購入させる架空請求詐欺に注意
負傷者数
・親族を騙るオレオレ詐欺に注意
※（ ）は、昨年同月比を示す
・身に覚えの無い請求については無視する
・他人にキャッシュカードや通帳を渡さない
・少しでもお金の話が出たら、電話を切り、直ぐに家族や警察に相談する

毎月９日は
防火の日

こちら１１９

（令和２年８月末現在）
38

18

0 1
オートバイ盗 自転車盗

22 21

万引き

161件（−27件）
153件（−51件）
０人（±０人）
213人（−46人）

久留米広域消防本部
三井消防署
☎72-5101ファクス72-5948

火災による死者ゼロをめざして〜命を守る７つのポイント〜

これからの季節は、空気が乾燥し火災が発生しやすくなります。火災を起こさないため、また、火災による死者
を発生させないため、「命を守る７つのポイント」を心がけましょう。
３つの習慣
①寝たばこは絶対しない
②ストーブは燃えやすい
ものから離れて使う
③ガスコンロなどから離
れるときは必ず火を
消す

消 費生活相 談室

４つの対策
①逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置する
②寝具、衣類やカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用
する
③火災を小さなうちに消すために、住宅用消火器などを設置する
④お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を
つくる

小郡市消費生活相談室
☎27-5188

窓口開設日
毎週月〜金曜日
午前９時〜正午、午後１時〜４時

「保険金が使える」という住宅修理の勧誘にご注意！
台風などの災害に便乗して、不必要な住宅修理を契約させられたという相談が寄せられています。

〈相談事例〉
突然訪問してきた業者から「壊れた雨どいを修理しませんか。火災保険が使えるので費用負担はあ
りません。保険の申請も手伝います」と勧誘され、契約書に署名捺印をしてしまった。保険金請求時
に、古くなって壊れていても自然災害と偽って請求するよう言われたので不審に思い、解約を申し
出ると高額な解約料を請求された。

〈トラブルにあわないために〉
・このような勧誘を受けても、すぐ契約をするのはやめましょう。修理箇所が保険の適用対象となるか、まず自分
自身で契約している損害保険会社や代理店などに相談してください。
・保険金請求のサポート手数料の有無や、キャンセル時の違約金といった契約内容について十分確認し、必要がな
ければ勧誘されてもきっぱりと断りましょう。
・災害により被害を受けたら、慌てずに複数の業者から工事の見積りを取り、検討しましょう。契約を急かす事業
者には、特に注意してください。
困ったときは、すぐ相談！
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alth ♥ news
he

コツ コツ

骨骨、カルシウムで
骨を丈夫にしよう！

健康だより

皆さんは骨の健康のために何かしていますか。骨は体を支える柱であり、脳や内
臓などを守り、カルシウムを蓄えるとても大切な役割を担っています。今回は、カ
ルシウムと骨の健康についてお伝えします。

カルシウムの働き
カルシウムは骨や歯を作るだけでなく、筋肉の収縮や神経を安定させる働きがあります。カルシ
ウムが不足すると、体は必要なカルシウムを骨を溶かして補うため、骨や歯が弱くなり、骨折や歯
のトラブルが起こりやすくなってしまいます。

骨量は20歳前後をピークに減少
私たちの骨量は成長期に増加し、20歳前後にピークを迎えます。これを過ぎると
骨量は年齢と共に減少していくので、将来の十分な骨強度を保つためには、20歳前
後までにカルシウムなど骨を作る栄養をしっかりとることが大切です。また、高齢の
女性に多いと思われがちな骨粗しょう症ですが、偏った食事による栄養不足や運動不
足により、年齢・性別を問わず起こることが分かっています。

骨を強くする４つのポイント
①バランスの良い食事
カルシウムの吸収率には、他のミネラルとのバ
ランスが影響します。主食・主菜・副菜をそろえ、
カルシウムとともにビタミンＤやたんぱく質など、
他の栄養素もバランス良くとりましょう。

〈カルシウムを多く含む食材〉
牛乳・乳製品、小魚、大豆製品、
葉物野菜、海藻類

〈ビタミンＤを多く含む食材〉
魚（鮭・サンマなど）
きのこ類（干し椎茸、きくらげなど）

③加工食品（リン）のとりすぎに注意
リンは、骨や歯の正常な発達に必要不可欠な成
分ですが、過剰に摂取するとカルシウムの吸収が
阻害されます。近年は、加工食品の食品添加物と
して使われているリン酸塩の摂取が多くなってい
ます。インスタント食品、ハムやソーセージなど
の加工食品、お菓子や清涼飲料水をとることが多
い人は注意しましょう。

④骨に刺激を
骨をつくる細胞は、重力に逆らう縦方向の
刺激が加わることで活性化し、強さを増しま
す。ウオーキングやジョギングなど、かかと
に刺激を与える運動がおすすめです。日常生
活の中でできるだけ運動量を増やすように心
がけましょう。

リンは、魚介類や穀類、卵、乳、豆などに広
く含まれているため、不足することはほとん
どありません

骨粗しょう症の診断を受けている人や関
節に痛みがある人、高齢の人は、主治医
の指示に従ってください

●問合せ先

あすてらす
健康相談室の案内
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②ビタミンＤで効率アップ
ビタミンＤにはカルシウムの吸収や定着を
助け、カルシウムが排出されるのを防ぐ働き
があります。ビタミンＤは日光を浴びること
で体内でも作られます。適度に日光を浴びる
ことも心がけましょう。
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健康課健康推進係☎72-6666

健康相談（予約制）、血圧測定、検尿などを行っています。
お気軽にお越しください。☎72-6682 毎週月〜金曜日
午前９時〜11時 午後１時〜４時（あすてらす休館日を除きます）

発見！おごおり遺産

語を音写した﹁僧伽藍摩︵そうぎゃらん
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郡市寺福童は︑地名から分かる

寺 福 童 で は ︑ 現 在 ４ か 所 の﹁ガ ラ ン

ま︶﹂を省略したものです︒元は僧侶が

禅 福 寺 ﹂ と い い ︑﹁蓋 千 年 之 寺﹂
︵建 て

さん﹂が確認されます︒左上の写真は︑

とおり︑中世に大型の寺院が存

られて千年程の寺︶で︑﹁中古為兵火失

禅福寺のやや南にあり︑２基の自然石

集まって修行する清浄な場所という意

厥﹂
︵ 古 い 時 代 の 戦 い で 焼 失 し た ︶と 伝

を祀ったものです︒左下の写真は︑福

在していたと想定されています︒禅福

えられます︒この﹁海雲山善福寺﹂の名

童原古戦場にあるものです︒これは︑

味で︑後に寺院または寺院の主要建物

前は︑隣接する福童神社にある弘治３

寛 延 ２ 年︵ １ ７ ４ ９ ︶に 書 か れ た﹃ 寛 延

寺 境 内 に あ る 寛 政 ２ 年︵ １ ７ ９ ０ ︶ の

年︵１５５７︶の木板にも登場します︒

記 ﹄に﹁が ら ん 神﹂と し て 登 場 し ︑ 昭 和

群を意味するようになりました︒

なお︑現在の禅福寺は︑江戸時代に再

４年︵１９２９︶に書かれた﹃史蹟名勝

じ

興されたものです︒このいにしえの寺

天 然 記 念 物 調 査 報 告 書 第 四 輯 ﹄に は ︑

呼んでガランサンと称す﹂﹁歯痛ある時

こう

院禅福寺は︑広大な寺領を持っていた

﹁正 面 に 一 円 相 を 描 き ︑ 下 に 梵 字 あ れ

まず地名に︑﹁大門口﹂があります︒

祈 願 す れ ば 治 癒 し ﹂と あ る こ と か ら ︑

しゅう

と考えられますが︑その手掛かりが現

ども摩滅して字体明瞭ならず︒里人︑

これは寺福童の南端に位置し︑当時大

これらの﹁ガランさん﹂の場所には何

古くから信仰の対象であったことが分

﹁入 口 橋﹂は ︑ 地 元 に は﹁禅 福 寺 の 入 口

らかの建物︵伽藍︶があった可能性も考

きな山門が存在していた名残と推定さ

だ っ た か ら ﹂と い う 伝 承 が あ り ま す ︒

えられますが︑詳細は不明です︒現在

かります︒

そして︑最も色濃く大寺院の存在を現

も続く信仰が︑いにしえの寺院の存在

文化財課☎７５・７５５５

在に伝えるのが︑﹁ガランさん﹂と呼ば

問合せ先

を今に伝えています︒
ガラン︵伽藍︶とは︑サンスクリット

が らん

れる石の存在です︒

れます︒また︑地域内の水路にかかる

だい もん ぐち

地に残されています︒

石塔の銘によると︑その寺は﹁海雲山

小

ガランさんと禅福寺
福童原古戦場のガランさん

ガランさんと禅 福寺
No.20

前回までは、テーマに沿ったおごおり遺産を取り上げました。
今回からは、一つのモノやコトに焦点を当て、地域のあゆみをよ
り深く掘り下げていきます。

禅福寺南側のガランさん

おごおり遺産とは？》》近年の市内調査で「再発見」した文化遺産＝市民のたからのこと

living information

申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

くらしの情報

ホームページ

市役所☎72-2111（代表）
73-4466

お知らせ

01

令和３年成人式について

申 子ども育成課医療・手当係☎72-2111 72-7481
〒838-0198 小郡市小郡255-1 iryote@city.ogori.lg.jp

令和３年の成人式は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、規模を縮小して式典のみを２部
制で行います。なお、今後の状況によって変更す
る場合があります。
★日時 １月10日（日）
【第１部】三国中校区
式典：午後０時30分〜１時
（受付午前11時30分〜）
【第２部】小郡中・大原中・立石中・宝城中校区
式典：午後２時30分〜３時
（受付１時30分〜）
★会場 文化会館大ホール
★対象 平成12年４月２日
〜平成13年４月１日生まれの人

案内状を送付します
11月下旬に、小郡市に住民登録している人
（外国人含む）に対し案内状を送付します。市
外在住者が案内状の送付を希望する場合は、
下記の手続をお願いします。
★市外在住者の案内状の申込について
電話・ファクス・はがき・Ｅメールの
いずれかで、①名前（ふりがな）②生年月
日③案内状送付先④電話番号⑤出身小・
中学校名⑥「成人式参加」を明記し、申込
み
※③が新成人の現住所と異なる（実家など）
場合は、受取人名も記入してください

身近なところから「健康づくり」はじめてみませんか

02 食生活改善推進員養成講座
健康課健康推進係☎72-6666
食生活に関する正しい知識を学び、自分や家族、地域のために、健康づくり活動を
行う「食生活改善推進員（ヘルスメイト）」を養成する教室です。受講後は小郡市の食生
活改善推進員の組織である「小郡市健康を守る母の会（通称：健母（けんぼ）の会）」に所
属し、学習を継続しながら、健康づくり活動に一緒に取り組んでみませんか。
申

★対象

市内在住で、受講修了後に食生活
改善推進員として活動できる人
★定員 12人（先着順）
★会場 あすてらす
★時間 午前９時30分〜11時30分
★参加費 無料（別途テキスト代2,000円）
★申込方法 窓口・電話
★申込締切 10月30日（金）
資格講座や料理教室ではありませんの
でご注意ください。

期日

11月６日（金）

開講式、食生活改善推進員の役割

12月４日（金）

バランスのとれた食事（調理）

11月20日（金）
12月18日（金）
１月８日（金）
１月22日（金）
２月５日（金）
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国民の健康状況、健康日本21

栄養の基礎知識、年代別の食育
生活習慣病予防のための食事
献立作成と調理（調理）
食品衛生

２月25日（木）
健康を守る母の会研修会へ参加
または26日（金） （調理）
３月５日（金）

３月19日（金）

19

内容

生活習慣病予防のための運動

これからの活動の進め方、閉講式

くらしの情報

講演会

05 国際理解講座

10月19日〜25日は行政相談週間です

03 行政相談を

「ベトナム」

おごおり国際交流協会事務局
（総務広報課内）☎72-2111 73-4466
〒838-0198 小郡市小郡255-1
danjokyodo@city.ogori.lg.jp
申

豊かな自然に恵まれた活気あふれる国・ベ
トナム。外国文化への理解を深め、楽しく交
流しましょう。感染症対策のため、料理教室
は行わず、講演会のみ実施します。
※講師や内容が変更になる場合があります
★日時 10月18日（日）
午前10時〜11時30分
★会場 人権教育啓発センター１階大集会室
★講師 ズイン・トランさん
★参加費 無料
★定員 30人（先着順）
★申込方法 電話・ファクス・はがき・Ｅメ
ールで①氏名②住所③電話番号をお知らせ
ください
★申込締切 10月15日（木）／午後５時

お知らせ

06 潜在保育士研修

「SBARを活用して
保育のスキルアップ」

申
保育所・幼稚園課保育支援係
☎72-6666

保育士資格・幼稚園教諭免許を持ち、保育
士として就労を考えている人を対象に、保育
現場で活用できる研修を行っています。参加
者特典もあります。詳しくは市ホームページ
（ホーム▶子育て・教育▶子育て支援▶潜在
保育士研修）をご覧ください。
※SBARとは、要領よく報告する報告の仕方
のことです
★日時 11月16日（月）
午前10時〜11時30分
★会場 あすてらす研修室１
★参加費 無料（要申込）
★託児 無料

ご利用ください

申

総務広報課総務広報係☎72-2111

国や県が行う業務の苦情や要望について、
月１回、行政相談を実施しています。（要申
込）
★日時 毎月第１月曜日
（祝日の場合は翌開庁日）
午前10時〜午後３時
※次回は10月５日
（月）
★会場 北別館２階第二研修室
※会場は変更になる場合があります

11月は福岡県「食育・地産地消月間」

04 食育講演会

「いつものごはんで
免疫力アップ」

健康課健康推進係☎72-6666
食事で免疫力を高める健康づくりについて
考えてみませんか。
講師は、電子レンジ調理の第一人者で、
「にんたまジャム」や「マグカップごはん」で注
目を集める村上祥子さんです。
食育とは
・生きるうえでの基本であって、知育、徳育
及び体育の基礎となるべきもの
・さまざまな経験を通じて「食」に関する知識
と「食」を選択する力を身につけ、健全な食
生活を実践することができる人を育てるこ
と
★日時 11月16日
（月）
午後１時30分〜３時
（受付１時〜）
★会場 あすてらす
視聴覚室
★講師 村上祥子さん
管理栄養士
料理研究家
★定員 45人（先着順）
★参加費 無料
★申込方法 電話
★申込締切 11月２日
（月）
申

広報おごおり R２・10・１
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女性再チャレンジ支援事業

08 「ファイナンシャルプラン

ナー３級」資格取得講座

生涯学習課社会教育係（生涯学習センタ
ー内）☎72-2111 73-5222
〒838-0142 小郡市大板井1180-1
ogori-sg@awg.bbiq.jp

募集

07 「南北朝・菊池一族

歴史街道プロジェクト」
統一ロゴマーク募集

申

ファイナンシャルプランナーは、主に相談
者の資産運用の相談に応じ、家計にかかわる
金融・税制・不動産・住宅ローン・保険など
といった総合的な資産設計や運用法をアドバ
イスする専門家です。
★期日 11月12・19・26日、12月３・10・
17日、１月14・21日（全て木曜）
★時間 午前10時〜正午
※１月24日（日）が直近の受験日です
★会場 生涯学習センター（受験は別会場）
★対象 育児や介護などで職業からいったん
離れ、再び社会活動を考えている女性、ま
たはキャリアアップを考えている女性
★定員 20人程度（抽選）
★受講費 3,200円
※別途テキスト代3,000円程度
★託児 あり（１歳〜未就学児を５人まで）
★託児費 １日につき一人100円
（８日間分前納）
★申込方法 窓口・ファクス・はがき・Ｅメ
ールで、①氏名（ふりがな）②住所③年齢④
電話番号⑤託児の場合、お子さん氏名（ふ
りがな）・年齢を明記し、申込み
★申込締切 10月30日（金）／午後５時必着
※メールの場合、３日以内に返信がないとき
はご連絡ください

介護をする皆さんのつどいの場

09

介護家族のつどい

長寿支援課地域包括支援係☎72-2111
同じ立場の仲間同士で話しませんか。
★日時 10月16日（金）
午後１時30分〜２時30分
★会場 人権教育啓発センター

21
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「南北朝・菊池一族歴史街道プロジェ
クト」統一ロゴマーク選考委員会事務局
（㈱熊本日日新聞社業務推進局地域創成推
進部）☎096-361-3226
〒860-8506 熊本市中央区世安町172
応募

現在の熊本県菊池市
周辺を拠点に活躍し、
南北朝時代における南
朝側の一大勢力を築い
た武将・菊池武光。そ
の生誕700周年となっ
た令和元年、一族とゆ
かりのある５自治体
（久留米市・八女市・
小郡市・うきは市・大
刀洗町）と菊池市で「南北朝・菊池一族歴史街
道推進連絡協議会」が発足しました。今後、
協議会で連携して広域での地域活性化プロジ
ェクトを進めていきます。菊池一族の華々し
い活躍と、歴史を切り開こうとした情熱、そ
して広域での共同プロモーションをイメージ
させるロゴマークをお待ちしています。
★募集内容
・同協議会の広域観光プロモーション素材に
活用できるロゴマーク（イラスト可）
・未発表のオリジナル作品に限る
・応募は１人（１グループ）１点まで
・高校生以下は保護者の同意を得ること
★賞金 最優秀賞（１点）10万円
★応募方法
【郵送】応募用紙と作品を郵送
【デジタルデータ】応募フォーム（https://zfr
mz.com/4mp33MSGOoBO7fRM7R8F）か
ら投稿、またはデータメディアを郵送
※詳しくは、公式ホームページ
（https://www.city.kikuchi.lg.jp/
ichizoku/）をご覧ください
★応募締切 11月２日（月）必着
★結果発表 11月下旬

お知らせ
月は里親月間です

親の病気や虐待などのさま

月８日︵日︶

けのアクセサリーができます︒
れた出土品によってうかがい

した古墳や︑そこから発掘さ

リートークとも事前に申込を

大防止のため︑観覧・ギャラ

新型コロナウイルス感染拡

日時
知ることができます︒本企画

午前

分

時

お願いします︒

時〜
展では︑福岡で活躍した古代

会期
時間
観覧料
会場

９月
〜

月

午前９時

分

日︵日︶
分

〜午後４時
無料

九州歴史資料館

☎７５・９５７５

灰塚みゆき彫塑作品展

点

無料

分

月３ 日︵火・祝 ︶
分間
各回

月 ７日︵水︶

職場のハラスメント
集中相談会

日時

８日︵木︶

午前９時〜午後８時

面談︑電話

無料︵申 込不要 ︶

県筑後労働者支援事務

相談方法

相談料

会場

所︵久留 米総合 庁舎１ 階︶

☎３０・１０３４

ふくおか子育て
マイスター認定研修会

地域の子育てを応援したい

歳以上を対象に︑子育て支

す︒

月

︵火︶・ ︵水︶・ ︵金︶

時間︶

久留米シティプラザ

︵全 ７ 回 ︑ 計

会場

︵久 留 米 市 六 ツ 門 町 ︶

﹁ふ く お か 子 育 て マ イ ス

歳現役

☎０９２・４８１・１３１２

応援センター内︶

タ ー﹂コ ー ナ ー︵県

申

︵木︶・

日︵ 水 ︶・

援に関する研修会を開催しま

人︵先着順 ︶

期日

︵木︶・ ︵水︶・

電話・ファクス・

号をお知らせください

Ｅメールで︑氏名・電話番

申込方法

約
※
定員

①午後１時〜②午後２時〜

日時

ギャラリートークを開催

入場料

マなど

日のヴィーナス︑ユースト

最終日は午後３時まで
※
展示作品 立志凌雲像︑日曜

〜午後４時

※月 ２日︵月︶は 休館
時間 午前９時

〜８日︵日︶

月１ 日︵日︶

分〜︶

︵受 付 ９ 時

対象

かします︒

会期

暮らすことのできない子ども

水筒・タオル

マスク着用
１００円︵当日徴収︶

埋蔵文化財調査セン

日︵火︶

豪族の姿を出土品から解き明

保護者は送迎のみでお願い
※
します

たちを自らの家庭に迎え入れ︑

市外在住者も参加可
※
定員
人︵先着順︶

ざまな理由により親と一緒に

家庭的な環境で育てるのが
持参物

小学生

﹁里 親﹂で す ︒ 安 心 で き る 環 境
参加費

で特定の養育者と生活するこ
とは︑子どもの健やかな成長
① 講 座 名 ② 氏 名︵ふ り が な︶

電話・ファクスで︑

は︑数日から数年までさまざ
③学校名・学年④住所⑤電

申込方法

まです︒少しでも興味のある

話番号⑥保護者の氏名をお

につながります︒里親の期間

人は里親制度について話を聞

月 ６ 日︵火︶〜

知らせください

ター

会場 申

日︵金︶／午後５時

申込期間

いてみませんか︒個別に相談
を受けていますので︑まずは
お電話ください︒
久留米児童相談所
☎３２・４４５８

☎７５・７５５５

ＮＰＯ法人小郡市の歴史
を守る会事務局

申

松崎で生まれ育った灰塚さ

☎８０・１９２０

加え︑新たに制作した小郡と

７５・２７７７

んは︑現在︑小郡特別支援学

８０・１４４０
か つ て 福 岡 の 地 に は﹁ 筑 紫

関連の深い高松凌雲像を展示

npo@ser.bbiq.jp

校で美術を教えています︒今

古代の人が身に着けていた

君 ﹂や﹁ 宗 像 君 ﹂と い っ た 古 代

します︒松崎油屋で彫刻芸術

回の展示は︑今までの作品に

装飾品やまが玉を作ります︒

豪族が独自の勢力を築いてい

ちくご子どもキャンパス
体験学習
﹁やってみよう！
九州歴史資料館企画展
まが玉作り﹂ ﹁福岡の古代豪族﹂

やわらかい滑石が材料なので︑

12

30

40

に触れてみませんか︒

19

27

70

10

30 11

ました︒その姿は︑彼らが残

11

30

25

11

12
11

30

11

20

10

11

18

11

30

30 29

10

10

11 15

10
とても簡単︒世界にひとつだ

60

24

23

くらしの情報

22
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高齢者のためのしごと・
ボランティア合同説明会

職場や地域で活躍したい皆

さんを後押しします︒企業の

日︵水︶／ ① 午 前

分②

50

担当者から直接話を聞くこと

月

分〜午後０時

分〜３時

21

ができます︒

日時

時

久留米シティプラザ展

午後１時

会場

示室︵久留米市六ツ門町︶

人︵先着順︶

40

要予約

赤ちゃんとのコミュニケーションのはじまりに！おくるみを使った育
児法です。
★日時 10月25日（日）／午前10時〜11時
★会場 ひまわり館東野和室1・2
★対象 妊婦の人(初期〜後期)、
生後２か月までのお子さんとその保護者
★定員 ８組（先着順）
★講師 篠原明子さん
（RTA指定スクールPonin ベビーコンシェルジュ）
★参加費 200円
★持参物 バスタオル２枚
★申込方法 10月６日（火）／午前９時から電話受付
※託児はありません

親子体操

要予約

体を動かして心も体もスッキリ！親子でリフレッシュしましょう！
★日時 10月29日（木）
①10時〜10時45分（受付９時45分〜）
②11時〜11時45分（受付10時45分〜）
※どちらか１回の参加です
★会場 ひまわり館東野ホール
★対象 ０歳から未就園児のお子さんと保護者
★定員 各回10組（先着順）
★講師 小田あゆみさん（健康運動実践指導者）
★参加費 無料
★持参物 お茶・汗拭きタオル
★申込方法 10月９日（金）／午前９時から電話受付
※親子で体を動かします。動きやすい服装でお越しください
※託児はありません。きょうだいで赤ちゃんがいる人はおんぶ紐などを
持参してください

救急車を呼ぶか、病院に行くか迷ったとき
プッシュ回線 ＃7119 ☎092-471-0099

小児救急医療電話相談（午後７時〜翌朝７時）
※土曜は正午から、日祝は午前７時から受付
夜間・休日の子どもの病気やけがで
心配なとき
プッシュ回線 ＃8000 ☎37-6116

広報おごおり R２・10・１

40

30 10

【マタニティ広場】おくるみタッチケア

救急電話相談・医療機関案内（24時間受付）

23

各回

至久留米

対象

大保駅

70

歳現役応援センター

（ひまわり館東野内）

県

つどいの広場ぽかぽか

申

うどん屋

西鉄天神
大牟田線

至福岡

久留米オフィス

開室時間

月〜土曜日／午前９時〜午後４時
日、祝日、ひまわり館の休館日お
よび年末年始はお休みです。利用
は無料で、予約不要です。

☎３６・８３５５

つどいの広場 ぽかぽかは、就
学前の乳幼児と、その家族がゆ
っくりと過ごすことができると
ころです。お子さんとおもちゃ
で遊んだり、絵本を読んだりし
て楽しくふれ合ってくださいね。

無料調停相談会

つどいの広場 ぽかぽか
（ひまわり館東野内）
☎75-7077
tsudoi@san.bbiq.jp
市ホームページ
（ホーム▶子育て・教育▶遊ぶ▶
つどいの広場 ぽかぽか）
申

土地・建物・金銭貸借・交

地域子育て支援拠点事業（小郡市）

通事故・離婚・相続などに関

する調停手続の相談に調停委

月８日︵日︶

時〜午後３時

員・弁護士が対応します︒

午前

あすてらす

10

︵申 込 不 要 ︶

日時

会場

久留米調停協会

☎３８・８３００

11

11

ひとのうごき
人

令和２年９月１日現在 （ ）は前月比

口

59,508人（＋11人）

男

28,205人（−17人）

女

31,303人（＋28人）

世帯数

24,918世帯（＋４世帯）

10月の納期
後期高齢者医療保険料
市県民税
国民健康保険税
下水道使用料
介護保険料

納付には便利な口座振
替をご利用ください

広報おごおり
国勢調査の回答は、10月７日（水）までに

インターネット回答または調査票の郵送提
出でお願いします。

国勢調査は、10月１日現在日本に住むす

■発行

べての人・世帯が対象になり、皆さんの暮
す。国勢調査へのご協力をお願いします。

https://www.city.ogori.fukuoka.jp/

小郡市役所
〒 838ー0198 小郡市小郡255ー1
☎７２・２１１１ 73・4466
集 総務広報課総務広報係

10
15 １

人事法制課法制係☎72-2111

■編

kohotoukei@city.ogori.lg.jp
■発行日 令和２年 月 日
︵次号
月 日︶

10

らしを豊かにすることにつながる調査で

広告

広報おごおり R２・10・１
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