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６月１日号

ポピー満開

（味坂ポピー園、５月８日撮影）
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みずから強くなる防災・減災の取組

水害の経験から学ぶ

●問合せ先

総務課防災安全係☎72-2111

近年、全国各地で甚大な被害をもたらす豪雨災害が多発しています。
平成30年７月豪雨では、小郡市でも、観測史上最大となる降雨量を
記録し、各所に大きな被害をもたらしました。
市はこの経験を踏まえ、情報の伝達手段を増やすなど対策を進めて
います。しかし、災害から身を守るには、みずから災害への備えや情
報収集を行うことが大切です。日頃から防災対策に努めましょう。

（平成30年７月、宝満川の水位が上昇し、越水が確認されました）

避

難

「避難」とは、避難所に行くことだけでなく、災害から自分の命を守るための行動です。以下
のことに注意して安全な避難を心がけましょう。

事前の備え

避難場所・避難経路の確認

最寄りの避難所や、安全な避難経路を確認しておきましょう。洪水や台風と
いった災害の種別によって、学校、コミュニティセンター、集会所など開設す
る避難所が異なります。ハザードマップや市ホームページでご確認ください。
ハザードマップを更新！
①水防法の改正により、宝満川
の洪水浸水想定区域を見直し
ました。
②平成30年７月豪雨の課題を踏
まえ、右のとおり避難所を一
部変更しました。

避難所名
小郡市生涯学習センター
シルバー人材センター
緑の里くろつち会館

洪水
◯
◯
◯

変更前

内水氾濫

洪水

◯

×

◯
◯

×

変更後

内水氾濫

×

×
×
×

連絡手段の確認

災害時に家族と一緒にいるとは限りません。また災害時は電話がつながりにくくなり、連絡が取れない場合
があります。家族が集合する場所を事前に決めておき、災害時伝言ダイヤル（171）や災害用伝言版など、複数
の連絡手段を確認しておきましょう。
※災害の種別や地域によっては、屋内の安全な場所に移動することも避難の一つです。また、避難しても「何
も起きなかった」と考えるのではなく、「何も起きなくてよかった」と考えるようにしましょう

地域のつながり

一人暮らしの高齢者や体が不自由な人は、日頃から近所の人、民生委員、介護従事者など
と交流を図り、災害時に対処してほしいことを事前に伝え、地域で協力しながら助け合いま
しょう。

防災グッズの準備

懐中電灯、携帯ラジオ、救急薬品、衣類、非常用食品、飲料水など、持ち出すものをまとめて
おきましょう。
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災害情報の収集

正しい情報の収集は、災害から身を守るための大切な手段の一つです。災害時には情報が交錯することから、
さまざまな手段で最新の情報を収集することが重要です。市は防災行政無線、ホームページ、フェイスブック、
広報車による巡回などで情報を発信していますが、次の手段でも情報の収集ができます。

●緊急速報メール（エリアメール）
市内にあるドコモ・au・ソフトバンクなどの
携帯電話に避難勧告などの緊急性の高い災害情
報（避難所の開設情報など）を一斉送信するシス
テムです。登録は不要ですが、設定方法など、
詳しくは各携帯電話会社にお問い合わせくださ
い。

●Yahoo！JAPAN防災アプリ

県内の地震、台風、大雨などの注意報・警
報情報をメールで受信できます。また、震度
５弱以上の地震が県内で発生
した場合、事前に登録したメ
ールアドレスに対して、自分
の安否を知らせるメールを配
信できます。

●川の防災情報

ヤフー株式会社と協定を結び、ヤフー防災ア
プリを通じて、アプリ利用者へ緊急情報を配信
できるようになりました。ヤフーと小郡市から
の情報を同時に取得できます。

Android版

●防災メールまもるくん

川の水位や河川沿いに設置しているカメラ
映像などを、インターネットを通じてリアル
タイムで配信しています。避難情報が出る前
に川の水位などを確認することで、早めの行
動につながります。

iOS版

●防災行政無線
防災行政無線の放送内容を電話とホームページで確認できるようになりました

①電話＜☎050-5212-5256＞自動音声で確認することができます。
※24時間以内に配信した最新の情報のみ確認できます
②ホームページ〈http://ogori-city.site.ktaiwork.jp〉

放送内容が聞き
取りにくい場合
は、ぜひご利用
ください。

避難のタイミング

国の避難勧告などのガイドラインの改正により、避難情報に新しく「警戒レベル」が追加されました。情報の
意味を直感的に理解できるよう、防災情報を５段階の警戒レベルに分け、とるべき行動を明示しました。
警戒レベル

警戒レベル１

警戒レベル２

警戒レベル３

警戒レベル４

警戒レベル５

避難情報
など

警報級の
可能性

注意報

避難準備
高齢者等避難
開始

避難指示
（緊急）
避難勧告

災害の発生
（可能な範囲で発表）

・自らの避難行動を
確認
・避難場所や避難経
路、避難のタイミ
ングなどを再確認
・避難情報の把握す
る手段を確認

・避難に時間
のかかる高
齢者などは
避難を開始
・その他の人
は避難準備
を開始

・速やかに避
難
・直ちに命を
守る行動を
とる

とるべき
行動
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災害への心構
えを高める
（最 新 の 気 象
情報などに注
意）
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・既に災害が発生し
ており、命を守る
ための最善の行動
をとる

申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

小郡市からのお知らせ

小郡市図書館協議会委員を募集します
1

申

市立図書館☎72-4319

72-3501〒838-0142

小郡市大板井136-1

図書館サービスを向上させるため、市立図書館の運営やサービス内容についてご意見をいただく「図書館協
議会」の委員を募集します。
応募資格 次の全ての要件を満たす人
・満20歳以上の市内在住者（令和元年８月１日現在）
・国や地方公共団体の議員または本市の常勤の職員で
ない人
・本市の附属機関などの委員を３機関以上兼ねていな
い人
・図書館や読書に関心がある人
・平日に開催する協議会（年２回程度）に参加可能な人
募集人数 １人
任期 令和元年８月１日〜令和３年３月31日

活動内容 協議会に出席し、さまざまな観点から
市立図書館の運営、サービスの内容について、
意見を述べていただきます。
応募方法 応募用紙を図書館に持参または郵送
※応募用紙は、図書館・生涯学習センター・各校
区コミュニティセンターで配布しているほか、
図書館ホームページでダウンロードできます
※「応募用紙」は返却しません
募集締切 ６月26日（水）必着
選考方法 書類選考

住民主体型介護サービス事業を補助します
2

申

介護保険課高齢者サービス係（本館１階）☎72-2111〒838-0198

小郡市小郡255-1

高齢者の引きこもり閉じこもり対策として、介護予防（体操やレクリエーションなど）や介護予防講話、教養
講座など、利用者同士が交流できる場を提供し、高齢者の居場所づくりを実施している団体を補助します。
対象 次の全ての要件を満たす団体
・地域住民を主体に構成されていること
・市内に活動拠点があること
・他の制度から、助成や補助などを受けていない
こと
募集団体数 ３団体程度

対象経費

外部講師謝礼、机や椅子などの備品、
消耗品、印刷製本費など
補助額 １団体あたり年額20万円を上限
申込方法 申請書類を窓口または郵送で提出
※書類審査後、結果を代表者へ郵送します
申込締切 ６月14日（金）必着

児童手当・特例給付の現況届を提出してください
3

提出

子ども育成課医療・手当係（北別館１階）☎72-2111〒838-0198

小郡市小郡255-1

現在、児童手当・特例給付を受給している人は、毎年６月に現況届の提出が必要です。対象者に通知を送付
しているので、確認のうえ手続をしてください。なお、現況届の提出がない場合、６月分以降の手当を受けら
れなくなるのでご注意ください。
提出方法
提出締切
必要書類

必要書類を持参または郵送
６月30日（日）消印有効（持参の場合は７月１日（月）まで）
①児童手当・特例給付現況届
②受給者の保険証（写し）
③別居監護申立書（児童と別居している場合のみ）
④その他必要な書類
※公務員の人は、ご自身の職場で手続をしてください
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市内事業所の皆さんへ

消費税対策プレミアム付き商品券の
利用取扱店を募集します
商工・企業立地課商工観光係（南別館３階）☎72-2111

申

10月の消費税率引上げに伴い、低所得者・子育て世帯を対象に「消費税対策プレミアム付き商品券」を販売し
ます。これに伴い、商品券を利用できる取扱店を募集します。
※この商品券は、小郡市商工会が例年発行している「プレミアム付き商品券『将軍藤小判』」
「プレミアム付き住
宅リフォーム券」とは別のものです
■登録できる店
■登録手数料

小売店、飲食店、サービス店などの市内事業所
無料

■申込方法
市ホームページ（ホーム▶イベント・観光・産業▶商工業▶消費
税対策プレミアム付き商品券の利用取扱店を募集します）の「登録申
込入力フォーム」に必要事項を入力し、送信してください。
＜市ホームページで申込みができない場合＞
窓口に振込口座（金融機関名、本・支店名、預金種類、口座番号、
口座名義）が確認できるものを持参し、お申し込みください。
※これらの方法で申込みができない場合は、お問い合わせください
■申込締切

申込みの際に提供いただいた
情報は、消費税対策プレミアム
付き商品券事業の各種連絡、運
営管理などに利用するほか、店
名や住所などは、取扱店一覧チ
ラシに掲載し、市ホームページ
などに掲載します

６月25日（火）

■換金方法（予定）
市が委託する業者に必要書類を郵送し、後日口座に振り込みます（郵送料・振込手数料は市が負担）。振込
は、おおむね１か月に１回を予定しています。
※申込受付後、取扱店へ取扱店登録通知書を郵送します。その際に、換金方法の詳細をお知らせします

《消費税対策プレミアム付き商品券の概要》
発行券種

１冊500円×10枚組（販売価格4,000円）

販売期間（予定）

令和元年10月１日（火）〜令和２年１月31日（金）

発行総額

利用期間（予定）
商品券の利用対象
にならないもの
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約２億４千万円

令和元年10月１日（火）〜令和２年２月29日（土）
●出資や債務の支払
（税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など）
●換金性の高いものの購入（有価証券、ビール券、図書券、切
手、印紙、プリペイドカードなど）
●たばこ事業法第２条第３号に規定する製造たばこの購入
●事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入商品などの
購入、事業用資産のリフォーム代金の支払など
●不動産に関する支払（土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料
（一時預かりを除く）など）
●現金との換金（おつりを含む）、金融機関への預入れ
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に
規定する営業に関する支払
（料亭など明らかに飲食の提供が主な目的の店を除く）
●特定の宗教・政治団体に関するもの
●公序良俗に反するもの
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商品券の概要を
ご確認のうえ、
お申し込みくだ
さい

問合せ先

秘書広報課男女共同参画推進室 ☎722111

2019年度男女共同参画週間キャッチフレーズ

「男女共同参「学」」
「知る 学ぶ 考える 私の人生 私がつくる」
毎年６月23日から29日の１週間は、「男女共同参画週間」です。
今年度は「学び」を通じて、女性も男性も一人ひとりが、多様なライフキャリア（人生設計）の形成と選択がで
きる社会を実現するためのキャッチフレーズになっています。
性別にかかわらず「学び」を通じて、一人ひとりの意欲と希望に応じた多様な生き方が選択・実現できるよう
に、今の私たちに何が求められているか考えてみましょう。

自分の生き方を自分で選択するために
無意識のうちに「女だから」
「男だから」と決められた役割に縛られたり、ハンデを感じ
て諦めたり、やりたいことをやれないと感じていませんか。一人ひとりが個性や持ち味を
生かし、自立して生きていくことが大切です。
自分で生き方を選択するためには、自分の将来について考え、学ぶ機会をもつことが必
要です。職業の選択だけではなく、結婚、出産、育児、介護などのライフイベントを踏ま
えた生活について考えてみましょう。

参加無料

小郡市男女共同参画セミナーのお知らせ

託児無料

手話通訳

主役はわたしたち 〜令和の時代のまちづくりと男女共同参画〜
日時
会場

６月29日（土）／午後２時30分〜４時

人権教育啓発センター
１階大集会室
※参加申込不要
講師

無料託児を受付中
生後３か月（首がすわって）
〜未就学児
申込方法
電話、ファクス、Eメールのいず
れかで①お子さんの氏名（ふりが
な）・年齢・性別②住所③電話番
号を明記し、申込み
申込締切 ６月21日（金）／午後５時
対象

村山 由香里さん

小郡市男女共同参画
社会審議会会長
託児申込・問合せ先
秘書広報課男女共同参画推進室
☎72-2111 ファクス73-4466
Ｅメールdanjokyodo@city.ogori.lg.jp

おごおり女性ホットライン

☎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 R１・６・1
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人権・部落問題シリーズ

No.415

あなたの相談パートナー
人権擁護委員を紹介します

小郡市では、各小学校区に１人、
合計８人の委員が活動しています。
名

小学校区

人権擁護委員とは
人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受けて活動する民間の
ボランティアです。法務局と連携して、地域の皆さんからの
人権相談を受け、問題解決のお手伝いや、人権侵害被害者の
救済、地域の皆さんに対する人権についての啓発活動などを
行っています。

主な活動内容
●相談

月１回、人権教育啓発センターで、人権に関する相
談に応じています。次回の開催は７月19日（金）です。
※相談日は、広報お知らせ版掲載の「各種相談」をご
覧ください

●救済

人権を侵害された人からの申告を受け、法務局職員
と協力して調査・処理にあたります。調査により人
権侵犯が認められた場合は、救済措置などが行われ
ます。

●啓発 「人権の花運動」や「人権教室」、「全国中学生人権作
文コンテスト」などを通して、人権の大切さを多く
の人に知ってもらい、考えるきっかけとするため、
さまざまな活動を行っています。

前

東野校区

山下

健志

大原校区

有川

政次

味坂校区

永利眞由美

三国校区

永水

京子

立石校区

杉

哲哉

のぞみが丘校区

川野裕佳子

小郡校区

林田

一徳

御原校区

中村

隆一

“思いやりの心”
を伝える「人権教室」

人権の花運動
「命の大切さ」や「相手への思いやりの心」を育むこと
を目的に、子どもたちが協力して“人権の花ひまわり”
を育てています。風船につけて飛ばした種は、子ども
たちが書いたメッセージとともに風に乗って各地へ届
きます。
種を拾った人から届いた手紙をご紹介します。「11
月に朝倉の実家に帰ると畑に風船を見つけました。三
国小学校３年生の皆さんが大事に育てたひまわりの種
は、昨年の大災害でしおれていた私の心を勇気づけて
くれました。」と感謝の言葉がつづられていました。
手紙を受け取った児童は、温かい気持ちになり、人
と人とがつながる大切さを感じることができたのでは
ないでしょうか。

毎年、市内の小学校２校で実施

電話でも人権相談ができます
最寄りの法務局職員または人権擁護委員が電話相談に応じます。相談は無料で、秘密は守られます。
受付時間 平日午前８時30分〜午後５時15分
●みんなの人権110番
ナビダイヤル
☎0570-003-110
●子どもの人権110番
フリーダイヤル ☎0120-007-110
●女性の人権ホットライン ナビダイヤル
☎0570-070-810
●問合せ先
9
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人権・同和対策課☎72-2111

絵本に出てくるコロッケが
小・中学校の給食に登場！

大きく育て！
七夕枝豆

4.23
tue

「子ども読書の日」である４月23日、絵本に登場す
るメニューを給食で味わえる、「ものがたりレシピを
いただきます」が、市立小中学校で開催されました。
今年採用されたメニューは、絵本「11ぴきのねことあ
ほうどり」から、ジャガイモたっぷりのコロッケ。御
原小学校１年生の教室では、読み聞かせで絵本の世
界を楽しんだ後、さっそくみんなで協力しあって配
膳。「いただきます！」と、笑顔でコロッケを堪能し
ました。まるで絵本のねこが作ったようなコロッと
丸いコロッケ。みんなはあほうどりのように、あっ
という間に完食していました。

5.13
mon

味坂保育園の園児が、七夕枝豆の種まきを行いま
した。
七夕枝豆とは、おはらいを受けた種を使って育て
た枝豆のことで、市の特産品化をめざしています。
農場で受け取った黒い種を見て「本当に枝豆がなる
の？」と不思議そうに話す園児たち。「はやく食べた
い」と種まきにいそしんでいました。
枝豆は７月に収穫され、収穫祭などのイベントも
予定されています。

23,000平方メートル
にポピー100万本

柔道の県大会で優勝！
次に狙うのは日本一！

5.17
fri

第39回福岡県少年柔道大会の個人５年生男子の部
で優勝を果たした、小郡小５年の篠﨑道栄（どうえ
い）さんが、市長に結果を報告しました。これまでも
大きな大会で優勝経験のある道栄さん。今回も会場
中に響き渡る声を出しながら試合に挑み、得意技の
払い腰をキメながら、勝利を掴み取りました。週４
回の練習を「楽しい」と語る道栄さんの力の源は、大
好きな お肉 だとか。夢の日本一に向けて、次は全
国大会につながる試合に出場します。ちなみに従妹
は、日本一にも輝いた篠﨑英夢（えむ）さん。続々と
好成績を収める篠﨑ファミリーに要注目です！

5.11

5. 12
sun

sat

味坂ポピー園で「味坂
ポピー祭り」が開催され、
多くの人でにぎわいまし
た。
地元特産物コーナーや
出店などが並ぶ会場では、
スケッチ大会を同時開催。
子どもならではのカラフ
ルな作品が多くみられ、
100万本のポピーを思う
存分楽しんでいました。

広報おごおり R１・６・1
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図書館だ より

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）

あなたの考えや思い、ちゃんと相手に伝わっていますか？
今月は、「伝える」技術を磨くための新刊をご紹介します。

５日間で言葉が「思いつかない」
「まとまらな
い」
「伝わらない」がなくなる本
ひきた

よしあき／著

「９マス」で悩まず書ける文章術
山口

拓朗／著

大和出版

自分の考えをすらすらと文章にでき
たら、どんなに素晴らしいことか。こ
の本は、読まれる文章に何が必要なの
かを丁寧に教えてくれます。書くのが
苦手な人にとって救世主になる１冊で
す。

現役コピーライターが教える言葉の
表現力を鍛えるための指南書。交渉や
プレゼンで「私には豊かな語彙力も表
現力もない…」と諦めているあなたで
も、たった５日間で自信が持てるよう
になるかもしれません。

数字で話せ
斎藤

広達／著

総合法令出版

ぼくがゆびをぱちんとならして、
きみがおとなになるまえの詩集

PHP研究所
物事を伝えるとき、「すごい」などの
漠然とした表現だと、相手が具体的に
イメージできず、結果、伝わらないと
いうことがあります。数字を使ってわ
かりやすく伝えるワザを、とくに数字
に弱い文系人間に向けて書いた本。

斉藤

倫／著

福音館書店

表現力を磨くには、言葉のプロた
ちが書いた文章をたくさん読むこと
が大切です。この本は、物語のよう
に気軽に読める、詩を楽しむ本で
す。

ブックリサイクルのご案内
除籍した本や雑誌をお譲りする
ブックリサイクルを行います。
●日時 ６月22日（土）
午前10時30分〜午後４時
●会場 文化会館小ホール
こと

●注意

・本を持ち帰る袋などは、各自ご用意ください
・持ち帰る冊数に制限はありませんが、多くの人が利用
できるようご協力をお願いします
・当日残った本などは、６月23日（日）／午前10時から図
書館ロビーで配布します

だま

あなたの言霊を詩に−第30回野田宇太郎生誕祭献詩募集−
小郡市出身の詩人、野田宇太郎の功績を記念して行う「野田宇太郎生誕祭」は今年で30回目を迎えます。
今年は、特別賞を用意して献詩を募集します。
●応募資格 小学生以上
●応募部門 小学生の部、中学生の部、一般の部（高校生以上）
●応募要項 ・日本語による自由詩で、オリジナル・未発表の作品
・応募は１人１作品
・原稿は縦書き。手書きの場合は、400字詰め原稿用紙を使用して３枚以内。パソコンの場
合は、20字×20行の縦書き３枚以内で作成。いずれの場合も必ず自筆のサインを記入
●表彰 10月27日（日）開催の野田宇太郎生誕祭で表彰します
特別賞１人、各部門一席１人、二席３人、三席５人を表彰し、賞状・賞品を贈呈
●応募方法
図書館などで配布している募集チラシ裏面の応募用紙を図書館カウンターに持参、または郵送
※ファクス・Ｅメールでの応募は受付不可
※作品は原則として返却しません
※入選作品の著作権は野田宇太郎顕彰会に属します
●応募締切 ９月７日（土）消印有効
●送付先・問合せ先 野田宇太郎文学資料館（市立図書館内）〒838-0142 小郡市大板井136-1☎72-7477
11
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「0歳期教育推進事業」熊丸 みつ子さん 親子あそび教室♪
楽しく・あそんで・ふれあって 大丈夫！子育て順調よ！
●申込・問合せ先

●日時
●会場
●対象
●講師
●定員

小郡市青少年育成市民会議事務局（子ども育成課内、北別館１階）
☎72-2111 ファクス72-7481 Ｅメールsyogai-katei@san.bbiq.jp

６月24日（月）
午前10時〜正午（受付９時30分）
文化会館小ホール
首がすわってから未就園児までの家族、
関心のある人
熊丸みつ子さん
50組程度（先着順）

●持参品 お茶（動きやすい服装）
●参加費 無料
●申込方法 窓口・ファクス・Ｅメールのいずれかで、
①講座名「親子あそび教室」②参加者の氏名③参加人
数④電話番号を明記し、申込み

家庭教育学級７月学習会 生活習慣と学習行動の関連について
●申込・問合せ先

子ども育成課医療・手当係（北別館１階）☎72-2111
Ｅメールsyogai-katei@san.bbiq.jp

ファクス72-7481

規則正しい生活リズムと食習慣は、一日のやる気と元気の源です。子どもの健やかな成長の基本について考
えながら、学び合いの時間にしませんか。
●日時

７月12日（金）
午前10時〜正午（受付９時40分〜）
●会場 生涯学習センター会議室
●対象 子育て中の保護者、講座に興味のある人
●講師
田末子さん、松葉智子さん
●受講費 300円（要申込）

●託児 無料※７月３日（水）までに申込み
●申込方法 窓口・ファクス・Ｅメールのいずれかで、
①住所②氏名（ふりがな）③年齢④電話番号⑤託児の有
無⑥託児希望の子どもの氏名（ふりがな）・年齢・性別
を明記し、申込み

令和元年度「少年の主張福岡県大会」作品募集
●申込・問合せ先

●対象

小郡市青少年市民育成会議事務局（子ども育成課内、北別館１階）☎72-2111
〒838-0198 小郡市小郡255-1

県内の中学校に在籍する人、およびこれに
相応する学籍または年齢の人
●応募方法 原稿用紙（400字）４枚程度を持参
または郵送
※原稿の１枚目に学校（校名、所在地、学年、学級）、
氏名（ふりがな）、住所、性別を記入
●応募締切 ６月21日（金）必着
※応募原稿は返却しません
●大会日時 ９月７日（土）／午後１時〜
●会場 田川文化センター（田川市）

●発表内容
・社会や世界に向けての意見、未来への希望や
提案など
・家庭、学校、社会（地域活動）、身の回りや友
達との関わりなど
・テレビや新聞などで報道されている少年の問
題行動、大人や社会のさまざまな出来事に対
する意見や感想、提言など
・少年らしい自由でユニークな発想で、飾り気
のない言葉でまとめたもの

広報おごおり R１・６・1
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2019土曜の学び 小郡市民講座受講生募集
●申込・問合せ先

期

生涯学習課社会教育係（生涯学習センター内）☎72-2111
Ｅメールogori-sg@awg.bbiq.jp

日

テーマ

講

７月20日（土）「歴史とつながるまちづくり」

ファクス73-5222

師

加地良光市長

８月31日（土）

「美腸が幸せを呼ぶ」
〜腸内環境とカラダの話〜

くるめ病院看護師長
中垣照美さん

９月28日（土）

「戒律とはいかなるものか」
〜艦真の眼を通して見える世界〜

信覚寺住職
渡邉如心さん

10月26日（土）

「マインドフルネスで脳をクリアにして
マインドマップの描き方を学ぼう！」

イメージコンサルティングMARS代表
中川由美子さん

11月30日（土）

「自分に合った珈琲の淹れ方講座」
〜おウチDEカフェのすすめ〜

Morrow珈琲店主
三宅淳司さん

●時間 午前10時〜正午
●会場 生涯学習センター会議室
●対象 市内在住・在勤の人
●定員 50人（抽選）
●受講料 1,000円（全５回分）
※支払後の返却はできません

●申込方法 窓口・ファクス・Ｅメールのいずれかで、
①講座名「小郡市民講座」②住所③氏名（ふりがな）
④年齢⑤性別⑥郵便番号⑦電話番号を明記し、申込み
※電話申込みは不可
●申込締切 ６月28日（金）
／午後５時必着

６月の会員作品常設展示
●展示内容

書道一部

●会場

皆さんのご来場をお待ちしています。

生涯学習センターエントランス

第13回小郡市文化協会芸術祭
小郡市文化協会に所属する指導者が、伝統芸能の道を極めた熟練の技を披露します。
●期日 ６月16日（日）
●会場 文化会館
●入場料 無料
【ステージ部門】大ホール（全席自由）
●時間 正午〜（開場午前11時30分）
●内容 日本舞踊（藤間流・花柳流）、
吟詠（豊晃吟道会・岳翠会）、
謡曲（喜多流・観世流）、社交ダンス、着付、
ソプラノ独唱
【展示部門】ホワイエ
●時間 午前10時30分〜午後３時30分
●内容 華道（池坊・草月流）、書道（漢字・かな）、
絵画（水墨画・絵手紙）、写真、手芸
【お茶席（裏千家）
】ホワイエ
●時間 午前10時30分〜午後２時
※当日100円で販売（数量限定）

13
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かくま

せなん

山下 駈真くん

高松 珊奈ちゃん

H28.６.24

６月

けいと

白水 啓智くん

H26.６.９

のりもの大好きな駈ちゃ
ん、３歳おめでとう！皆
でいろんなのりものにた
くさん乗って、いろんな
所に行こうね！

５歳の誕生日おめでとう
！これからも弟と仲良く
遊んでね！５歳の１年も
楽しもうね^ ^

らん

永渕 鈴乃ちゃん

すずの

北島 蘭ちゃん

H30.６.30

H28.６.24

大好きな啓智くん１歳の
お誕生日おめでとう！優
衣ちゃんと仲良くすくす
くと育ってね。パパ、マ
マより

H29.６.24

らんらん３歳おめでとう
(^^)いつも笑わせてくれ
てありがとう★これから
も元気に大きくなってね
！

みゆ

お誕生日おめでとう！い
つも可愛い笑顔で周りを
癒してくれてありがと
う！
！

えいた

池上 心結ちゃん

おうすけ

丸山 瑛大くん

H28.６.９

丸山 煌介くん

H26.６.８

みゆちゃん３歳おめでと
う♪いつも皆をくすっと
笑わせてくれる可愛いみ
ゆちゃんが大好きだよ★

H28.６.４

お誕生日おめでとう。い
つも元気で楽しく、笑っ
ていてね。

あおと

お誕生日おめでとう。い
つも素敵な笑顔をたくさ
んありがとう。

かむい

吉岡 蒼叶くん

そうま

高野 翔夢くん

H28.６.18

古川 颯真くん

H29.６.14

蒼ちゃん、お誕生日おめ
でとう！いつもニコニコ
笑顔を見せてくれてあり
がとう。これからも元気
いっぱい遊ぼうね！

H28.６.25

お誕生日おめでとう♪元
気で明るいかむいが大好
きだょ！ずっと笑顔がキ
ラキラなかむいでいてね
☆

ひな

ちはな

藤田 陽菜ちゃん

堺 千花ちゃん
H28.６.29

H28.６.13

お誕生日おめでとう♪パ
パもママも、陽菜の笑顔
に癒されてるよ☆これか
らも楽しい思い出たくさ
ん作ろうね☆

ちぱ！３歳のお誕生日おめ
でとう！おしゃべりもお歌
も上手になったね♪早くか
っこいい一年生になりたい
ね！だいすきだよ‼

おたんじょうびおめでと
う。ノリノリでうたって
おどるそうまくん♪だい
すきだよ！パパ ママ あ
やなより

８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）・性
別・生年月日、住所、電話番号、30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お申し込みください。
※５歳まで（先着順）
●申込締切 ７月９日（火）
●申込・問合せ先
秘書広報課秘書広報係☎72-2111

図書館司書が選ぶ読み聞かせ絵本
わにさんどきっ
五味

太郎／作

はいしゃさんどきっ

市立図書館
で貸し出して
います

偕成社

６月４日は“虫歯の日”。
日本歯科医師会では、６月４日から10日までを「歯と口の健康週間」として、歯
や口に関する正しい知識や疾患予防の適切な習慣を呼びかけています。
立派な歯をもつワニさん。遊びたいけど、どこかに行かなくちゃいけないみた
い。出かけた先は、なんと歯医者さん。歯医者さんは、ワニがやってきたのでびっくりです。
お互いに「どきっ」としたり、相手を見て「どうしよう…」
「こわいなあ…」と、立場は違うのに同じことを考
えていたり、虫歯の治療で繰り広げられる、ワニと歯医者さんの表情がとても面白く、ユーモラスに歯みが
きの大事さを教えてくれます。

広報おごおり R１・６・1
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こんなことしたよ

のびのびキッズ
ルーム

のびのび教室

のびのび広場

のびのび広場

▲

小郡市子育て支援センター
☎ 73-5041
kosodateshien5041@suo.bbiq.jp
市ホームページ（ホーム 子育て教育
遊ぶ 小郡市子育て支援センター）
▲

▲

小郡市子育て支援センターは、未就園のお子さんと
その家族のために、さまざまな事業を行っています。

のびのびキッズルーム

のびのび教室

『簡単製作』〜貼り紙あそび〜

第１回 『シール帳作り』

４月12日（金）
文化会館小ホール

４月16日（火）
大原きぼうの森館

参加者の声

参加者の声

初めてキッズルームに参加しました。普段の
りを使った遊びをすることがないので、良い
経験になりました
初めて小ホールにきましたが、とても広くの
びのびと楽しそうでした。のりはまだ苦手で
すが、これからもっと楽しんでくれると嬉し
いです。とても良い記念になりました

地域子育て支援拠点事業（小郡市）

つどいの広場 ぽかぽか
☎ 75-7077
tsudoi@san.bbiq.jp
〒 838-0106 小郡市三沢 83-1

楽しい時間を過ごせて良かったで
す。近い場所なので、１年を通し
て子どもと楽しみながら通いたい
と思います
子どもが元気いっぱい遊べて良か
ったです。カレンダーがあるとす
ぐ予定が見られて助かります

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。
うどん屋

西鉄天神
大牟田線

至福岡

つどいの広場ぽかぽか
（ひまわり館東野内）
西鉄大保駅

至久留米

15

広報おごおり R１・６・1

『わらべうたあそびとおはなし会』

４月25日（木）
あすてらす和室
講師 ハニービスケット三国
おはなし会の皆さん
参加者の声

絵本だけでなく、体を動かす遊びも盛
りだくさんで楽しかったです
わらべうた遊びや初めての遊びに大喜
びのようすでした

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。

〜赤ちゃん広場〜

申

（ひまわり館東野内）

のびのび広場

離乳食作り体験会

I H 調理器を使って楽しく調理しましょう！
九州電力のホームアドバイザーと一緒に、I H 調理器を使って離乳食を作
ります。みんなで楽しく調理しましょう。
★日時

７月11日（木）
午前10時〜正午
★会場 ひまわり館東野調理室
★対象 離乳食中期（７・８か月）の
お子さんの保護者
★講師 九州電力株式会社
★定員 12組
（先着順・無料託児あり）
★持参物 エプロン、三角巾、
手拭タオル、お茶
★参加費 無料
※６月７日（金）／午前９時から電話受付
※託児の人は、着替え・おむつやパンツ・お茶・
ビニール袋・タオルをバッグに入れて持ってき
てください（要記名）

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

福岡を守る！強い気持ちを持った、あなたの挑戦を待っています！
！

2019年度福岡県警察官募集（第２回）
募集種別
採用予定数

①警察官Ａ（大卒）②警察官Ｂ（高卒）
①男性46人・女性12人・武道指導２人
②男性117人・女性31人
受付期間
８月13日（火）〜９月２日（月）
１次試験日 ９月22日（日）
※詳細は、福岡県警察本部警務課採用センター（☎092-622-0700）まで

企業対象暴力・行政対象暴力対策の推進

暴力団などから不当な要求を受けた場合、早い段階で警察に届出を
することで、被害の拡大が防止できる可能性が高くなります。ひとり
で悩まず、小郡警察署または暴力団追放ダイヤル（☎092-622-0704）
にご相談ください。

毎月９日は
防火の日

小郡警察署管内の犯罪・交通事故の発生状況
■H30

（平成31年４月末現在）

■H31

30
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0

17
8

4

2
空き巣

3

車上ねらい

2
0
部品盗

○刑法犯発生件数
○交通事故発生状況
発生件数
死者数
傷者数

※（ ）は、昨年同月比を示す

こちら１１９

21

0 0
オートバイ盗 自転車盗

14

10

万引き

82件（−51件）
107件（−12件）
０人（−１人）
135人（−10人）

久留米広域消防本部
三井消防署 ☎72-5101

風水害への備え
梅雨の時期が近づきましたが、風水害への備えはできていますか。平成30年７月の西日本豪雨では、河川の氾
濫や洪水、土砂災害などにより、多くの犠牲者が出ました。風水害から身を守るため、自分自身が正しい知識を
身につけ行動すること「自助」が求められます。
「自助」４つの心得
●非常持ち出し品の準備を！
平常時から、懐中電灯・携帯ラジオ・救急薬品・
衣類・非常用食品・飲料水など、必要な持ち出し品
を準備しておきましょう。
●早めの情報収集を！
市が作成しているハザードマップで、危険箇所や
避難場所をあらかじめ確認しておきましょう。

消 費生活相 談室

●屋外の点検を！
飛ばされやすいものはロープやひもでしっかり固
定するか、屋内へ収納しましょう。
●速やかな事前の避難を！
テレビやラジオなどの情報に十分注意し、危険が
迫る前に安全・確実な場所へ避難しましょう。

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

知らない番号からの電話は慎重に！

市役所や消防署などの公的機関や、テレビの制作会社などを名乗って、家族構成や資
産状況を聞き出したり、所在確認をする「アポ電」と思われる不審な電話が増えています。
強盗事件に「アポ電」が関わっているという報道もありますので注意しましょう。
《一言アドバイス》
●心当たりのない電話に出てしまった場合は、自分の名前を名乗らないことが大切です。
●家族構成や資産状況を聞かれたら、すぐに電話を切ってください。
●留守番電話や自動通話録音装置を活用してトラブルを避けましょう。
小郡市消費生活出前講座のご案内
身近に発生している消費者トラブルや、悪質商法の被害に遭わないポイントなどを分かりやすく伝える出前講座
を開催しています。平日、希望の場所に消費生活相談員が出向きます。詳しくは市ホームページ、または各校区コミュ
ニティセンターに設置しているチラシをご覧ください。
困ったときは一人で悩まずに、小郡市消費生活相談室にご相談ください！
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健康診査を受けましょう！
6月から小郡市健康診査（若年者健診・特定健診・がん検診）が始まります。「若年者健
康診査」は健診受診機会のない20歳・25歳・30歳・35〜39歳の人、「特定健康診査」は小
郡市国民健康保険加入の40〜74歳の人を対象に、身体計測・腹囲測定・血液検査・血圧
測定・尿検査・心電図検査を行う健診です。
食べ過ぎ・飲み過ぎ・運動不足・喫煙などの習慣は、気づかないうちに血圧高値・高血糖・脂質異常
などを進行させている場合があり、この状態を放置すれば動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞といった命を脅
かす病気になりかねません。予防には、健康診査を１年に１度受診し、健康の維持・増進につなげるこ
とが有効です。
しかし、平成30年度の小郡市の「若年者健康診査」受診者は182人、「特定健康診査」は2,897人で、市の
受診率はわずか32.3％でした。国の受診率目標である60％には、まだまだ届いていないのが現状です。

平成30年度「若年者健康診査」
「特定健康診査」結果
（※１）糖尿病の指標となる項目 （※２）脂質異常の指標となる項目
（%）
100

若年者健康診査

結果（35〜39歳）

50

0

特定健康診査

（%）
100

結果（40〜74歳）

50

血圧
■正常値

HbA1c※1
■保健指導判定値

LDLコレステロール※2

0

HbA1c※1

血圧

■受診勧奨判定値

■正常値

■保健指導判定値

LDLコレステロール※2
■受診勧奨判定値

上のグラフが示すとおり、若年者でも「保健指導判定値」、「受診勧奨判定値」の人が多くいます。若い
うちから自分の体の状態を知り、生活習慣に注意していく必要があるのです。

定期健康診断のメリット
医療費
右のグラフを見ると、健康診査を受診している
人と、していない人の“生活習慣病にかかる医療費
の差”は、年間で約５倍もあることがわかります。
特定保健指導
健診で“生活習慣の改善が必要”と判断された人
は、保健師や管理栄養士から指導を受けることが
できます。健康と生活習慣・食習慣
とのつながりをプロから教わり、体
に合った改善方法を一緒に考え、支
援してもらえます。

H29年度

小郡市国保

未受診者

生活習慣病医療費の差

37,215円

受診者

6,974円
（円）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

まずは医療機関に予約
健康診査については４月末に世帯ごとに送付している『小郡市健康診査のご案内』をご確認ください。

あすてらす健康相談室の案内
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。☎72-6467
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）
●問合せ先
17
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健康課健康推進係☎72-6666

living information

くらしの情報

市役所☎72-2111（代表）
73-4466

月１回の自己検診を！

お知らせ

03 令和元年度

01 乳がんの自己検診法を

春季作業賃金

学びませんか？

農業委員会事務局☎72-2111

小郡市・久留米市・大刀洗町の農業委員会
で統一賃金を決定しました。※作業困難田な
どの作業賃金は、双方で調整してください
作
麦刈作業

業

名

10a

5,900

土壌改良剤散布作業 10a

1,300

耕起

春田すき

賃金額
（円）
10a 13,200

荒田すき

10a

代かき

10a

機械田植え

10a

乗用防除機

10a

水稲育苗

請負田植え
一般作業

10a

備考

8,300
5,400

健康課健康推進係☎72-6666
市は、30歳代女性を対象に、医療機関で
乳がんの自己検診方法を学ぶ「乳がん自己検
診啓発事業」を行っています。対象者に、５
月下旬に案内を送付しています。
★期間 11月30日（土）まで
★対象 30歳代女性
（令和２年３月31日時点）
★内容 問診・自己検診指導（医師による
視診・触診・パンフレット配布）
★負担金 500円

600 １箱

7,500 苗別

19,500 苗込

10a

2,000 農薬別
6,600 賄い別

お知らせ

お知らせ

02 車の寄贈を受けました
コミュニティ推進課コミュニティ推進係
☎72-2111

04 リサイクル品
展示・即売会

会場

クリーンヒル宝満☎092-926-5300

クリーンヒル宝満に持ち込まれた家具類で
再利用できるように修理したものを展示・販
売します。
★日時 ６月19日（水）
午前９時〜午後４時
※正午〜午後１時は昼休み
★対象 小郡市、筑紫野市、基山町の在住者
★展示品目 家具類（約200点）
※販売品の一部をホームページに掲載予定
※下見はご遠慮ください
★販売価格 １点2,000円以下
※購入は１人２点まで
★注意 配達はしません。当日持ち帰りがで
きない場合は、６月28日（金）まで
に引き取ってください。
（土日祝日休業）

上西鯵坂在住の永利健さん（永利自動車経
営）から、「地域のために使ってほしい」と車
の寄贈を受けました。
車は、市の公用車としてポピーの里あじさ
か館に配備し、味坂校区のさまざまな活動に
伴う職員の連絡調整や物資運搬などに活用し
ます。
また、将来的には防犯パトロールなど地域
の皆さんの活動に
も利用できるよう
な活用方法も検討
していきます。
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申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

お知らせ

07 小郡・まごころ
マルシェ

福祉課障がい者福祉係☎72-2111
障がいのある皆さんの自立と社会参加を応
援するため、障がいのある皆さんが心を込め
てつくる「まごころ製品｣の販売会を開催しま
す。ぜひお越しください。
★日時 ６月15日（土）
午前10時〜午後５時
（売切れ次第終了）
★会場 イオン小郡ショッピングセンター
おりひめ広場
★販売内容 パン、焼き菓子、野菜、みそ、
七夕の里ラーメン、木工製品、雑貨、手編
み座布団・ぞうりなどの販売

ホームページ

大原合戦660周年記念講演会

05 「針摺原の戦いから
大原の戦いへ」

申
文化財課文化財係☎75-7555
〒838-0106 小郡市三沢5147-3

日本三大合戦の一つとも言われる「大原合
戦」。660周年を迎える今年、さまざまな事
業を実施します。今回は、
筑後の南北朝研究の第一人
者ともいえる佐々木四十臣
さんの講演です。
★日時 ６月29日（土）
午後１時30分〜３時
★会場 埋蔵文化財調査センター研修室
★講師 佐々木四十臣さん
（福岡県地方史研究連絡協議会会長）
★定員 50人（先着順）
★受講料 無料（要申込）
★申込方法 往復はがきに①住所②氏名③電
話番号を明記し、申込み

お知らせ

06 セカンドキャリア

お知らせ

08 平田家住宅

「町家休憩処」一般開放

NPO法人文化財保存工学研究室
（吉塚・土田）☎73-1510

市指定有形文化財の平田家住宅主屋で、市
民の憩い交流の場として、「町家休憩処」を開
放します。江戸期の薫る空間でお茶を一服い
かがですか。
★日時
①６月８日（土）
午後３時30分〜４時30分
②６月12日（水）
午前11時〜正午、午後２時〜３時
③６月19日（水）
正午〜午後３時
★会場 平田家住宅主屋
19
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応援セミナー
〜生涯現役でいこう！〜

申
福岡県70歳現役応援センター
☎092-432-2540

「まだまだ現役で働きたい」
「社会と繋がっ
ていたい」とお考えのシニアの皆さん。セミ
ナーを受講し、第２の人生に向けた第一歩を
踏み出しませんか。
★日時 ６月27日（木）
午後１時〜３時30分
★会場 あすてらす会議室２
★対象 おおむね60歳以上の人
★内容 生涯現役で活躍するための健康づく
り、60歳からのしごと探し
※セミナー終了後、個別相談を開催
（要申込、３人まで）
★定員 20人（先着順）
★参加費 無料（要申込）

くらしの情報

お知らせ

11 介護家族

「笑顔のつどい」

地域包括支援センター☎72-2111
介護をする皆さんのつどいの場です。同じ
立場の仲間同士で話しませんか。ギターの音
色に耳を傾け、懐かしい歌を口ずさむと心も
身体もリフレッシュできますよ。
★日時 ６月21日（金）
午後１時30分〜３時
★会場 人権教育啓発センター１階
大集会室
★内容 ギター演奏とフリートーク
★出演 ウィズ＆ユー
※申込不要、参加無料

職員募集

12 保健師（臨時職員／産休
代替）募集

人事法制課人事係☎72-2111
〒838-0198 小郡市小郡255-1
申

★募集人員 １人
★職務内容 健康課における保健師業務
★受験資格 次の全ての要件を満たす人
①保健師免許を持つ人
②普通自動車運転免許を持つ人
③パソコン入力作業が可能な人
★任用期間 ７月１日〜９月30日
（更新の可能性あり）
★勤務条件 週３〜５日勤務（平日の午前８
時30分〜午後５時）
★賃金 日額8,300円
★社会保険等 雇用保険、公務災害補償あり
※健康保険、厚生年金は勤務日数に応じて加
入
★申込方法 市販の履歴書１通を持参または
郵送
※資格証明書の写しを添付
★申込締切 ６月14日（金）／午後５時必着
★試験日 ６月21日（金）
★試験内容 面接
※申込者に対し、後日詳細を通知します

お知らせ

09 史跡案内ボランティア

とめぐる
「黄泉の道ハイキング」

文化財課文化財係☎75-7555
小郡市は、２千年以上前から交通の要衝と
して、さまざまな人が暮らし、行き交う地域
でした。三国丘陵では、この地の有力者たち
を葬ったと考えられる前方後円墳がいくつも
発見されています。古墳時代黎明期の小郡を
感じながら、一緒に歩いてみませんか。
★日時 ６月15日（土）
午前９時30分〜正午ごろ
（受付９時〜）※少雨決行
★集合場所 九州歴史資料館正面玄関前
★行程
津古永前遺跡→津古１号墳→津古生掛古墳
跡→三国の鼻１号墳跡→井の浦１号墳→横
隈山古墳→埋蔵文化財調査センター（解散）
★参加費 無料
★持参物 帽子、水筒、タオルなど
※申込不要。ただし、10人以上の団体で参
加する場合はご連絡ください

お知らせ

10 平田家住宅講演会

「江戸時代の
小郡町と 松崎町」

NPO法人文化財保存工学研究室☎73-1510
松崎が、宿場町として活況を呈していた江
戸時代、小郡も商業が盛んな町として発展し
ました。平田家住宅と油屋、両方の建物とそ
れを取り巻く町が、どんなようすだったのか
を知ることができる講演会です。
★日時 ６月29日（土）／午前10時〜正午
★会場 平田家住宅座敷
★講師 古賀正美さん（元久留米市文化財保
護課長、著書「久留米城とその城下町」）
★司会 大矢和世さん
（西日本新聞社小郡支局長）
※申込不要、入場無料
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お知らせ

②地域の皆さんへのお願い
子どもたちだけで水遊びな
どを行っている様子を見かけ
た場合には︑学校に連絡する︑
場で危険であることの声掛け

教育委員会に連絡する︑その

この度︑小学生が尊い命を
をするなど︑水難事故防止に

水難事故防止に関する
ご協力のお願い
失う水難事故が発生しました︒

発的な水位の上昇や水の流れ

さい

検査手数料が必要です
※
︵一社︶福 岡県計 量 協会

☎０９２・９３９・２９４５

日︵火︶

分〜３時

うつ病・抑うつ状態と

研修室１

あすてらす２階

午後１時

６月

うつ病﹁家族広場﹂
日時
会場
対象

診断された人の家族など
茶話会など

日時

会場

申

６月

午前

日︵月︶

時〜正午

文化会館和室

印鑑

電話

セ ン タ ー お ご お り︵ シ ル バ

ー 人 材 セ ン タ ー 内︶

集

☎２７・５４１１

募

７月

日︵月 ・ 祝︶／ 午

サマーバドミントン大会

日時

分〜︵受 付９時 〜︶

会場

男女各ダブルス

市体育館

前９時

種目

参加資格

１人１︐５００円

組

申込方法

申込締切

日︵金 ︶

ファクス︑郵送

６月

小郡市バドミントン連盟

︵吉 光 ︶

０１３８

７２・０５７０

〒８３８

小郡市寺福童９４１

４

☎０９０・９８６・７８０７

申

オープン

︵Ａ・ Ｂ・Ｃ ・Ｄ︶級

お気軽にご参加ください︒
※
秘密は厳守します

育 て の 援 助 を 受 け た い 人︵ 依

定員

参加料

ファミサポとは︑登録制の

ファミサポの育児援助
希望者の出張登録会

☎７２・２１１１

福祉課障がい者福祉係

内容

当日参加も可
※
ファミリー・サポート・

持参物

証明用に使用しているはか

への指導を徹底します︒

の変化に注意が必要です︒事

大 型 の は か り︵ ひ ょ う 量 が
※
３００キロを超えるもの︶

しょう

１．子どもたちだけで︑水泳

故を未然に防ぐためにご理解

す︒はかりを取引・証明に使

７ 月 １ 日︵ 月 ︶
・２ 日
時〜正午︑午

申込方法

り・分銅・おもり

や水遊びに行かず︑必ず

とご協力をお願いします︒

用している人は︑必ず受検し
日時

︵火︶／ 午 前

の検査はお問い合わせくだ

農業振興課農村環境係
☎７２・２１１１

﹁年金ポータル﹂が
開設されました
公的年金・私的年金の制度
や手続について︑関係機関の

関してご協力をお願いします︒
教務課教務係

このような事故が再び起きな
いよう︑①学校で取り組むこ

ウェブサイトなどに掲載され

☎７２・２１１１

nenkinportal/index.html
国保年金課医療・年金係

⃞ https://www.mhlw.go.jp/

﹁年 金 ポ ー タ ル﹂

簡単に検索できます︒

した︒年金に関わる情報を︑

﹁年 金 ポ ー タ ル﹂が 開 設 さ れ ま

た情報を簡単に探せるように

☎７２・２１１１

毎年︑農作業が盛んとなる

水辺での事故に
ご注意ください！

と②地域の皆さんへのお願い
についてお知らせします︒
①学校で取り組むこと
危険個所の確認
ＰＴＡや関係機関と協力し︑
水難事故防止の面から危険個
やため池︑水路︑堰などの農

月にかけて︑河川

所で遊ぶことがないよう徹底

業用水利施設では︑通常より

６月から

します︒

も水位が上がり危険です︒特

所の把握に努め︑これらの場

児童生徒に対する指導

保護者などの責任者が同

・ため池は釣り禁止区域です

てください︒

に近年は︑集中豪雨による突

行すること

・﹁あ ぶ な い ！﹂な ど の 表 示 看

次のことについて児童生徒

２．事前に︑行き先︑帰宅予

板︑フェンスがある場所は

はかりの定期検査

定時刻︑同行者などを家

立ち入り禁止です

はかりの定期検査を行いま

庭に連絡すること

市体育館柔剣道場

子育て援助活動です︒今回子
会場

頼 会員︶の 登 録会を 行 います ︒

後１時〜３時
危険な場所では遊ばないよ

商店や事業所で取引や

・河川やため池︑水路などの

見知らぬ場所では決して

対象

３．危険区域︑不衛生な場所︑

30

う︑お子さんと話し合いま
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28

18

10 17

15

30

HP

泳がないこと

−

10

70

−

10

くらしの情報

教諭免許︵幼稚園︑

御原校区学童保育所
放課後児童支援員募集
応募要件
小 ・ 中 学 校 ︑ 高 校 ︶・ 保 育
士・社会福祉士のいずれか
の資格を持つ人︑大学で社
会福祉学などを専攻した人︑

ます︒この機会にぜひ受講し

分

７ 月 ６ 日︵土︶／ 午 前 ９
分〜午後０時

無 料︵ １ 歳 〜 ６ 歳 ︑ 要

検定・テキスト代として︑
※
３︐０００円
託児
申 込 み︶

日︵水 ︶

人︵先 着 順 ︶

電話

定員
申込方法

三井消防署三井出張所

２階会議室
６月

福岡県ひとり親サポート

申込締切
申

︵大 刀 洗 町 下 高 橋︶
Ａ Ｅ Ｄ︵ 自 動 体 外 式 除
センター

☎０９２・５８４・３９３１

園児︑小・中学生

せください
対象

前日までに要申込み
※
会場 申

相

談

ひとり親家庭対象
無料法律相談

子どもの養育費などの生活

小郡スイミングスクール

︵小郡校︶☎ ７２・ ０ １７８

日時

６月

分

日︵水︶

分〜８時

午後１時〜３時

７ 月 ３日︵水︶

午後６時

日︵水︶・

よる無料法律相談を行います︒

上の問題に関して︑弁護士に

回チャリティヨガ

︵三国校︶☎ ７５・ ２ １２２

第

性別・年代問わず︑誰でも

日︵日︶

相談時間は約 分
※
定 員 各 ４人︵先 着順︶

分〜正午

電話

時

あすてらす１階

申込方法

午前

多目的ホール

前日まで
無料

申込締切

６月

気軽に楽しめるヨガ教室です︒
日時
会場
参加費

申

ひとり親サポートセンタ

ー︵ 春 日 市 原 町 ︑ ク ロ ー バ

ープラザ内︶

礼

☎０９２・５８４・３９３１

お

〜小郡市社会福祉協議会〜

干潟

黒岩 ミチ 子︵亡 夫哲 夫︶

美山 敏子︵亡夫 泰彦︶

● 香 典返し 寄附 者︵敬 称略 ︶

津古

22
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ませんか︒
日時
時
会場

内容
細 動 器 ︶を 使 用 し た 心 肺 蘇

無料

動きやすい服装

高校を卒業し２年以上児童

参加費

服装

生法︑その他応急処置

１人 ※
急募
週４〜５日勤務︑

６月〜７月の月曜

フォークダンス体験教室
日時

午後１時〜３時
市体育館２階視聴覚室
上履き

タオル︑ヨガマット

九州北部豪雨の義援金とし
※
て５００円程度
持参物

健康 ヨ ガ教室︵松 島︶

︵バ スタオ ル 可︶︑ 飲み 物
申

☎ ０９０・９０７ ０・１２ ４ １

30

福祉事業に従事した人など
募集人数
勤務条件
定員
三井消防署本署︑

会場
持参物

参加無料︑申込不要
※
フォークダンスフレッシュ
小 郡︵黒 岩 ︶
☎７５・０３０８

水の事故防止啓発運動
着衣泳体験会
夏に多発する水の事故から
日︵土 ︶

身を守る方法を学びます︒
６月

日︵金︶

26

30

人程度

平日１日４〜５時間程度︑
申込方法

三井消防署本署

資格取得を目的とした講習

ひとり親家庭対象
調剤薬局事務講習会

☎７２・５１０１

申

たは電話で申込み

三井・三国出張所の窓口ま

土曜・長期休みは１日８時
時給１︐０００円

間程度
報酬
交通費などその他の条件は︑
※
お問い合わせください
市の学童保育所は︑各学童
※
運 営 委 員 会︵保 護 者 会︶に よ
御原校区学童保育所

り運営が行われています
申

☎７２・０１１７

７月９日〜８月９日の

会です︒
日時

火・金曜︵全８回︶
午前９時〜正午

期日

〜

12

20

※ 日︵日︶を 除 く
時間は︑各校にお問い合わ
※

30

30

50

30

７月 日︑８月６日を除く
※
会場 春日クローバープラザ
無料

︵春 日 市 原 町 ︶
受講料

22

教室・講座
普通救命講習会
目の前で大切な人が突然倒
れたとき︑あなたの勇気と行
動が命を救う大きな力になり
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28

30
30
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ちょっと足を の ば して
久留米広域圏・筑後川流域クロスロード広域イベント情報

久留米市美術館からのお知らせ

鳥栖のまちづくりと歴史・文化講座
「祇園神社の勧請と
小郡町のうつりかわり」 ＜鳥栖市＞

＜久留米市＞

ラファエル前派の軌跡

日時 ６月15日（土）／午後１時30分〜
会場 鳥栖北まちづくり推進センター
鳥栖市生涯学習課☎85-3695 83-0042

人権映画上映会
「ある精肉店のはなし」

イギリスの評論家ジョン・ラスキン（1819-1900）
が擁護したターナーやラファエル前派の画家たち
（ロセッティ、ミレイ、バーン＝ジョーンズ、モリ
スら）の作品を展示します。芸術は人々を救うとい
う信念のもと、英国の美術に変革をもたらし、次の
世代にも大きな影響を与えた彼らの運動の軌跡を辿
ります。
日時 ６月20日（木）〜９月８日（日）
会場 久留米市美術館本館２階
料金 一般1,000円、65歳以上700円
大学生400円※高校生以下は無料
久留米市美術館
☎39-1131 39-3134

＜大刀洗町＞

日時

７月７日（日）
午後１時30分〜３時30分（開場１時）
会場 大刀洗ドリームセンタードリームホール
大刀洗町健康福祉課☎77-2266 77-3063

第16回城島エツ祭

＜久留米市＞

エツの解禁時期に合わせて毎年６月に開催されま
す。この時期に、この辺りでしか取れない郷土の
味・エツのおいしさをPRするイベントです。エツ
のから揚げ、エツ弁当、エツバーガーの販売のほか、
エツの骨切りや投げ網体験もあります。
日時 ６月23日（日）
午前10時〜午後３時※小雨決行
会場 六五郎橋河川敷公園
同祭実行委員会会長
☎090-8830-8267 62-3939
ʻʻちくご遊学ʼʼ久留米広域圏の情報を
ホームページでご覧いただけます。
http://www.kttnet.co.jp/kurume-koiki/

市制施行130周年
第６回青木繁記念大賞ビエンナーレ

画家・青木繁を顕彰する、全国公募の洋画美術展。
審査により選出された入賞・入選作品約90点を展
示します。また、今回から観覧者が投票する「オー
ディエンス賞」を新設しました。
日時 ６月29日（土）〜７月28日（日）
会場 久留米市美術館本館２階
料金 一般200円、大学生100円
※高校生以下・65歳以上・障がい者手帳をお持ち
の人は無料
青木繁記念大賞ビエンナーレ実行委員会事務局
☎31-8710 39-7837

編 集 後 記

この度︑３年ぶりに回覧板が新しく
なりました︒サイズがひと回り大きく
なり︑留め金の仕様が変わりました︒
意外とかさ張るアイテムなだけに︑市
内のエリアごとに仕分けしてまとめて
運び出し︑そして各組長さんがチェッ
クするまでの過程は︑案外ひと苦労︒
区長さん︑組長さん︑シルバー人材セ
ンターの皆さんご協力ありがとうござ
いました︒また︑欲しいと伝えそびれ
ていたり︑ボロボロで頑張りすぎた回
覧板がありましたら︑市役所本館２階
﹁秘書広報課﹂で新品をお渡ししますの
で︑お気軽にお声がけください︒︵里︶

ひとのうごき
人

口
男
女

世帯数

令和元年５月１日現在
（ ）は前月比

59,637人
（＋110人）
28,376人
（＋58人）
31,261人
（＋52人）
24,617世帯
（＋128世帯）

今月は

市県民税
下水道使用料

の納付月です。
納付に便利な口座振替を！
収納課・下水道課

小郡市役所（〒838-0198 小郡市小郡255-1）
☎72-2111 ファクス73-4466 ホームページ https://www.city.ogori.fukuoka.jp/
■編集 秘書広報課秘書広報係 Ｅメールkohotoukei@city.ogori.lg.jp
■発行日 令和元年６月３日（次号：令和元年６月17日）

■発行
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西日本シティ銀行

市役所内派出所の窓口開設時間
○午前９時〜午後４時

