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本紙は、11月19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。

ふるさと納税
の疑問

令和元年度︑小郡市に全国か

︵平 成

30

2

広報おごおり R２・12・１

ふるさと納税
の疑問

ふるさと納税は︑出身地やゆ

ら寄せられたふるさと納税は︑

がつくる

かりの地などを応援するために

６億４︐８６８万円︒寄附額は︑

寄附額はどのくらい？

作られた制度です︒寄附行為に

年々増加しています︒

そもそもどんな制度？

自分のふるさとや自治体を寄附で応援する

あたるため︑一定の金額につい

ふるさと納税
小郡の未来
﹁ふるさと応援寄附金︵ふるさと納税︶﹂︒

万円︵令和２年度︶︑

またこれまでに︑新型コロナ

て税金の寄附金控除が受けられ

対策として

の気持ちとして地元の特産品な

附されました︒これらの寄附は︑

豪雨災害支援として５４０ 万円

どの返礼品を送ることができま

返礼品がないため︑全額が寄附

年度〜令和２年度︶が寄

す︒寄附者に喜んでもらえる返

金として役立てられています︒

自治体は寄附者に対し︑お礼

ます︒

小郡市では︑このふるさと納税制度によって︑
全国から年間６億円を超える寄附をいただいています︒
小郡市に関心や愛着を持ってもらうきっかけになっている
ふるさと納税の今を紹介します︒
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礼品を用意しようと︑各地の自
治体が頑張っています︒

齢者の居場所づくりなど︑数々
の活動が生まれています︒

▲市民提案型協働事業「つこっコ探検隊」で
は、子どもたちが伝統文化を体験

ふるさと納税
の疑問

何に使われているの？

小郡市は︑ふるさと納税の寄

附金を基金に積み立て︑市の将
来のために役立てています︒

例えば︑市民活動に取り組む

人 や 団 体 を 応 援 す る﹁市 民 提 案

年度

事業を支援しまし

型 協 働 事 業﹂で は ︑ 平 成
以降︑延べ
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た︒子どもたちの体験活動や高

43

全国で人気

おごおりの返礼品
寄附者には、感謝の気持ちを込めて返礼品を送っています。返礼品は、小郡の事業者や農業
者の皆さんが作る、食べ物や工芸品、雑貨など。どれも小郡の土地で育まれた、地域に根差し
たものばかりです。市外にお住まいのお知り合いの人に、ぜひ紹介してください。
また、ふるさと納税は、その収入で経営を安定させて新商品の開発にチャレンジしたり、リ
ピーターを獲得して販路を拡大したりと、事業者にとっても力をつける場になっています。ふ
るさと納税をきっかけに地域との関わりを深め、まちの将来につながる新たな動きを見せてい
る事業者を紹介します。

明太子のさかえや

取扱返礼品

辛子明太子、たらこ など

小郡市で創業した「明太子のさかえや」では、贈答用としても人気の辛
子明太子を、厳選して寄附者に送っています。おいしさはそのままで、
使い勝手の良い小分けサイズへの変更や、料理で使う需要に合わせた
チューブ入りの商品開発など、工夫を重ねています。
令和元年８月から、店舗の２階の空間を、市の主催講座「おうち起業応援
講座」の卒業生のグループに提供。シェアオフィスや販売・イベントスペー
スとして使える「orukenkonne（おるけんこんね）」が誕生し、自分のやりた
いことや夢に向かって働きたい・活動したい人の拠点となっています。

荒巻養蜂場

取扱返礼品

国産はちみつ、はちみつ加工品 など

平方で、４代にわたって養蜂場を営んでいます。非加熱・無添加のこ
だわりのはちみつ生産と並行して、はちみつを使った料理の提供や雑貨
の販売を行う「はちみつカフェ」も開設し、はちみつを楽しんでもらうた
めの工夫を続けています。
昨年は、クラウドファンディングに挑戦。休耕地にれんげを植えて魅力
的な景観を作り、さらにそのれんげを活用した商品開発に取り組みまし
た。「れんげはちみつ」や、れんげを肥料にして有機栽培した「恋華米（れん
げまい）」は、小郡の新たな特産品として期待されています。

「ふるさとチョイス大感謝祭」に出展しました
ふるさと納税受付用ウェブサイト主催の見本市「ふるさとチョイス大感謝祭」が、
11月７日にオンラインで開催されました。小郡市は初めて出展し、返礼品を出品し
ているMorrow珈琲（小郡市横隈）の店舗から、返礼品や取組を紹介しました。視聴者
からは、コーヒーの入れ方や寄附金の使い道など、質問や関心が寄せられました。
注意事項
市内在住者には、返礼品を送ることはできません
ふるさと納税の寄附金の搾取を目的とした偽サイトが
横行しています。寄附は市ホームページからどうぞ！
商工・企業立地課商工観光係☎72-2111
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◀市ホームページ
「ふるさと応援寄附金
（ふるさと納税）」

福祉課障がい者福祉係☎７２

見逃さないで、こころの﹁ＳＯＳ﹂
私たちは︑仕事や人間関係︑経済
的問題に健康や災害など︑いつもた
くさんの心配事に直面しています︒
そのため︑ときには体だけでなく︑
心がへとへとに疲れてしまうことも
あります︒
とりわけ現在のコロナ禍は︑私た
ちに高ストレスな暮らしを強いてい
ます︒目に見えない脅威に大きな不
安を感じたり︑普段どおりの生活が
できないことで︑不眠やうつなどの
心の病を患う人も増加しています︒
そのことに気付かず︑危険な状態
を放置すると︑日々の暮らしに支障
をきたすだけでなく︑自殺という極
端な選択をせざるをえない気持ちに
なってしまうことまであるのです︒

２１１１

人が自殺を選んでしまうきっかけ
はさまざまですが︑自殺を図った人
の約 ％がうつ病やアルコール依存
症など何らかの心の病を抱えていた
との報告がある一方︑それにもかか
わらず治療をしていた人が少ないこ
とも明らかにされています︒
適切な治療を受けないまま心理的
に追い込まれ︑自殺してしまう人を
減らすためには︑いまだに根強い精
神科受診への偏見をなくすことも必
要ですが︑まずは心が出す﹁ＳＯＳ﹂
のサインを見落とさないことが大事︒
特にうつ病のかかり始めは︑メンタ
ルよりも先に体に異常があらわれる
ことが多く︑本当に必要なのは体で
はなく心の治療だと自分でも気付か
ないことが多いのです︒

−

あなたとあなたの
大切な人の命を守るために

毎年２万人を超える日本の
自殺者数︒これは先進７か国
の中でワーストの数字であり︑
社会の中に生きづらさを抱え
る人が多くいることをあらわ
しています︒
特にコロナ禍で迎えた今年
７月以降の自殺者は︑４か月
連続で昨年の同じ時期より増
加しており︑対策が急務と
なっています︒
かけがえのない命を守るた
めに私たちはどうすればいい
のか︑精神科医として心と命
の問題に向き合ってきた内村
直 尚 さ ん︵ 久 留 米 大 学 学 長 ・
小 郡 市 ふ る さ と 学 術 大 使 ︶に
話を伺いました︒

75

内村直尚（うちむらなおひさ）

小郡市ふるさと学術大使

小郡市大保出身。精神科の
専門医。昭和57年久留米大
学卒業。平成19年から同大
医学部神経精神医学講座教
授。24年から久留米大学高
次脳疾患研究所長。25年か
ら同大医学部長。令和２年
１月から同大学学長。
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妊娠、出産、子育ての悩みやとまどい、ひとりで抱えていませんか？
産前・産後の悩みは： 子育て世代包括支援センター（あすてらす内）☎72-6467
子育ての悩みは：子ども総合相談センター（あすてらす内）☎72-7480
▼産前・産後にはこんな支援も！
産前
産後

妊娠、出産、育児と急激に変わる生活環境
やホルモンバランスの変化が原因で、不安や
気落ちを感じることがあります。特にコロナ
禍で人との交流機会が減りがちな昨今は、悩
みやつらさを抱えたまま孤立したり、「産後
うつ」になったりする人が増えているといわ
れています。
小郡市では、妊婦さんやその家族、子育て
中の保護者を対象に電話・来所相談などを実
施しています。どんな些細なことでも構いま
せん。気軽に相談してください。

ようこそ
赤ちゃん
教室

妊婦さんとその家族が対象。教室後に個別
相談もできます。

産後ケア
事業

生後４か月未満の赤ちゃんとそのお母さん
で、体調や育児に不安のある人が対象。助
産所などで日帰り・宿泊でのケアを受けら
れます。

赤ちゃん
訪問

助産師・保健師・看護師が、生後２か月ご
ろにすべてのお母さんと赤ちゃんを訪問。
育児の悩みや体調の相談が受られます。

悩みを相談できる場所があります

●いのちの電話・インターネット相談
HP https://www.inochinodenwa.org/soudan.php
⃞
●こころの健康相談
北筑後保健福祉環境事務所
☎0946-22-3965
平日８時30分〜午後５時15分

さまざまな理由で
生活にお困りの人へ
困難や心配事の解決策を一緒に考える
ための相談窓口です。
●小郡市生活困窮者自立相談支援窓口
小郡市社会福祉協議会
（あすてらす内）
☎73-1120 平日８時30分〜午後５時
5
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井医師会などの協力を得てうつ病診
療のネットワークに関わりました︒
これは助けが必要と思われる患者さ
んをかかりつけ医から精神科医に紹
介する連携で︑今では筑後地区に広
がっている取組です︒
医療現場だけでなく︑地域コミュ
ニティをはじめとする暮らしの多く
の場面でたくさんの人がゲートキー
パーになれば︑自殺をゼロに近づけ
ることも可能でしょう︒
自殺予防には人とのつながりが大
事︒物理的距離が遠い今だからこそ︑
支え合うことで︑かけがえのない命
を守っていきましょう︒

●チャイルドライン
18歳までの子ども向けの
電話・チャット相談など
HP https://childline.or.jp/
⃞
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あなたもなれる 身近な誰かの﹁ゲートキーパー﹂

●ふくおか自殺予防ホットライン
☎092-592-0783
24時間年中無休
☎ 0120-020-767
午後４時〜翌午前９時（土日祝は24時間）

不眠︑食欲低下や不安︑イライラ
感や気分の落ち込み︑意欲の低下な
ど ︑﹁ Ｓ Ｏ Ｓ ﹂の サ イ ン は さ ま ざ ま
です︒この見過ごしがちなサインに
気付き︑医療機関など適切な関係機
関 に つ な ぐ 役 割 を 担 う 人 を﹁ゲ ー ト
キーパー︵門番︶
﹂と呼びます︒
ゲートキーパーになるために特別
な資格は必要ありません︒家庭︑職
場︑学校︑地域で悩んでいる人に気
付き︑話を聞くだけでも︑孤独・孤
立を防ぎ︑うつ病の予防や早期発
見・治療につながります︒
﹁ Ｓ Ｏ Ｓ ﹂を 見 逃 さ な い た め の 試
みとして︑私は平成 年から小郡三

●SNS相談（厚生労働省）
LINEなどのSNSで悩みを
相談できます。相談先は
利用しているSNSや年代
に合わせて選べます。

小郡市からのお知らせ

令和２年度小郡市表彰式を開催しました
総務広報課総務広報係☎72-2111

1

11月５日、市政功労者および社会功労者として、市政発展に貢献した人を表彰しました。
市政功労者（敬称略）
○教育行政の発展に努めた者
清武輝
社会功労者（敬称略）
○産業の開発振興に努めた者
米倉禮光
○社会福祉事業等民生の安定に努めた者
西岡胤彰、田中猛、向井真二
○地域の環境改善、美化に努めた者
熊手久雄
○学術、芸術、体育その他教育、文化の振興に努めた者
西谷正、木下綏子
○交通安全、災害の防止救助等に努めた者
林田吉郎、友納進、田中保夫、永尾幸彦、土山寿美、佐々木昭男、井上裕也、野上隆司
○市民の模範となるような善行があった者
大淵泰範
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（事業者向け）小郡市感染拡大防止対策事業者支援金
の申請期間を延長します
申

市独自
支援

商工・企業立地課商工観光係（南別館３階）☎72-2111

市内の来客型店舗の新型コロナウイルス感染防止対策を支援する「感染拡大防止対策事業者支援金」の申請期
間を延長します。

み

延長後の申請締切 令和３年２月26日（金）必着
対象 市内に有人かつ常設の店舗があり、来店客に対し対面でサービスの提供や物品の販売
などを行っている事業者
※福岡県が発行する「感染防止宣言ステッカー」の掲示が必要です
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
※支給決定通知書などは送付しません
申請方法 必要書類を郵送
【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
※必要書類などの詳細は、市役所本館１階受付のチラシ・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）を確認してください
※支援金の支給後、感染拡大防止の協力事業者として、市ホームページで紹介します

ほ

ん

こちらもお忘れなく
新型コロナウイルス感染症対策事業者応援金

家賃軽減支援金

国の持続化給付金または福岡県持続化緊急支
援金を受け取った事業者を対象に、10万円の応
援金を支給します。
申請締切 令和３年２月26日（金）必着

事業所用地・建物の賃料について、国の「家賃
支援給付金」の給付決定を受けている事業者を対
象に、給付額の10分の１を支給します。
申請締切 令和３年２月28日（日）消印有効
広報おごおり R２・12・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

立地協定等を締結しました
商工・企業立地課地域開発推進室☎72-2111

3

10月19日、市はI-PEX株式会社（本社：京都府京都市）と「立地協
定」、「環境保全に関する協定」を締結しました。協定には、市内
の雇用創出や、さまざまな面で本市の経済振興に寄与すること、
また事業に伴う環境保全対策に取り組むことが盛り込まれていま
す。
I-PEX株式会社は、九州情報大学跡地を取得し、市内２か所目
となる金型製造工場の新設を予定しています。また、既存施設を
リニューアルし、オフィスや技術開発の研究施設などとして活用
します。
新工場の概要
所在地 小郡市小郡2409-1 他
敷地面積 約65,000㎡
延床面積 約6,600㎡
事業開始予定 令和４年２月

ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか？
4

申

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

低所得のひとり親世帯を支援するため、給付金を支給しています。下記の対象者で申請が済んでいない人は、
お早めに申請してください。（広報８月１日号に掲載した内容です）
基本給付（児童扶養手当を受給しているひとり親世帯などへの給付）
対象

次の①〜③のいずれかに該当する人
①令和２年６月分の児童扶養手当が支給された人（８月27日に支給済み）
②次のいずれかに該当する人
・公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和２年６
月分の児童扶養手当の支給が全部停止されている人
・令和２年６月分の児童扶養手当の受給要件に該当し、児童扶養手当の認定を受けた場合に公的年金
給付等の影響で児童扶養手当の全部または一部が停止されると想定される人
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している
人と同じ水準となっている人
給付額 １世帯５万円、第２子以降１人につき３万円
追加給付（新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している人への給付）
対象

上記①・②に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大き
く減少した人
給付額 １世帯５万円
給付金の申請方法
申請書を郵送で提出してください。審査後に、指定された口座に振り込みます。
※申請書は、窓口・市ホームページ（ホーム▶健康・福祉▶健康・医療▶新型コロナウイルス感染症に関する
お知らせ▶ひとり親世帯臨時特別給付金（国制度））で取得できます
申請締切 令和３年２月26日（金）／午後５時必着
7
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小郡市からのお知らせ

政治倫理審査会が意見書を提出しました
総務広報課総務広報係（本館２階）☎72-2111

5

11月４日、小郡市政治倫理審査会（小原清信会長、ほか委員
６人）は、小郡市政治倫理条例に基づく資産等報告書の審査を
終え、加地市長に意見書を提出しました。８月から11月にかけ
て行われた審査会で、市長、副市長、教育長、市議会議員とそ
の配偶者の資産等報告書を審査しました。その結果、資産等報
告書の記載内容は、条例の規定に基づき、適正に報告されてい
ることが確認されました。
審査会は、公正で開かれた民主的な市政の発展を目的に設置
され、資産等報告書の審査のほか、政治倫理確立のために必要
な事項の調査などを行っています。
意見書を閲覧できます
閲覧場所 窓口、市ホームページ（ホーム▶市政情報▶情報公開・個人情報保護▶小郡市政治倫理条例）

市有地を売り払います
6

申

財政課管財係（本館２階）☎72-2111

一般競争入札により市有地を売り払います。
物件１

物件２

所在地

三国が丘四丁目131

三国が丘四丁目132

公簿面積

289.48㎡

269.86㎡

地目

用途地域
最低売却価格

宅地

宅地

第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域
（建ぺい率40%・容積率60%） （建ぺい率40%・容積率60%）
11,460,000円

12,950,000円

三国が
丘駅

一般競争入札の日時・会場
入札日時 令和３年１月19日（火）
【物件１】 午後２時〜
物件２
（受付：午後１時30分〜１時50分）
【物件２】 午後３時〜
物件１
三国が丘
（受付：午後２時30分〜２時50分）
公民館
会場 本館３階大会議室
申込方法 申込書と必要書類（入札のしおり参照）を窓口に持参、
郵送
※申込書・入札のしおりは、窓口・市ホームページ（ホーム▶
三国が丘
市政情報▶財政・監査▶市有地売り払いのお知らせ）で取得
駅前
できます
申込日時
12月１日（火）〜令和３年１月８日（金）
郵便局
（土日、12月29日〜１月３日を除く）
午前８時30分〜午後５時
※郵送は１月５日（火）午後５時必着

三国が丘４丁目

三国が丘
保育園 公民館

井ノ浦
公園

広報おごおり R２・12・１
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小郡市からのお知らせ

県道鳥栖朝倉線（小郡市工区）の起工式を行いました
道路建設課道路推進係☎72-2111

7

９月26日、味坂スマートインターチェンジ（仮称）への連絡道路となる「県道鳥栖朝倉線（小郡市工区）」
（延長
600メートル）の起工式を行いました。起工式には、井上県議会議員をはじめ、福岡県県土整備部長、市議会議
員、地元関係者などが出席しました。加地市長は、「アクセス道路は小郡市と九州道を結び、地域の将来の発
展の架け橋になる」と、令和５年度の完成（予定）に期待を寄せました。

県道久留米小郡線

西鉄天神
大牟田線

九州縦貫自動車道

味坂スマートIC
（仮称）

▲位置図

▲起工式の様子

都市計画案の縦覧を行います
都市計画課計画係（西別館２階）☎72-2111

8
計画案

①久留米小郡都市計画 大板井地区地区計画の変更（市決定）
②久留米小郡都市計画 用途地域の変更（市決定）
③久留米小郡都市計画 区域区分の変更（県決定）
※計画案①に対し意見のある人は、縦覧期間中、意見書を提出できます。提出された意見書に対し、個別に回
答はしません
縦覧期間 12月９日（水）〜22日（火）の平日
※県のスケジュールにより、日程が変更になる場合があります。その場合は、市ホームページ（ホーム▶市政
情報▶都市計画・都市景観▶都市計画案の縦覧）でお知らせします
縦覧場所 窓口

消費生活サポーター育成講座
9

申

商工・企業立地課商工観光係（南別館３階）☎72-2111

消費生活サポーターは、悪質商法や製品事故などによる消費者被害を防止するボランティ
アです。
今年度は、講座を収録したDVD（全４講座）を視聴してもらいます。DVDを視聴後、アン
ケートに回答した人をサポーターとして登録し、修了証とサポーター手帳を送付します。ま
た、啓発情報を随時お知らせします。
申込方法 窓口・電話
申込締切 １月29日（金）
※受講後のアンケートは２月19日（金）までに回答してください
9
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三密を避けて、
かんたん確定申告
久留米税務署☎32-4461
今年度の確定申告期間は、２月16日（火）〜３
月15日（月）。「申告会場はいつも混雑していて、
時間がかかるからなぁ」という人に、申告会場
に行かずに申告する方法をご紹介します。待ち
時間なく、感染症の心配もありません。コロナ
禍の今こそ、いつもと違う申告にチャレンジし
ませんか。

やってみました！
スマホで申告

ネット環境がある人

❶ネットで完結！電子申告（e-Tax）

スマートフォンやパソコンを使って自宅で申告ができます。
「難しそう」と尻込みしてしまいそうですが、意外と簡単です。方
法は２つあります。
●税務署でID・パスワードの交付を受けて、申告する
事前に税務署へ行き、ID・パ
ID・パスワードは、本人
スワードの交付を受けます。後
確認書類（運転免許証な
は自宅で国税庁ホームページに
ど）を持参すれば、いつ
アクセス。ID・パスワードを
でも交付が受けられます。
使って申告書を作成し、送信し
混んでいない今のうちに
ます。ID・パスワードは、翌年
ぜひ。
以降も使用できるので、大切に

スマートフォンで、昨
年分の医療費や寄附金控
除の申告をしました。画
面の案内に沿って入力を
するだけで、10分ほどで
申告完了。無事に所得税
と市県民税の還付を受け
ることができました。簡
単で、おすすめです。

保管しましょう。

●マイナンバーカードを使って申告する
マイナンバーカードとICカードリーダー（もしくはマイナン
バーカードの読取りができるスマートフォン）を準備して、国
税庁のホームページ内で申告書を作成し、送信します。対応機
器を持っている人向けの方法です。

ネット環境がある人

❷ホームページで作成し、
郵送で提出

手書きで申告書を作るのは至難の業。
でも、国税庁ホームページでは、画面
の案内に沿って入力をするだけで、簡
単に申告書を作ることができます。最
後に印刷をすれば、申告書の完成。税
務署に郵送で提出すれば、申告は完了
です。

市税務課

岡田さん

ネット環境がない人、対面で書類をチェックしてほしい人

❸申告の時期をずらす

医療費控除などの還付の申告なら、確定申告期間で
なくても税務署で申告ができます。久留米税務署は１
月４日から申告受付を開始し、３月以降も受付可能で
す。確定申告期間を避けて税務署に行けば、申告は
ぐっと楽になります。
※対面でのチェックが不要な人は、手書きで申告書を
作成し、郵送で提出することもできます

★確定申告の詳しい情報は、国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jpをご覧ください。
広報おごおり R２・12・１
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人権・部落問題シリーズ

No.433

12月４日〜10日は
人権週間です
「人権」は、私たちが幸せに自分らしく生きるための
権利で、人種や民族、性別を超えて万人に共通した一
人ひとりに備わった権利です。人権は、誰にとっても
大切なものであり、正しい理解と認識、そして、相手
の気持ちに寄り添った行動によって守らなければなり
ません。
皆さんの家庭や職場、地域などで、お互いに人権を
尊重し合っているか、この機会に見つめ直してみませ
んか。
▲松崎保育園さくら組（５歳児）制作
「はなれていても こころはみつに」

人権週間とは

国際連合は、1948年（昭和23年）12月10日の第３回
総会で、「世界人権宣言」が採択されたことを記念し、
12月10日を「人権デー」と定めました。日本では、毎年
12月４日〜10日を「人権週間」と定め、全国的に「人権
尊重」に対する啓発活動を行っています。

毎年開催している「小郡市人権週間記念講演会」
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため今
年は中止します

人権ポスターをイオン小郡に展示します

市内の幼稚園や保育所（園）、小・中学校では、発達段階にあわ
せて、自分で人権について考え、判断し、行動する力を育むこと
ができるように、人権学習を重ねています。そして、学習の中で
感じたことや友達・家族を大切にする思い、差別をなくしたいと
いう思いを、ポスターや作文、標語などで表現しています。人権
週間に合わせて、作品を展示しますので、ぜひご覧ください。
期間 12月４日（金）〜13日（日）
会場 イオン小郡ショッピングセンター（バスターミナル側入口）

人権擁護委員による人権教室を開催しています

人権とやさしさの心を育むことを目的に、幼稚園や小学校で、人権擁護委員による人権教室を行っています。
子どもたちは紙芝居を通じてコミュニケーションをとりながら、「友達と仲良くすること」や「友達を守ること」
の大切さを学んでいます。
10月に人権教室を開催した立石小学校児童の感想
いじめをしている
人は、自分がされ
ていやな事を人に
している。つられ
て仲間にならない
ようにする。「やめ
よう」と言えるよう
になりたい。

人権・同和対策課☎72-2111
11
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いじめは悪いこと
だと一番に思った。
たった一つの行動、
言葉で、一人ひと
りが傷ついていく
ことがいじめ。一
人ひとり仲良くす
ればいい。

地域おこし協力
隊に
着任しました
観光創造プランナー

1997年、大分県生まれ。大学卒業後、
民間企業に就職し、福岡市内で勤務。
職場での小郡市職員との出会いを
きっかけに、小郡市に初来訪。懐か
しさを感じるまち並みに魅了され、
地域おこし協力隊に応募。趣味のカ
メラを生かして生きのいい小郡情報
を発信中。

穴見 優衣（あなみ ゆい）

小 郡 市 は ︑ 私 の 地 元︵ 大

め て の イ ベ ン ト ︒﹁冬 の た

着任後︑企画制作する初

イベントを初企画！

分 県 豊 後 大 野 市 ︶に よ く 似

な ば た ﹂と 題 し ︑ 短 冊 を

の か﹂と ︑ 各 名 所 を 巡 り な

んなところが福岡にあった

夏 初 め て 小 郡 を 訪 れ ︑﹁こ

に住んでいた私は︑今年の

つい２か月前まで福岡市

ませんか︒皆さん︑ぜひ遊

仕様の七夕笹に短冊を飾り

や︑市内各所に設置する冬

模した﹁天の川短冊ロード﹂

飾であしらい七夕の夜空を

市体育館の２階通路を電

12
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小郡の新たな発見を

たまち並みで︑どこか懐か

月１日

から開催します︒

がら新たな発見と驚きの連

びに来てくださいね︒

使ったイベントを

︒すでに愛着
しいような …
のある大好きなまちです︒

続でした︒名前︵穴見︶にち

ページを

たなばた号
（自転車）
通称
「ばたこさん」
で
市内を巡ります！

ご覧ください

★詳しくは本紙

いきたいです︒

の人にまちの魅力を伝えて

ポットを見つけ︑たくさん

なんで …
ではないですが︑
小郡のさまざまな穴場ス

12

24

ogori̲chiikiokoshi
ogori̲7787

日々の活動を
発信中！

都市圏から地方へ移住し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PRなど、地域協力活動を行う「地
域おこし協力隊」。
10月から新たに 観光創造プランナー として、穴見優衣さんが着任しました。穴見さんには、市の
観光資源の発掘や、新しい「観光」を創造する活動に励んでもらいます。

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

園の畑で野菜の種を
まく園児ら

味坂保育園の園児が農作物を育て︑﹁あ
じさかふぁーむ﹂というブランドで生産者
直売所﹁宝満の市﹂に出荷しています︒売
上げで来シーズンの苗や種を購入するサ
イクルづくりが狙いです︒﹁農業で得た対
価で思い出づくりを﹂と廣瀬崇園長︒
園は保育園として認可され 年︒それ
以前から農繁期に子どもを預かる寺子屋
だったそうです︒廣瀬園長は 年前に保
育士になり︑３年前から現職︒﹁心を豊か
にする食育の推進﹂をモットーに農作業を
保育に取り入れています︒
園近くに合計１６０坪の田畑を持ち︑
もち米や大豆︑ジャガイモなどを育てて
います︒大半は給食の材料として使用し
ますが︑﹁汗をかき︑対価を得ると欲しい
ものが買える︒そんな体験が子どもを成
長させる﹂との狙い︒今年７月から﹁宝満
の市﹂に野菜や切り花を出荷しています︒
かわいいマスコットキャラのシールでブ
ランドの差別化も︒
年度末で卒園する年長さんは︑野菜を
出荷して得たお金でドングリの木を購入
するそうです︒大きくなって再び園を訪
れた際に︑木を見上げて汗を流した日々
を思い出せるように ―
﹁タイムカプセル
になれば﹂と園長︒
ドングリの木が大きく
成長すれば︑この先何年
も園の後輩たちがドング
リを拾い︑大きさや形を
比べながら笑い合うこと
でしょう︒

「あじさかふぁーむ」のシール

13

味坂保育園が野菜を出荷︑対価で思い出づくり

小郡市地域おこし協力隊

71

地域おこし協力隊の日々の活動記録。

13

祇園の飲食店「Pes
caPazzo（ぺスカパ
ッツォ）」で地元産
唐辛子を使った激
辛ピザが楽しめま
す。「辛さ」でギネ
スに記録された品
種・キャロライナ
リーパーを使用。

大板井の米農家・
廣田秀春さんがYo
uTubeチャンネル
「お も て な し ご は
ん研究所」を開設。
草刈りや田植えの
動画は５分ですが、
大変さが伝わって
きます。

信号機カラーのゆ
ずごしょうが宝満
の市で販売されて
います。信号機は、
「赤・黄⇒止まれ、
青 ⇒ 進 め」で す が
意外にも、赤が一
番マイルドで、青
が普通、黄が激辛。

加 地 市 長 は 、「花
の地産地消のモデ
ル ケ ー ス に」と の
思いを込め、自身
の特別定額給付金
で三井地区の花を
購入しています。
年度末まで続ける
そうです。
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音楽家兼マンゴー
農家の緒方淳一さ
んが、ビニールハ
ウス増設の支援を
募るクラウドファ
ンディングを開始。
返礼品として来年
夏に完熟マンゴー
が届きます。
市が特産品化を進
める「キヨミドリ」
の枝豆が販売され
ました。生産した
市内農家さんは
「豪 雨 災 害 を 免 れ
例年よりも大粒で
食 べ 応 え ア リ ！」
とアピール。

必ず確認！
交通事故を防ごう

11.6
fri

10月に御原校区で小学生が自動車にはねられる事
故がありました。事故の再発防止のため、小郡警察
署や小郡自動車学校の協力のもと、御原小学校で交
通安全教室が行われました。
はじめに講師が「車は絶対に止まってくれるとは限
らない」と、確認動作の大切さを教えました。横断歩
道の渡り方では、左右の確認に加え、車の運転手に
気付いてもらうために、横断中もまっすぐ手を挙げ
る動作を実践。また運転手からどのくらい死角があ
るかを検証した際には、予想以上に死角の範囲が広
いことに、子どもたちは驚いていました。

小郡中学校に
国税庁長官表彰

11. 12
thu

小郡中学校が、長年にわたる租税教育推進への取
組を認められ、国税庁長官表彰を受賞しました。
これまで小郡中学校では、租税教室の実施や「税の
作文コンテスト」への参加など、学校全体で租税教育
の推進に積極的に取り組んできました。
表彰式には、生徒会役員の田中仁翔さん、渕上夕
月樹さん、柴田菜々子さんが出席し、「租税教室など
をとおして、社会を支えている税の大切さを知った」
とコメント。船津聡哉校長は、「今後も取組を継続し、
生徒たちの税に対する意識を深めていきたい」と話し
ました。

今年も飛来、コウノトリ

10. 30
fri

「コウノトリがいるよ」との情報を受けて、松崎の
ため池へ行くと、コウノトリ３羽を見ることができ
ました。
観察に来ていた「福岡朝倉コウノトリの会」代表の
高橋秋桜子さんによると、実は市内で６羽（全てメ
ス）を確認したとのこと。また、コウノトリの飛来を
受けて、地元の有志がごみ拾いを行い、環境保全に
取り組んでいることも教えてくれました。
ここ数年、続けて小郡で確認されているコウノト
リ。観察する際は、遠くから静かに見守りましょう。
また、近隣への配慮を忘れずに。

6
小郡にパンクロッカーが！？ 11.
fri
ソロシングルを初リリース！
久留米を活動拠点にし、昨年メジャーデビューを
したロックバンド「THE FOREVER YOUNG」のボーカ
ル・クニタケヒロキさんが、初のソロシングル「夢
幻」のリリース報告に市長を表敬訪問しました。
クニタケさんは小郡生まれ・小郡育ちの小郡っ子
（東野小⇒大原中⇒三井高）。シングルにはコロナ禍
での思いを込めた新曲のほか「小郡駅２」という曲を
収録。曲名のとおり地元で過ごす日常を切り取った
内容で、小郡市民ならおなじみの場所も登場します。
音楽に夢中だった少年時代の思い出や、全国区の大
型フェスに活躍の場を広げながらも地元から発信し
ていくことへの熱いこだわりを語ってくれたクニタ
ケさん、これからの一層の活躍を応援しています！
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鶴本

H27.12.30

２歳のお誕生日おめでと
う！パワフルこうちゃん
が大好きだよ。もっと大
きくなーれ♪

ちひろ

発想力豊かで、お絵かき
が上手な源くん♥これか
らも、のびのび元気に育
ってね！

ぜんき

千尋ちゃん

田中 善己ちゃん

松葉

H29.12.12

R１.12.５

元気姫ちーちゃん１歳お
めでとう。かわいい笑顔
でみんなも笑顔♪兄達と
仲良く優しく育ってね

あやな

２歳のお誕生日おめでと
う！これからもかわいい
笑顔でいてね♪大好きだ
よ☆

ひなた

原 陽太ちゃん

H27.12.13

大嶋

４歳のお誕生日おめでと
う！優しいひなのまま、
これからもすくすく元気
に育ってね♪

ゆうき

優希ちゃん

南迫

H27.12.25

妹想いの優しいゆづくん、
お誕生日おめでとう。明
るく素直な男の子に育っ
てね。

せいか

あんず

星花ちゃん

中野 杏ちゃん

R１.12.17

５歳の誕生日おめでと
う。いつも素敵な笑顔あ
りがとう。これからも３
人仲良く遊んでね。

H28.12.21

４歳のお誕生日おめでと
う！おもしろくてかわい
くておてんばな杏ちゃん。
成長が楽しみ

１歳の誕生日おめでとう。
素敵なかわいい女の子に
育ってくれてありがとう。
成長が楽しみ☆

かえで

上水流 楓ちゃん

吉本

H28.12.12

もれあ

萠絢ちゃん

H28.12.３

いつも元気いっぱいでみ
んなを笑顔にしてくれて
ありがとう！もーちゃん
大好きだよ！

４歳のお誕生日おめでと
う！これからも優しいお
兄ちゃんでいてね！大好
きだよ！

２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 １月６日（水）
●申込・問合せ先
総務広報課総務広報係（本館２階）
☎72-2111

図書館司書が選ぶ読み聞かせ絵本

市立図書館
で貸し出して
います

はじめてのふゆ
ロブ

ルイス／作

ふなと

よしこ／訳

ゆづき

悠月ちゃん

H30.12.24

H28.12.４

５歳のお誕生日おめでと
う！これからもおしゃべ
り上手でいてね☆大好き
だよ♪

ふみと

郁人ちゃん

H30.12.５

家族思いで優しい善己。
３歳も元気いっぱい過ご
そうね！！大好きだよ★

松葉 綺菜ちゃん

南迫

げん

木村 源ちゃん

H30.12.１

12月

古賀

こうせい

凰晟ちゃん

ほるぷ出版

小さなジネズミのヘンリエッタは初めての冬を迎えようとしています。だけど
ヘンリエッタは冬がどんなものか分かりません。
そんなヘンリエッタに森の動物たちが、「冬が来る前に食べ物を集めるように」
と教えてくれます。
木の実や草の実をたっぷり集めたヘンリエッタ。安心して寝ていると雨が降
り、せっかく集めた食料が流されてしまいます。雨漏りを直し、食べ物集めに出かけ、やっと食べ物置き場
をいっぱいにしたのに、今度は虫たちに食べられてしまいます。ヘンリエッタはまた、食べ物探しに出かけ
ます。けれども、だんだんと冬が近づいてきて、食べ物は簡単には見つかりそうにありません。ヘンリエッ
タは無事に冬を迎えることができるでしょうか。
淡々とした語りに、いつの間にかヘンリエッタの気持ちになってハラハラドキドキしてしまいます。ヘン
リエッタのお部屋のインテリアなども見ていてとても楽しくなります。
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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）
HP www.library-ogori.jp
⃞

図書館だ より
館内特別整理休館のおしらせ

蔵書点検作業のため、下記の期間、市立図書館を休館します。今回は合わせて、館内の空調設備の補
修工事も行うため、休館期間が長くなります。皆さんのご理解ご協力をお願いします。
●休館期間
１月11日（月・祝）〜29日（金）
※一部のウェブサービスを除き、全てのサービスを休止します
●休館する施設
市立図書館、ふれあい館三国図書室、移動図書館しらさぎ号、
野田宇太郎文学資料館
●本の返却について 休館中、本の返却は返却ポスト（図書館入口・ふれあい館三国前・希みが丘公民館
前・美鈴が丘公民館前・西鉄小郡駅前・西鉄三国が丘駅前・西鉄端間駅前）をご利
用ください。なお、次の資料は開館後にカウンターで返却してください。
AV資料・CD-ROMなどの付録がついた本、他の図書館から取り寄せた本、
大型絵本、布の絵本、絵本パック

新刊紹介

いま話題になっていること、気になることは図書館へ。今どきの新刊、ご紹介します。

ビジネスにも役立つ！YouTube完全マニュアル

桑名由美／著

秀和システム

おうち時間を使ってはじめるYouTube
主婦の友社／編・発行

外出を自粛するようになって、一段とYouTubeの需要が高まったように思いま
す。視聴するだけでなく、動画を公開する人も増えています。この本は、制作の
方法から公開まで、写真を使ってわかりやすく解説しています。趣味として、ま
た仕事でも、使ってみたいという人におすすめの２冊です。

おうちキャンプ＆アウトドア ベランピングスタイルブック
オフィス三銃士／構成・編

辰巳出版

無敵の 家キャン レシピ

ALPHA TEC／著

KADOKAWA

キャンプやたき火など、アウトドアに注目が集まっています。「ベランピング」
とは、「ベランダ」と「グランピング」を合わせて生まれた造語で、自宅のベランダ
などでできる新しいアウトドアスタイルのことです。キャンプ場まで出かけなく
ても、ちょっとした工夫で非日常を楽しむ方法を提案しています。

けものが街にやってくる
羽澄俊裕／著
地人書館

秋が深まる頃、
人家でクマやサル
の目撃が相次ぎま
した。野生動物が
人間社会にもたら
す被害も年々深刻
になっています。
どうしたらこの問
題を乗り越えるこ
とができるのか、解決の糸口を探りま
す。

テレワークの労務管理のツボ
とコツがゼッタイにわかる本
寺林

顕／ほか著

秀和システム

全部わかる神社ガイド
岸川雅範／監修
成美堂出版

週の半分はテレ
来年の初詣は密
ワークという人も
を避けて分散して
増えている昨今。
と、多くの神社が
この新しい働き方
呼びかけています。
にストレスや疑問
年に一度のイベン
を感じている人も
トとして詣でるだ
多いのではないで
けでなく、神社の
しょうか。環境や
歴史や信仰につい
ルールを十分に整
て学んでみません
備し、安心して働き続けることができ
か。イラストが豊富で、難しい漢字に
るように、ぜひ読んでおきたい本です。 はよみがなもついた読みやすい本です。
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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

ニセ電話詐欺に注意！

小郡警察署管内の犯罪・交通事故の発生状況

県内では、警察官や金融機関の職員などを名乗り、キャッシュカ
ードをすり替えて騙し取る、ニセ電話詐欺の手口が多発しています。
防犯ポイント
●電話でお金の話が出たら詐欺を疑う
●他人にキャッシュカードや通帳を渡さない
●他人に暗証番号を教えない
●被害防止機能が付いた電話機（まっ太フォン）を活用する
年末年始に特別警戒を実施
年末年始の犯罪と事故発生防止を抑止するため、年末年始（12月
１日〜１月３日）に特別警戒活動を実施します。

毎月９日は
防火の日

■R１

（令和２年10月末現在）

■R２

50
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16
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空き巣

24
11

車上ねらい

5
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
負傷者数

※（ ）は、昨年同月比を示す

こちら１１９

0 1
オートバイ盗 自転車盗

27

23

万引き

195件（−46件）
188件（−78件）
０人（±０人）
258人（−78人）

久留米広域消防本部
三井消防署
☎72-5101ファクス72-5948

インターネットで学ぶ「応急手当」

現在、久留米広域消防本部では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一般公募での普通救命講習を中止し
ています。そこで、インターネットで応急手当の基礎知識を学べる「応急手当WEB講習（消防庁）」を紹介します。
この講習は、パソコンやスマートフォンなどを使って、映像や音声で好きな時間に学習できます。応急手当の重
要性、119番通報の方法や救命の連鎖、異物除去、AEDの取扱い、心肺蘇生法を学び、最後に修了テストがありま
す。ぜひご活用ください。
HP https://www.fdma.go.jp/relocation/kyukyukikaku/oukyu/
⃞
コロナ禍での心肺蘇生法（注意点）
●成人の心停止の場合は、人工呼吸を行わずに胸骨圧迫とAEDによる電気ショックを実施してください
●子どもの心停止の場合は、講習で技術を身に付けている人が、人工呼吸を行う意思がある場合に、実施してくだ
さい（子どもの心停止は、窒息や溺水などの呼吸障害が原因であることが多く、人工呼吸の必要性が大人より高
いため）

消 費生活相 談室

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

送り付け商法に注意
注文した覚えのない商品が送られてきて、高額の代金を請求される「送り付け商法」と呼ばれ

る相談が寄せられています。

〈相談事例〉
●申し込んでいないのにサケの切り身セットが届き、家族が代引きで支払ってしまった。既に開
封してしまったが、注文していないので返金してほしい。（70歳代男性）
●母親宛てに海産物の購入を勧める電話があり、断っていたが担当者に押し切られ、カニを送付することに応じて
しまったという。解約したいがどうすればよいか。（60歳代女性）
〈消費者へのアドバイス〉
●勧誘されても必要がなければきっぱりと断りましょう。
●承諾していないのに一方的に商品が送りつけられて来ても、支払いの義務はなく、受け取る必要はありません。
商品を受け取ってしまうと、代金を取り戻すことが難しくなります。安易に受け取らないようにしましょう。
●電話での勧誘を受けて契約した場合は、８日以内ならばクーリング・オフができます。
困ったときは、すぐ相談！
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健康だより

健康の基本「減塩」の技

減塩は、心筋梗塞や脳卒中の予防になることを
ご存じですか。日本食は世界的にもヘルシーフー
ドと言われていますが、実は意外と塩分が多いの
です。現在の日本人の１日塩分摂取量は、平均し
て9.9ｇにも及んでいます。知らず知らずのうち
に、塩分をとりすぎていることが多いため、ステ
ップ１〜３を実践し、減塩に努めましょう。
STEP

1

一日当たりの塩分摂取量の目標値
（厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」）

男性
7.5g未満／１日

女性
6.5g未満／１日

塩分の多いメニューを確認し、
食べる頻度や１回の摂取量を減らす

12月は外食の機会も多い月。さらに、Go To Eatキャンペーンが始まっていますね。
外食やテイクアウトは塩分が多いので食べ方や量を調整しましょう。

ラーメン
（インスタント含む）
約４〜６ｇ

うどん、そうめん
約４〜６ｇ

梅干し１個
約2.2ｇ

お寿司10貫程度
約４〜６ｇ

明太子
１／２腹で1.7ｇ

※栄養成分表示の「食塩相当量」を確認してください
STEP

2

量を減らす

・「かける」よりも「つけて」食べましょう。
・塩のかわりに酢やレモン、香味食材（ねぎ・玉ねぎ・しそ・にんにく・しょうが）を使いましょう。
・味付けしていないものは、味のついたものと一緒に食べましょう。
・旬のものを食べて、食材の味を楽しみましょう。
・つくだ煮・漬け物は、いつもの量から半分に減らしましょう。
・市販されている減塩の調味料を使ってみましょう。
STEP

3

汁物は具だくさんにして食べる

標準的な汁物やスープ類には、１杯１〜2ｇの塩分が含まれています。毎食汁物を食べていると、
それだけで１日の塩分摂取量の大半を占めてしまいます。汁物は１日１杯程度に、できれば汁は残
しましょう。また、同じ汁物でも具材をたくさん入れると、汁の量が減ります。具に野菜を使うこ
とで、野菜もたくさん食べられて一石二鳥です。
【40〜74歳の小郡市国民健康保険加入者へ】
生活習慣病を早期発見できる「特定健康診査」はお済みですか。毎年特定健康診査を受ければ、
からだの変化に早く気がつき、生活習慣を見直すことができます。必ず受診しましょう。
●問合せ先

あすてらす
健康相談室の案内

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）
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発見！おごおり遺産

三仏信仰とは︑亡くなった人の

です︒ここでは市内でも珍しい十二神

よう

将像とともに︑十三仏がまつられてい

つい ぜん く

回 の 追 善 供 養︵ 初 七 日 〜 三 十

ま す ︒ 昭 和 ７ 年︵ １ ９ ３ ２ ︶に﹁二 森 大

こうちゅう

の仏を信仰

び

しゃ もん てん

こう ぼう だい し

師 講 中 ﹂に よ っ て 造 ら れ た 一 体 型 の 像

下西鰺坂の古刹である普済寺の境内

た筑後三十三か所霊場の一つでもあり

小郡市内にも十三仏が見られます︒

の成り立ちや歴史を知ると︑また気持

私たちに身近な追善供養ですが︑そ

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

三 回 忌 ︶を そ れ ぞ れ 司 る
することです︒

で︑十三仏に毘沙門天と弘法大師が加

稲吉の老松宮の西側にある阿弥陀堂

わって十五体となっています︒

四十九日と考えられていましたが︑そ

の隣にも十三仏があります︒ここの石

七回＝
×

れ が 中 国 に 伝 わ り ︑ 道 教 の﹁ 十 王 思 想

像はそれぞれが独立しており︑明治

ほん じ ぶつ

代ごろにさらに三仏が加わり︑十三仏

には︑十三仏に馬頭観音などが加わっ

さつ

信仰が完成しました︒なお︑三十三回

た十六体の石像があります︒土台の基

こ

忌をもって年忌仏事の最終回とする

年︵ １ ９ ２

大板井の福聚庵︵長福寺︶は︑古い歴

ふく じゅ あん

４︶の銘があります︒
守り神になることで︑インドの輪廻思

この十三仏信仰は︑死者の供養とい

ます︒十三仏は境内の御堂にあり︑大

安永７年︵１７７８︶に久留米藩が定め

う人々に密接な信仰であり︑現在も全

年︵１９２２︶に建納されたことが

正

二森の辻堂は︑明暦３年︵１６５７︶の

ちが新たになります︒

分かります︒

大日如来像があるなど︑江戸時代から

文化財課☎７５・７５５５

問合せ先

まいり﹂が行われています︒

国 に 多 く の 札 所 霊 場 が あ り ︑﹁ 十 三 仏

えます︒

史を持ち︑江戸時代に再興されました︒

13
想とは異なる日本独自の信仰形態と言

りん ね

これは︑亡くなった人が仏様から家の

礎石には奉納された大正

14

﹁弔い上げ﹂の風習が全国で見られます︒

定されました︒その後︑日本で室町時

年︵１８８１︶に造られました︒

の影響を受けて︑十の仏︵本地仏︶が選

から次の生を受けるまで七日

古代のインド仏教では︑亡くなって

13

十

十三仏
稲吉の十三仏

13

続く長い信仰の歴史が感じられる場所

広報おごおり R２・12・１
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11

本地仏
不動明王（ふどうみょうおう）
初七日
釈迦如来（しゃかにょらい）
二七日（ふたなのか）
文殊菩薩（もんじゅぼさつ）
三七日（みなのか）
普賢菩薩（ふげんぼさつ）
四七日（ししちにち）
五七日（ごしちにち 35日） 地蔵菩薩（じぞうぼさつ）
弥勒菩薩（みろくぼさつ）
六七日（ろくしちにち）
七七日（しちしちにち 49日） 薬師如来（やくしにょらい）
観世音菩薩（かんぜおんぼさつ）
百ヶ日
勢至菩薩（せいしぼさつ）
一周忌
阿弥陀如来（あみだにょらい）
三回忌
阿閦如来（あしゅくにょらい）
七回忌
大日如来（だいにちにょらい）
十三回忌
虚空蔵菩薩（こくぞうぼさつ）
三十三回忌
二森辻堂の十三仏

十三仏の 信仰
No.21

じゅうさ ん ぶつ

市内を歩くと、たくさんの石像が一緒にまつられている場所
があります。今回は、その中でも十三仏にまつわる信仰を取り
上げます。
供養の日

living information

申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

家庭教育学級１月学習会

02 「子どもが笑顔で過ごせ
るために、今、私たち
にできること」

子ども育成課医療・手当係（北別館１階）
☎72-2111 72-7481
syogai-katei@san.bbiq.jp
申

もっと子育てが楽しく、気持ちの持ち方が
楽になるポイントを、子育てアドバイザーの
講師がおもしろく、分かりやすくお届けしま
す。
★日時 １月15日（金）／午前10時〜正午
★会場 生涯学習センター七夕ホール
★対象 子育て中の保護者、
講座に興味のある人
★講師 髙田悦也さん（子育てアドバイザー）
★受講費 300円
★託児 無料（要申込）
★申込方法 窓口・ファクス・Ｅメールで、
①講座名②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤
電話番号⑥託児の有無⑦託児希望の子ども
の氏名（ふりがな）・生年月日を明記し、申
込み
★申込締切 １月６日（水）

九州歴史資料館

03 九州歴史資料館企画展

「古代・中世の
人々と暮らし」

会場
九州歴史資料館☎75-9575
どの情報が掲
古代・中世の絵巻物などに表現された生活
の道具に注目し、実際に遺跡から出土した類
似の遺物を展示して、当時の人々の暮らしに
ついて考えます。
★会期 12月１日（火）〜３月21日（日）
※月曜休館、祝日の場合は翌日
★時間 午前９時30分〜午後４時30分
（入館は４時まで）
★観覧料 無料

はく じ てつ え し

じ

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１月10日に
成人式を開催します

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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
規模を縮小し、式典のみを２部制で行います。
開催について変更がある場合は、市ホームペ
ージやSNSでお知らせします
★日時 １月10日
（日）
【三国中校区】
受付 午前11時30分〜
式典 午後０時30分〜１時
【小郡・大原・立石・宝城中校区】
受付 午後１時30分〜
式典 午後２時30分〜３時
★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
市外在住者が成人式に参加する場合
電話・ファクス・はがき・Ｅメールで、
①氏名（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。申込後、案内状を送
付します
※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
託児を希望する場合
託児の利用は、事前に申込みが必要です。
12月23日（水）までに、窓口・ファクス・電
話・Ｅメールで、①保護者の氏名②子どもの
氏名（ふりがな）・年齢③現住所を明記し、申
込み
※式当日、案内状に同封している「健康チェ
ック票」の提出が必要です。窓口または市
ホームページ（市ホームページ▶学ぶ・ス
ポーツ・人権▶生涯学習▶成人式）からも
取得できます

こ

白磁鉄絵四耳壺▶
広報おごおり R２・12・１
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古代体験！

04 「ものつくり講座」

〜鋳造品・縄文ポシェットをつくろう！〜
埋蔵文化財調査センター

会場 申

☎75-7555

古代の人びとの技や知恵が体験できる、ものつくりの講座を開催します。
★時間

①12月12日（土） 鋳型で銅戈つくり

②１月30日（土） クラフトテープで縄文ポシェットつくり
③２月13日（土） 鋳型で多鈕細文鏡つくり

相談

オンラインdeやってみらんね！

05 おごおりフード

06 外国人や関係企業
のための相談会

だんじょきょうどう さん かくすいしんしつ

プロジェクト2020

そう む こう ほう か ない

男女共同参画推進室（総務広報課内）
☎72-2111 73- 4466
danjokyodo@city.ogori.lg.jp
申

がい こく じん

かん けい き ぎょう

そう だん かい

おこな

外国人や、関係企業のための相談会を行い
ぎょうせいしょ し

しゃ かい ほ けん ろう む

し

せん もん

ます。行政書士や社会保険労務士などの専門
か

午前10時〜正午
（受付９時30分〜）
★対象 小学３年生以上
※会場への入場は参加者に限ります
★参加費 ①500円②100円③500円
★定員 各15人（先着順）
★申込方法 電話・ファクスで、①参加
希望の回②住所③氏名④電話番号を明
記し、申込み

ざいりゅう し かく

さしょう

こく せき

（一社）小郡市観光協会☎72-4008

コロナ禍の今こそ、
オンラインで「小郡の
食」を盛り上げましょ
う。詳しくは、観光協
会ホームページをご覧
ください。

こく さい けっ

家に（在留資格、査証（ビザ）、国籍、国際結
こん

そう だん

に ほん ご

婚などについて）相談ができます。日本語の
げん ご

そう だん

ほかに、18言語で相談ができます。
そう だん

ば あい

がつ

にち

きん よう び

相談をしたい場合は、12月18日（金曜日）
よ やく

までに予約をしてください。
にち じ

がつ

★日時

にち

か よう び

12月22日（火曜日）
ご

ご

じ

じ

ば しょ

午後１時〜４時
おごおり し やく しょ

★場所

小郡市役所
きた べっ かん

かい

北別館１階

もうしこみほう ほう

★申込方法
な まえ

でん わ

ちゅうかい ぎ しつ

中会議室

電話・ファクス・Ｅメールで、

じゅうしょ

でん わ ばん ごう

くに めい

おし

①名前②住所③電話番号④国名を教えてく
ださい

21
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三井高校コラボdeチャレンジクッキング
三井高校スイーツ部が、クリスマスにぴっ
たりの「映える」簡単スイーツのつくり方を
YouTubeで紹介。
プロのカメラマンが教える
スマフォトレッスン
写真家・後藤勝騎さん（㈱IIT Japan）が、ス
マホで簡単に「SNS映え」する写真の撮り方を
YouTubeで伝授。
Twitterでいいね！グルメフォトコンテスト
Twitterでグルメ写真を投稿しませんか。
「いいね！」の数が多かった５人に、小郡のお
いしい商品をプレゼント！
★期間 12月15日（火）〜１月15日（金）

応募資格

市や市近郊に在住
歳以上の人

参加費
エプロン・三角巾・

５００円
対象

︻ボ ラ ン テ ィ ア ス タ ッ フ ︼

各日

人

月

日︵日︶

午前９時〜︑あすてらす

事前説明会

昼食は準備します︒１日の
※
みの参加も可

定員

︵者︶福祉に関心のある人

高校生以上で障がい児

持参物
筆記用具︑持帰り容器︑弁
当箱など
電話

健康課健康推進係

申込方法
申

︵あすてらす内︶
☎７２・６６６６

︻共 通 事 項 ︼
申込方法

日︵土︶

窓口︑電話︑ファクス
月

サポネットおごおり

申込締切
申

日︵土︶

月

日︵金︶

介護家族のつどい

日時

分〜２時

分

人権教育啓発センター

午後１時

会場

１階情報室

申込不要
※
長寿支援課地域包括支援係

☎７２・２１１１

ごみ搬入の受付︑

３人

クリーンヒル宝満
会計年度任用職員募集

採用予定数

勤務内容

日

令和３年４月

案内︑データ入力︑事務補

助

任用予定期間

１日〜令和４年３月

応募資格

パ ソ コ ン︵ ワ ー ド ・ エ ク セ

日︵水︶消印有 効

22
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し︑小郡駐屯地の行事など
に参加できる
議会議員︑常勤の国家・地
※
方公務員︑行政相談員は対
５人
１年︵令和３年４月

障がい児のウインター
スクール参加者
・ボランティア募集

☎７２・３１７５

︵あ す て ら す 内 ︶
して︑障がい児同士やボラン

８０・５５０６

レクリエーション活動を通
ティアとの交流︑保護者同士

月

ル ︶の 操 作 が で き ︑ 文 書 作

時

クリーン

午前

月

筑紫野・小郡・基山清掃

☎０９２・９２６・５３００

満﹂

施 設 組 合﹁ ク リ ー ン ヒ ル 宝

申

申込締切

ヒル宝満︑ホームページ

申込書の配布場所

成︑表計算ができる人

妊娠期から３歳のお子

研修室２

時〜

30

生涯学習センター

分

コロナに負けるな！
子育て座談会︵節約術︶
日時
会場
対象

さんをもつ保護者

お子さんと一緒に参加可
※
定員
人︵先 着順︶

ふぃ れ ーる︵大 場 ︶

☎ ０９０・３４６ ３・１０ ３ １

申

30 18

お知らせ
市営住宅入居者募集
募集住宅︵３ＤＫは単身不可︶
象外
採用数
任期
日︵金︶

〜 令 和 ４ 年 ３ 月︶
月

小郡駐屯地広報班

申込締切
申

☎７２・３１６１

健母の健康クッキング
﹁ 減 塩 の 工 夫 ﹂や﹁ 野 菜 の 上

る小・中学生︑高校生と

20

︻長松住宅︼２ＬＤＫ︵１戸︶︑
２ＤＫ︵１戸︶
︻井上第１住宅︼２ＤＫ︵３戸︶︑
３ＤＫ︵３戸︶
︻井上第２住宅︼１ＤＫ︵１戸︶︑
車いす住宅１ＬＤＫ︵１戸︶︑
車いす住宅２ＬＤＫ︵２戸︶
︻駅前住宅︼３ＤＫ︵１戸︶
日︵水︶

案内書配付・申込期間
月３日︵木︶〜
窓口

の交流を深めます︒

案内書配付・申込場所

手 な と り 方 ﹂な ど ︑ 健 康 づ く

日時

窓口に申込書を持

りについて一緒に考えてみま

午前９時〜午後３時

７ 日︵木︶

１ 月 ５ 日︵火︶

参︑郵送
せんか︒
１月

日︵木︶／ 午 前

日時

あすてらす
︻参 加 者 ︼

分 〜︶

ポピーの里あじさか館

対象

時〜正午︵受付９時
会場

健康づくりミニ講話︑
健康を守る母の会考案の

きょうだい児︵就学児︶
人

定員

１日５００円

各日

シピの調理実習

参加費

日︵日︶

昼食︑水筒︑着替え︑
タオル
事前説明会

月

持参物
ください
人

教室での試食はありません︒
※
調理したものは持ち帰って

﹁時短﹂
﹁簡単﹂
﹁おいしい﹂レ

市内在住の障がいのあ

内容

会場

詳しくは案内書をご覧くだ
※
さい

０１９８
１

都市計画課建築指導係
︵西 別 館 ２ 階 ︶

〒８３８

☎７２・２１１１

申

申込方法

20

市内在住者

時〜︑あすてらす

30

31

20

12

12

11

10

12

16

小郡市小郡２５５

小郡駐屯地モニター募集
防衛省や小郡駐屯地に対す

定員

午前

12

30

12

10 12

12

︵先 着 順︶

20

10

12

12

23

−
る意見を聞くため︑モニター
を募集します︒

10

10

12

25

10

−

21

くらしの情報

日︵木︶

分〜３時

30 14

歳からの
就業支援セミナー

１月

生涯学習センター

期日

30

分

歳以上の人

基山町
きやま人づくり大学

町の魅力や課題を学び︑情

日︵日︶

報の発信や解決策を実践する

月

人材育成を図ります︒

基山町民会館

20

日時

会場

おおむね

会場

かいろう基山の取組に

12

午後１時

対象

楽しい自己分析で新た

60

演題

松 原 幸 孝 さ ん︵ Ｎ Ｐ Ｏ

ついて︵森保全活動など︶

講師

無料

法人かいろう基山代表理

事︶

内容

な可能性を発見︑履歴書作

森 美 奈 子 さ ん︵ フ リ ー

成と面接のポイントを解説

講師

人

ラ ン ス ア ナ ウ ン サ ー︶

定員

受講料

基山町まちづくり課

礼

参加希望者は︑ご連絡くだ
※
さい

申

☎９２・７９３５

お

小郡市社会福祉協議会

南部武彦︵亡母光子︶

●香典返し

松崎

行実福祐

●一般寄附

下町

●コロナ対策支援寄付

手芸ボランティアねこの手

地域子育て支援拠点事業（小郡市）

20

無料︵要申込︶

70

参加費

履歴書セットをプレゼント
※
県 歳現役応援センター

申

☎０９２・４３２・２５１２

広域情報

月下旬

鳥栖市
ハートライトフェスタ
２０２０

月下旬〜

今年は規模を縮小し︑イル

午後７時〜９時

鳥栖市中央公園

12

ミネーションを実施します︒

日時

会場

鳥栖商工会議所

☎８３・３１２１

11

60

サウンドイッチの

楽しいコンサート〜クリスマスVer.〜
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

▲

▲

▲

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、予約が必要です。

サウンドイッチさんとみんなで作る参加型コンサートです。
一緒に歌い、体を動かし、たくさん楽しみましょう！
要予約
★日時

12日23日（水）
１回目…午前10時〜10時45分
２回目…午前11時〜11時45分
★会場 ひまわり館東野ホール
★対象 0歳〜就学前のお子さんとその保護者
★講師 サウンドイッチさん（音楽ユニット）
★定員 各回12組（先着順）
★参加費 無料
★持参物 お茶
★申込方法 12月４日（金）／午前９時〜電話受付
＊託児はありません。きょうだいで赤ちゃんがいる人は
おんぶひもなどを持参してください
＊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

救急電話相談・医療機関案内（24時間受付）
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
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広報おごおり R２・12・１

ひとのうごき
人

令和２年11月１日現在 （ ）は前月比

口

59,459人（−31人）

男

28,177人（−20人）

女

31,282人（−11人）

世帯数

24,883世帯（−10世帯）

12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

ロデュース
地域おこし協力隊・穴見優衣プ

冬のたなばた
早く行きたいあの場所、会えなくても、離れていても、想うこころ。
コロナ禍で募る想いや願いを、どうぞ、冬の七夕短冊にしたためてください。
天の川短冊ロード

市体育館２階に七夕の夜空が登場。願いごとを書いて、星空
を短冊でいっぱいにしましょう。２階に上がる道中では、七夕
にまつわるスポットや恋人の聖地をパネルで紹介しています。
★期日 12月１日（火）〜27日（日）※16日（水）を除く
★会場 市体育館（２階通路）

七夕笹〜Winter ver.〜

■発行

雪や星で飾った七夕笹を各所に設置します。冬にも笹に短冊
を結んでみませんか。
★期日 12月１日（火）〜１月15日（金）
※各施設の休館日を除く
★会場 市役所、各校区コミュニティセンター
おごおり情報プラザ（イオン小郡内）

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

ogori̲chiikiokoshi
ogori̲7787

集 総務広報課総務広報係

12
21 １

イベントの詳しい情報は、SNSをご覧ください。なお10月に地域おこし
協力隊に着任した穴見優衣さんを本紙12ページで紹介しています。
商工・企業立地課商工観光係☎72-2111

■編

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

12

日々の活動を発信中！

広告
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