Ogori City Public Relations Vol.654

広報

2019

5

５月15日号

４月20日（土）、小郡市で開催され
たウエスタン・リーグ公式戦のファン
サービスで、小郡市出身の帆足和幸さ
んら、ホークスOBによる野球教室が
行われました。
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あなたのまちの民生委員・児童委員
〜支えあう

住みよい社会

問合せ先

地域から〜

福祉課地域福祉係☎72-2111

平成29年に創立100周年を迎えた民生委員制度。市内では、95人の民生委員・児童委員が、さまざまな活動
を通じて、あなたのまちの福祉と安心を支えています。

民生委員・児童委員って？
民生委員・児童委員は、福祉のボランティアで、地域の身近な相談相手で
す。民生委員・児童委員には、守秘義務があり、相談内容が他の人に伝わるこ
とはありません。

主任児童委員って？
主任児童委員は、民生委員・児童委員のうち、子どもや子育てに関する支援
を専門に担当する人です。

どうやって選ばれるの？
お住まいの住民の中から自治会の推薦によって候補者が選ばれます。候補者
は都道府県知事の推薦を受け厚生労働大臣が委嘱します。

どんな活動をしているの？

民生委員・児童委員
のマーク
お住まいの地域の
民生委員・児童委員を
知りたいときは、
お問い合わせください

・住民の身近な相談役として、ひとり暮らしの高齢者や障がいのある人、子育
て中の世帯などの見守りや支援を行います。
・住民からのさまざまな生活上の困りごとや心配ごとに関する相談に応じ、必
要な支援を受けられるよう、市役所各担当部署、児童相談所などの地域の専
門機関への「つなぎ役」としての役割を担っています。
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活動の様子
見守り訪問活動

サロン活動
自治会や地域の福祉活
動者などと協力しなが
ら、サロン活動を開催。
つながりを育む場とし
て、地域住民の居場所に
なっています。

高齢者や障がいのある
人、生活上の問題を抱え
ている人などで、見守り
を希望する人を対象に、
見守り訪問活動を行って
います。

小・中学校との情報交換

街頭啓発活動
５月12日〜18日を「活
動強化週間」、５月12日
を「民生委員・児童委員
の日」と定め、さまざま
なPR活動を展開してい
ます。

子育てや教育に関する
相談について、小・中学
校と情報交換を行ってい
ます。登下校の見守り活
動などにも協力していま
す。

困ったことがあったら一人で悩まずに民生委員・児童委員にご相談ください
ひとり
暮らし

何かあった
ときが
不安

子育て

うまく
いかない

12月１日に
民生委員・児童委員の
一斉改選が行われます
民生委員・児童委員の任期は３年で
す。現在の委員の任期は令和元年11月
30日までとなり、12月１日に民生委
員・児童委員の一斉改選が行われま
す。地域を住みよいまちにするために
は、皆さんの力が必要です。
民生委員・児童委員に興味・関心が
ある人は、お気軽にお問い合わせくだ
さい。
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介護

介護をする
ばかりで自分の
時間がない

福祉
サービス

どこに相談
すればいいか
分からない

私たちは、地域の皆さんに寄り添い、さまざまな活
動を行っています。大変なこともありますが、「あり
がとう」と言われた時の喜びは格別です。地域の皆さ
んの笑顔のために、私たちと一緒に活動しましょう！

小郡市からのお知らせ

1

ヤフー株式会社（Yahoo！JAPAN）と
「災害に係る情報発信等に関する協定」を締結しました！
総務課防災安全係☎72-2111

市は、災害時の情報発信手段を増やし、迅速な情報発信ができる環境を整備するため、
ヤフー株式会社（Yahoo !JAPAN）と「災害に係る情報発信等に関する協定」を締結しました。
協定の主な内容
①市からの緊急情報の発信
台風接近の注意喚起、避難所の開設情報、ライフライン情報など
の緊急情報を、市が直接「Yahoo!防災速報アプリ」や「ヤフーホーム
ページ」で発信できるようになります。

Yahoo!防災速報アプリ

②コピーサイトの作成と掲載
災害時に市のホームページにアクセスが集中し、閲覧しにくく
なった場合、ヤフーのサーバー上に市ホームページと同内容のコピ
―サイトを公開します。アクセスを分散し、負荷軽減をはかります。
③避難場所などの地図への掲載
平時からヤフーの地図サービス上に避難場所などを掲載します。
④被災地情報の掲載
中・長期的な災害時に、給水所や通行止め情報などの被災地情報
を「Yahoo!防災速報アプリ」や「ヤフーホームページ」に掲載します。
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Android版

iOS版

干潟・立石地区、乙隈地区の土地利用規制が
緩和されました
都市計画課計画係（西別館２階）☎72-2111

４月12日、干潟・立石地区と乙隈地区の一部が、県の条例に
基づき、都市計画法第34条第12号の区域に指定されました。
（指定区域は右図の斜線部）
この区域は市街化調整区域のため、原則開発が抑制されてい
ましたが、区域指定により、さまざまな建築物が建築できるよ
うになりました。
市はこの制度と、利活用可能な空き家を紹介する「空き家バ
ンク制度」を併せて活用することで、既存集落の活性化を図っ
ていきます。空き家の所有者は、ぜひご相談ください。
建築できる建築物
戸建ての専用住宅、生活に必要な日用品販売店など、その他
地域の特性にあったもの
※建築物の用途・形態は条件があります。詳しくはお問い合わ
せください

乙隈公民館

立石小学校

干潟交差点
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申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

木造住宅耐震改修工事費を補助します
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申

都市計画課建築指導係（西別館２階）☎72-2111

市は、住宅の耐震化を促進するために、昭和56年以前に建てられた木造住宅のうち、耐震診断で一定の評価
がされた住宅の耐震改修工事費を補助します。
※詳しくは、市ホームページ（ホーム▶くらし▶住まい▶耐震）に掲載しています
対象者 次の全ての要件に該当する人
・市税の滞納がない人
・本補助金を受けたことがない人
対象住宅
市内の木造住宅で次の全ての要件に該当するもの
・昭和56年５月31日以前に着工したもの
・地階を除く階数が２以下であるもの
・耐震診断を行い、上部構造評点が１未満のもの
・建築基準法および関係法令の規定に違反してい
ないもの

対象工事
対象住宅の、住宅の用に供する部分の耐震改修工事
補助金額 60万円を上限に、次のいずれか低い金額
・対象工事費50％
・対象工事の延べ床面積に１㎡当たり32,600円を乗じ
て得た額の50％
申込方法
工事の契約前に事前協議し、交付申請書を提出
※予算がなくなり次第受付を終了します。申請前にご
相談ください

コミュニティバスの運行を一部変更します
都市計画課計画係☎72-2111
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６月１日から、市のコミュニティバスの運行を一部変更します。
②端間・大原ルート
イオン小郡SC午前８時30分発の便は、午前８時35分発に変更となり、大原きぼうの森館は経由しなくな
ります。
⑤東野・美鈴が丘ルート
三国が丘駅西口午前８時５分発の便は、「三国が丘駅西口〜西鉄小郡駅」に路線を延伸して運行します。こ
れに伴い、三国が丘駅西口の発車時刻が午前７時40分に変更となります。

生ごみ処理機の購入費を補助します
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申

生活環境課リサイクル推進係（南別館１階）☎72-2111

市は、家庭用生ごみ処理機の購入に対し、補助を行います。補助を希望する人は、購入前に予約が必要です。
詳しくは、ごみカレンダー23ページをご覧ください。
対象
コンポスト容器
補助台数 １世帯２個まで
補助金額 購入金額の半額
（１個２千円が上限）
注意

5

ＥＭボカシ容器
補助台数 １世帯２個まで
補助金額 購入金額の半額
（１個１千円が上限）

電気式生ごみ処理機など
補助台数 １世帯１台まで
補助金額 購入金額の半額
（２万４千円が上限）

・対象は、平成31年４月から令和２年３月までに購入したものに限ります
・一度補助を受けると、以後４年度まで同一機種の容器の補助は受けられません
・予算がなくなり次第受付を終了しますので、購入前に必ず予約をしてください
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健康診査が始まります
●問合せ先

健康課健康推進係☎72-6666

「小郡市健康診査のご案内」を４月下旬に対象者
のいる世帯へ郵送しています。
詳しい内容はそちらをご覧ください。

がんや糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病は、初期には自覚症状がなく、症状が出て病院へ行っ
たときには、病気が進行してしまっていることが多くあります。このような病気を早期に発見するため、定期
的に健（検）診を受けましょう。

健診の種類・対象者・自己負担金・受診場所
種

類

対

象

者

40〜64歳の
小郡市国民健康保険加入者
特定健康診査

若年者健康診査
胸部検診（結核・肺がん）
胃がん検診
大腸がん検診
前立腺がん検診

65〜74歳の
小郡市国民健康保険加入者
※６月末に案内を郵送します

500円
３年連続受診者
は３年目無料

職場などで受診機会がない20歳、
25歳、30歳、35〜39歳の人

500円
1,000円
500円
1,000円

50歳以上の男性
今までに受診したことがない
40歳以上の人

子宮頸がん検診

20歳以上で平成30年度未受診の
女性

受診場所
あすてらす（集団健診）
指定医療機関

500円

40歳以上の人

肝炎ウイルス検診

乳がん検診
（マンモグラフィ）

自己負担金

あすてらす（集団健診）

500円

1,000円

40歳以上で平成30年度未受診の
女性

あすてらす（集団健診）
または指定医療機関
あすてらす（集団健診）

※各種健（検）診とも、受診できるのは年に１回のみです
※年齢はすべての健（検）診で令和２年３月31日時点です
※自己負担金が免除される場合があります。詳細は、４月下旬に郵送している「小郡市健康診査のご案内」をご
覧ください

健診を受けるには
健診は、

完全予約制（肝炎ウイルス検診を除く）です。

申込書または電話で予約してください。

郵送による申込み
申込書に記入後、返信用封筒で「すこやか健康事業団健診
予約センター」に郵送
※申込書と返信用封筒は「小郡市健康診査のご案内」に同封
しています
※申込書は次の場所にも設置しています
健康課（あすてらす内）、国保年金課国保係（市役所本館
１階）、生涯学習センター、各校区コミュニティセン
ター

電話による申込み
受付時間

午前９時〜午後５時（土日祝日、
８月13日〜15日を除く）
予約専用電話番号（すこやか健康事業団内）

☎0120-692-278

※電話が混み合い、つながりにくい場合があ
ります。ご了承ください
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集団健診について

集団健診は定員があります。早めにお申し込みください。

★健診会場 あすてらす
★受付時間 午前８時30分〜11時
★健診の種類 特定健康診査（40〜64歳）、若年者健康診査、胸部検診、胃がん検診、
大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、子宮頸がん検診、乳がん検診
★健診日程
対象校区

三

国

健診日程

子宮頸
がん、
乳がん
検診実施

６月21日（金）

×

６月24日（月）

×

６月25日（火）

○

６月27日（木）

○

６月30日（日）

○

７月２日（火）

○

７月３日（水）

×

立

石

７月４日（木）

×

御

原

７月５日（金）

○

７月７日（日）

○

７月８日（月）

○

７月25日（木）

○

７月28日（日）

○

７月29日（月）

×

７月30日（火）

○

７月31日（水）

○

８月１日（木）

○

味
共

小

坂
通

郡

申込締切

５月17日（金）

健診日程

子宮頸
がん、
乳がん
検診実施

９月３日（火）

×

９月４日（水）

○

９月５日
（木）

○

９月６日
（金）

○

９月８日
（日）

○

10月３日
（木）

○

（金）
のぞみが丘 10月４日

○

10月６日
（日）

○

レディースデー
10月29日
（火）
（女性のみ）

○

10月30日
（水）

○

10月31日
（木）

○

11月２日
（土）

○

11月24日
（日）

○

レディースデー
11月25日
（月）
（女性のみ）

○

11月26日
（火）

○

対象校区

大

原

東

野

５月23日（木）

５月29日（水）

６月３日（月）
共

６月19日（水）

※子宮頸がん・乳がん検診は、実施のない日があり
ます。ご注意ください
※レディースデーには、前立腺がん検診は実施しま
せん
※居住校区の日程で都合が悪い人は、校区共通や他
の校区の日程でも受診できます

共

通

通

申込締切

７月24日（水）

８月28日（水）

９月24日（火）

10月18日（金）

レディースデー健診とは？
集団健診の受診者と健診スタッ
フが全員女性の健診です。
（受付や会場に男性スタッフが
入る場合があります）

医療機関（個別）健診について
★65〜74歳の小郡市国民健康保険加入者の特定健康診査は、医療機関での個別健診を７月に実施します。
６月末に対象者へ案内を郵送しますので、詳細はそちらをご覧ください。
★子宮頸がん検診は、６月〜11月に医療機関（個別健診）でも受診できます。
詳細は、４月下旬に郵送している「小郡市健康診査のご案内」をご覧ください。
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問合せ先

秘書広報課男女共同参画推進室 ☎722111

農業分野における男女共同参画
誰もが働きやすい環境づくりのために
市は、すべての労働者がいきいきと働くことができる職場づくりを実現するため、農業分野の経営や政策・
方針決定への女性の参画を推進しています。家族で経営を行っている農業者も多いことから、女性が男性と対
等なパートナーとして活躍できる環境づくりを行っていくことが重要です。
こうした中、市内で農業経営を行う草場小夜子さんが、平成30年度農山漁村女性活躍表彰の女性地域社会
参画部門で「優秀賞（経営局長賞）
」を受賞しました。積極的に女性農業者の経営参画を推進する草場さんに話を
伺いました。

夫は相談役であり、助け合えるパート
ナーであり、そして良きライバル

草場小夜子さんの主な活動
昭和51年
昭和55年

結婚を機に就農
生活改善グループ「ひまわり会」
（〜現在）

家族経営協定（夫婦）
平成 ８年 福岡県女性農業アドバイザーに認定
（〜13年）
平成16年
平成17年

認定農業者となる
独自ブランドの開発

平成21年

小郡市男女共同参画社会推進審議会委員
就任（〜26年）

平成27年

小郡市農業委員会委員就任（〜現在）

平成29年

久留米地区農村女性グループ「アグリレ
ディース・まどか」会長（〜現在）

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悩んでいませんか？
ひとりで悩まずに相談してください。
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。

Ｑ．経営参画のきっかけは？
夫が洋ランの切り花栽培を始め、私も経営
のパートナーとして栽培や経営管理に携わる
ようになりました。その後、独学で「ミニ
ポットカーネーション」を栽培し、次第に担
当をもつことにやりがいを感じるようになり
ました。
Ｑ．これまでの活動は？
県久留米普及指導センターの指導のもと、
市内の専業農家女性で結成した生活改善グ
ループ「ひまわり会」で勉強会を行ってきまし
た。平成８年からは、県の女性農村アドバイ
ザーを務め、他地域のリーダーとの交流の中
で、男女共同参画の学びも深まりましたね。
Ｑ．経営する中で工夫したことは？
現在、13人の従業員のうち９人は女性。休
憩所やトイレを設置したり、勤務時間を幼稚
園の時間に合わせたり、女性も働きやすい職
場づくりを行っています。平成16年には、ハ
ウス内の出荷調整室をバリアフリー化し、作
業効率を考えた設計にしました。
Ｑ．家族の反応は？
夫の理解があったことはとても大きいです。
夫は相談役であり、助け合えるパートナーで
あり、良きライバル。感謝しています。
Ｑ．今の活動で感じることは？
農業委員の活動は、農業の重要な部分に関
わっている実感があり、大変勉強になってい
ます。今後は、女性の経営参画を含め、後継
者育成にも関わっていきたいですね。
広報おごおり R１・５・15
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人権・部落問題シリーズ

No.414

「人権作文・詩・標語・ポスター集」
市は、人権尊重の意識を高めるために、各学校で人権について学習を
しています。この「人権作文・詩・標語・ポスター集」は、児童・生徒の
皆さんが学習を通して感じたこと・考えたことを表現したもので、幼稚
園、保育所（園）、小・中学校から応募いただいた多くの作品（平成30年度
896点）の中から選定し、作成しました。
幼稚園、保育所（園）、小・中学校、市内公共施設、郵便局、銀行など
に置いています。ぜひご覧ください。

【平成30年度入選作品より抜粋】※学年は昨年度の学年です

標

語

・えがおだね うれしそうだね おともだち
・友だちは みんなのたから だいじだよ
・やさしさで みんなのこころを ハッピーに
・声をかけ たくさん作ろう 友達を
・つくろうよ 安心できる 教室を
・遊びでも いやがることは イジメだよ

御原小学校１年
味坂小学校２年
のぞみが丘小学校３年
三国小学校４年
立石小学校５年
立石中学校２年

詩

こが
石川
岩﨑
海付
〆野
掛橋

なつめ
かのん
建法
ゆき乃
菜桜
和奏

宝城中学校１年

松藤

樹里

小郡中学校１年

佐藤

優羽

ポスター
﹁心をこめて﹂

小郡小学校四年
奥苑
航平

﹁ごめんなさい。﹂
かるくあやまってもゆるしてくれない。
﹁ごめんなさい。﹂
心からあやまったらゆるしてくれる。

﹁かして。﹂
強く言ってもかしてくれない。
﹁かして。﹂
心をこめて言ったらかしてくれる。

﹁いいよ。﹂
いやそうに言ってもうれしくない。
﹁いいよ。﹂
愛をこめて言ったら相手もうれしい。

心をこめると
笑顔がふえる。

各学校で、子どもの人権に関する学習がしっかりと積み重
ねられ、人権感覚が身についてきていることが分かります。
偏見やうわさに惑わされないために、人権に関する正しい
知識も学んでいってほしいと思います。私たち大人も学習を
したり、振り返る機会をもったりして、差別のない、だれも
が安心して暮らせる社会を築いていきたいものです。
●問合せ先
9

人権・同和教育課☎72-2111
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料理技術コンクールで
２人が大臣賞を受賞！

約4,000人が快走！
福岡小郡ハーフマラソン

3.24
sun

3.19
tue

東京で開催された第34回料理技術コンクール全国
大会で、平岡調理・製菓専門学校の山村奈々子さん
が内閣総理大臣賞、大平綾乃さんが農林水産大臣賞
を受賞し、市長に報告しました。
西洋料理部門で出場した山村さんは、課題材料の
魚のすり身と豚肉を生かすため、野菜をメインに使
用し、彩鮮やかに仕上げました。また日本料理部門
で出場した大平さんは、春の彩りを表現した作品で
勝負。何度も練習を重ねたと振り返りました。
市長は、今後のさらなる活躍にエールを送りまし
た。

春恒例の福岡小郡ハーフマラソンが開催されまし
た。山梨学院大学陸上部の皆さんとバルセロナオリ
ンピック日本代表の小鴨由水さんをゲストランナー
に迎えた今大会。スペシャルゲストとして駆けつけ
た、映画「カメラを止めるな！」の秋山ゆずきさんの
握手会も開催され、大盛り上がりの中、約4,000人の
ランナーが春の小郡を快走しました。
また、食のイベント「IPPINグランプリ」も同時開催
され、見事、「炭火焼えん」の骨付きカルビがグラン
プリを獲得しました。

旧松崎旅籠油屋の修復完了
落成記念式典で初お披露目

「少子高齢化時代のまち 3.31
づくり」をテーマに交流！ sun

3.23
sat

復原工事を終えた市指定有形文化財「旧松崎旅籠油
屋」の落成記念式典が開催されました。復原に携わっ
た関係者は、柱の土台に使われている石など、当時
の名残が残る箇所や、１階で出た煙を逃がすための
構造、昔の職人の工夫、伝統工法で再現した素材の
話などを披露。集まった市民は、完成までのプロセ
スに興味深く耳を傾けた後、振舞われた豚汁を食べ
語らいながら、今後の活用に夢を膨らませていまし
た。油屋ではさっそくさまざまなイベントが企画さ
れています（P22参照）。

まちづくりについて語り合う交流会「まち×ひとカ
フェ」が開催され、57人が参加しました。
まず、講師の宮田智史さん（NPO法人ドネルモ）が、
超高齢社会の課題について講演。人のつながりを生
かして課題解決に取り組む、各地の事例が紹介され
ました。
その後、班に分かれ、「少子高齢化時代において私
たちが今できること」をテーマに、活動事例やそれぞ
れの経験を元に、話し合いました。
参加者からは、「異なる年代の人と出会えてよかっ
た」
「自分のスキルを生かして協力したい」といった声
が聞かれました。

広報おごおり R１・５・15
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市内唯一の蔵開き
新酒の味わいは！？

4.21

のぞみが丘小学校校区で sun
市消防団第８分団を結成！

4.6
sat

4. 7
sun

市内唯一の酒蔵、森山酒造で行われる恒例の新酒
まつり。訪れた人たちは、さっそく貴重なしぼりた
ての原酒や樽酒、にごり酒、古酒などを試飲。新酒
のお披露目は好評を博していました。ふだんは入る
ことができない蔵の雰囲気を楽しめるのも、新酒ま
つりの魅力です。桜の咲く庭先では、焼き鳥や酒ま
んじゅうなどのブースも登場し、名物のアイスキャ
ンデーは大人にも大人気。ちょっと赤ら顔になりな
がら、自然と皆さんの会話も弾んでいるようでした。

美鈴が丘公民館横にある消防団第８分団格納庫で、
のぞみが丘小学校区（希みが丘区、美鈴が丘区、あす
み区）を管轄する第８分団結成式を行いました。
これまでは第２分団が管轄していましたが、防災
体制の強化のために、18人の団員が加わり、28人に
よる第８分団結成に至りました。
武谷分団長は、「地域と連携し、安全安心なまちづ
くりのために、地域防災の要として尽力していきた
い」と決意表明を述べ、団員一丸となり結成式を締め
くくりました。今後も、消防団活動のご理解とご協
力をお願いします。

小郡の春の風景

３月から４月上旬にかけて、小郡の春を彩る花々を撮影しました。

光行チューリップ園（光行）

３月26日撮影

桜（小郡高校横）

４月５日撮影

将軍藤（大中臣神社）

４月９日撮影

シャクナゲ（如意輪寺）

４月９日撮影
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家庭教育学級６月学習会
絵本から見つける「子どもの気質」
●申込・問合せ先

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

子どもと絵本を楽しむ時間の中から、その子本来の気質を発見してみませんか。「自立する子ども」
育てに役立つエッセンスを紹介します。
●日時
●会場
●対象
●講師

６月28日（金）
午前10時〜正午（受付９時40分〜）
生涯学習センター市民ギャラリー
子育て中の保護者、講座に興味のある人
岩井友美さん（学び舎Narrative代表）

●受講費 300円（要申込）
●託児 無料※６月19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

楽パソ講座「インターネット」
●申込・問合せ先

生涯学習課社会教育係（生涯学習センター内）☎72-2111ファクス73-5222
〒838-0142 小郡市大板井1180-1

パソコンでインターネットを使って、地図・天気・辞書・レシピ・交通機関などの情報収集の手法を学びま
す。
★パソコンのOSはWindows8.1、Officeは2013
●期日 ７月２日〜12日の火・金曜（全４回）
●時間 午前９時30分〜正午
●会場 生涯学習センターパソコンルーム
（ふれあいルーム内）

●対象 18歳以上で文字入力可能な人
●定員 14人（抽選）
●受講費 2,500円※別途テキスト代864円
●申込方法 窓口・ファクス・はがきのいずれかで、①氏名
②住所③年齢④電話番号⑤講座名を明記し、申込み
●申込締切 ６月13日（木）／午後５時必着

レベルアップ器楽講座 受講生募集
●申込・問合せ先

文化会館☎72-3737ファクス72-3828

練習や体験、吹奏楽の演奏を通じて、地域の音楽文化の発展、音楽技術の向上と交流をめざします。
●日時

６月〜令和２年３月の隔週土曜日（全16回程度）
午後６時30分〜９時
※途中からの参加も可能です
●会場 生涯学習センター七夕ホール、学習室
●対象 中学生以上の器楽経験者で楽器を持っている人
※20歳未満は保護者の承諾が必要
●受講料 2,000円（全回分）
●申込方法 窓口・電話・ファクスのいずれかで①氏名②
住所③年齢④電話番号⑤講座名⑥楽器の種類⑦託児の有
無を明記し、申込み

随時見学受付中
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女性再チャレンジ支援事業
資格取得講座「ファイナンシャルプランナー３級」
●申込・問合せ先

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

「ファイナンシャルプランナー３級（国家資格FP技能士３級）
」の資格取得をめざす講座です。
ファイナンシャルプランナーとは、人生に必要なお金の額や、適した資産の運用法、相続税対策などのアド
バイスを行うお金の専門家です。
●期日

６月12日・19日・26日、
７月 ３日・10日・17日、９月４日
（全て水曜、全７回）
※９月８日（日）が直近の受験日です
●時間 午前10時〜正午
●会場 生涯学習センター
※受験は別会場です
●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 3,000円
※別途テキスト代3,000円程度

●託児 あり（１歳以上未就学児。12人まで）
●託児費 １日につき１人100円(７日間分前納）
●申込方法 窓口・ファクス・はがき・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託児希望の場合、子どもの氏名（ふりが
な）、年齢、性別を明記し、申込み
※Ｅメールで申込後、３日以内に返信がない場合はご連
絡ください
●申込締切 ５月31日（金）／午後５時必着
※受講決定後のキャンセルはできません

５月の会員作品常設展示
●展示内容

皆さんのご来場をお待ちしています。

華道一部（専正池坊） ●会場

文化協会サークル紹介番外編

生涯学習センターエントランス

宝城中学校で伝統文化ほんもの講座を開催しました

宝城中学校１年生を対象に、文化協会の会員が講師を務める「伝統文化ほんもの講座」が２月に開催さ
れました。これは、囲碁や茶道、生け花などの伝統文化を通じて、心豊かな子どもたちを育むとともに、
伝統文化の継承と後継者育成につなげようという取組です。生徒たちは、難しい作法や礼儀などにも真剣
に取り組んでいました。

受講した生徒の声

謡曲
「舞台の裏にはとても努
力がつまっていることを
改めて感じた」
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囲碁
「日本は昔から礼儀を大
切にしてきたんだなあと
感じた」
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茶道
生け花
「部屋の入り方歩き方、 「人それぞれ、生け方で
礼の仕方、お茶の作り方、 全然違う作品ができてい
お菓子の食べ方などたく て面白いと思った」
さん学べてよかった」

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）
ははきぎほうせい

小郡市ふるさと文化大使就任記念企画展「帚木蓬生

久留米藩三部作の世界」

小郡市生まれの作家、帚木蓬生さんが、小郡市ふるさと文化大使に就任したことを記念して、『水神』
『天に星 地に花』
『守教』の久留米藩三部作を、より楽しむための企画展を開催しています。
●会期 ６月11日（火）まで
※５月20日（月）・29日（水）、６月３日（月）は休館
●時間 午前10時〜午後６時（金曜のみ午後８時まで）
●会場 野田宇太郎文学資料館展示室（市立図書館併設）
●展示内容 「天に星 地に花」
「守教」の生原稿、関連資料など
●入場 無料
展示の見どころを解説するギャラリートークを開催！
●期日 ①５月16日（木）
②５月25日（土）
③６月１日（土）
●時間 午後２時〜２時30分

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、休館します。休館中は、リクエスト・貸出期間延長などのサービス
も休止します。また、移動図書館しらさぎ号、ふれあい館三国図書室、野田宇太郎文学資料館もお休み
します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
●休館期間 ６月12日（水）〜21日（金）
※休館中、本の返却は返却ポスト（図書館入口・西鉄小郡駅前・三
国校区コミュニティセンター前・西鉄三国が丘駅前・希みが丘
公民館前・美鈴が丘公民館前・西鉄端間駅前）をご利用ください。
なお、次の資料は開館してからカウンターでの返却をお願いし
ます
・AV資料および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

保存期限の過ぎた廃棄対象の新聞を差し上げます
●対象

平成28年の各紙
（朝日・毎日・読売・西日本・日本経済新聞の
各朝夕刊、産経・西スポ・The Japan Times）
●申込方法 図書館カウンターで、備え付けの申込用紙
に記入し、申込み。なお、希望する新聞が
重なった場合は、抽選します。
●申込期間 ５月15日（水）〜31日（金）
●受取期間 ６月１日（土）〜10日（月）
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「おいしい人生」を生きるための授業
出口

「不安なのにな〜んにもしてない」女子のお金入門
千秋／著

ＰＨＰ研究所

還暦でライフネット生命を開業し、
現在、立命館アジア太平洋大学の学長
である著者が、若い世代に向けて お
いしい人生 のために必要なことを説
きます。「幸せ」
「 仕事」
「 社会・政治」
「勉強」と、出口先生によるわかりやす
い４つの授業。大人のあなたにもオス
スメです。

今月は、読んだら「なる
ほど！」と納得できる新刊
を紹介します。

荒木

治明／著

講談社

超入門！ニッポンのまちのしくみ
「なぜ？どうして？」がわかる本

「難しくてわからない」と、逃げ腰に
なりがちな「お金」の問題。元銀行員の
女性ファイナンシャルプランナーが、
そんな女子に向けて書いたお金の本。
投資、貯蓄、ふるさと納税など、めん
どくさがり屋の女子でも読みやすい１
冊で、すぐに始められるおトク情報が
満載です。

地域子育て支援拠点事業（小郡市）

福川

裕一／監修

淡交社

「町はどこまでが都会？」
「ボロボロ
の空き家、なんで壊さないの？」小学
６年生の素朴な疑問に先生が答える
形式で、まちの成り立ちやしくみを
解説。「コンパクトシティ」
「消滅可能
性都市」など、知っておきたい社会問
題を考えるきっかけにもなります。

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。

親子体操
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

（ひまわり館東野内）

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。

体を動かして、子どもと一緒にリフレッシュしましょう！
★日時 ５月30日（木）
①午前10時〜10時45分（受付９時45分〜）
②午前11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〜未就園のお子さんとその保護者
★講師 小田あゆみさん（健康運動実践指導者）
★持参物 お茶・汗拭きタオル
※申込不要・参加費無料
※親子で体を動かします。動きやすい服装で参加してください
※託児はないので、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

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）
コンビニ

西鉄大保駅

至久留米
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子どものことばの発達とコミュニケーション
言語聴覚士の先生による“ことば”のお話です。
★日時 ６月21日（金）／午前10時〜正午
★会場 ひまわり館東野ホール
★講師 高山紀子さん（言語聴覚士）
★対象 生後３か月（首がすわって）から就学前のお子さんの保護者
★定員 30人（先着順・託児あり）
★参加費 無料
★申込方法 ５月17日（金）／午前９時から電話受付
※託児は、着替え・おむつやパンツ・お茶・ビニール袋・タオルをバッグ
に入れて持参してください（要記名）

申

小郡市子育て支援センター☎73-5041
kosodateshien5041@suo.bbiq.jp

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。

リフレッシュ講座

のびのびキッズルーム

のびのび親子クッキング
３月14日（木） 講師 池田恵子さん

『宙を奏でる点描曼荼羅画体験』 『簡単製作』
〜はさみを使った製作〜
３月７日（木） あすてらす各種教室
３月８日（金） 文化会館小ホール
講師 成冨さゆりさん
参加者の声

日常で集中することが難しい中、とて
も心地よい時間を過ごせました
周りの人とも話しながら何も考えず、
気持ちがゆっくりできました

こんなことするよ

小郡市子育て支援センター）

▲

こんなことしたよ

▲

子育て・教育 遊ぶ

▲

市ホームページ（ホーム

参加者の声

友だちや先生と触れ合って、家ではで
きない体験ができて楽しかったです
この１年参加して、ともだちを作るこ
とができ、親子ともどもリフレッシュ
できてよかったです

毎月第2木曜日にふれあい館三国で『年
間100種類の野菜を食べよう！』を目標に
子育て支援ボランティアと活動をしてき
ました。今年度最後は、お別れ会として
イタリアンカレー風味チーズピカタ
さばごぼう汁
野菜のこぶ漬け
赤飯・人参ゼリー・苺の白玉
をみんなで楽しく食べました

６月のお知らせ

人権講座『ポジティブカウンセリング』自分の人権と子どもの人権について考えてみませんか
６月26日（水） 午前10時〜11時30分
会
対

場
象

人権教育啓発センター
子育てに携わっている人、子育てに興味のある人

のびのび教室

近くの会場へどうぞ

校区外の参加も大歓迎

０歳〜就園前の親子対象 午前10時〜11時30分
ミニ運動会（水筒・タオルを持参）
期

日

会

場

申込
不要

校区（小学校）

６月 ４日（火） 大原きぼうの森館

大原（大原・東野小）

６月18日（火） 美鈴が丘公民館

三国（のぞみが丘小）

６月11日（火） 緑の里くろつち会館
６月25日（火） ふれあい館三国

立石（立石小）
三国（三国小）

のびのびオープンルーム
親子で自由に遊ぶ場・交流の場
楽しい遊びのコーナーがいっぱい！
！
申込
午前10時〜11時30分
不要
（時間内に自由にご参加ください）
６月 ７日（金） あすてらす多目的ホール
６月21日（金） ポピーの里あじさか館
６月28日（金）

御原校区
コミュニティーセンター

講

ジェレノー治美さん（うつ病カウンセラー、
東ロンドン大学法学部卒）
申込締切 ６月20日（木）

師

のびのびキッズルーム
「英語であそぼう！」
６月14日（金）

午前10時〜11時30分（受付10時〜）
会
講
定
申

場
師
員
込

あすてらす和室
ジェレノー・ディーンさん、治美さん
15組
６月３日（月）午前９時〜電話受付

のびのび広場

要申込

｢アロマセラピー
〜虫よけ消臭スプレー作り〜｣
６月27日（木）／午前10時〜11時30分
場

要申込

２歳半〜就園前までの親子対象

リフレッシュ講座

会

要申込

申込
不要

｢親子ふれあいあそび｣
６月20日（木）

大原きぼうの森館
学習室（保育：和室）
講 師 松永恵代さん
対 象 未就園児の保護者16人まで
保 育 生後３か月からの乳幼児
申 込 6月12日（水）午前９時〜電話受付
※若干の材料費がかかります

午前10時30分〜11時30分
（受付10時〜）
会

場

あすてらす
多目的ホール
講 師 大崎保育所の先生
※水筒を持参してください
※親子とも動きやすい服装
でご参加ください

広報おごおり R１・５・15
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めい

池田 芽生ちゃん
H27.５.18

5月

めいちゃん、お誕生日お
めでとう！「４歳」では、
どんなことができるよう
になるかな、楽しみだね
♪

にいな

ゆいな

樋口 新奈ちゃん

山浦 結菜ちゃん

２歳おめでとう！新奈の
笑顔や仕草、おしゃべり
にいつも癒されているよ。
これからも元気に大きく
なってね。

ゆいちゃん３歳おめでと
う♬これからも弟と仲良
く元気にすくすく育って
ね♬大すきだよ♡

H29.５.８

H28.５.１

めい

れのん

溝羽田恵依ちゃん

寺松 漣音くん

H30.５.28

H28.５.26

３歳のお誕生日おめでとう
☆いつもニコニコ笑顔で幸
せにしてくれるれのん君♪
元気で優しくたくましい男
の子に育ってね♬

恵依ちゃん１歳のお誕生
日おめでとう。大好きな
まなえちゃん（姉）と、仲
良く元気にすごしてね。

りく

あおと

丸山 碧仁くん

小林 莉琥くん
H26.５.28

H30.５.７

あお君、1歳おめでとう。
いつも、たくさんの笑顔
をありがとう。

５歳の誕生日おめでとう
♪歌が上手で優しいりっ
くん！これからも元気い
っぱい育ってね(^-^)

しんのすけ

こはる

半田心之助くん

川津 心春ちゃん

H26.５.10

H28.５.11

５歳のお誕生日おでめと
う☆これからも父ちゃん
母ちゃんのことをよろし
くお願いしますね。ps.大
好きです♪

３歳おめでとう☆★☆で
きることがどんどん増え
てお姉さんになってきた
ね♪これからの成長も楽
しみだよ★

図書館司書が選ぶ読み聞かせ絵本
よもぎだんご
さとう

わきこ／さく

あつし

楠 篤志くん
H28.５.７

３歳のお誕生日おめでと
う☆いつも笑顔のあっち
ゃん！大好きだよ♪

なおゆき

藤田 直幸くん
H27.５.16

なおちゃん、４歳のお誕
生日おめでとう！。元気
に育ってくれて、嬉しい
よ。大好き！
！

ひなの

中村妃愛乃ちゃん
H29.５.18

ひなちゃん、２歳のお誕
生日おめでとう♪これか
らもお兄ちゃんと杏ちゃ
んと仲良くね☆

はじめ

能見 一くん
H28.５.13

はじめ君、３歳のお誕生
日おめでとう！これから
も、かわいい笑顔をたく
さん見せてね。のびのび
大きくなぁれ♪

７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、応募多数の場合は先着順
●申込締切 ６月７日（金）
●申込・問合せ先
秘書広報課秘書広報係☎72-2111

市立図書館
で貸し出して
います

福音館書店

５月５日は「子どもの日」。皆さんはいかがお過ごしでしたか。
この端午の節句は、古くは中国で病気や邪気を払うため、薬草である菖蒲や
よもぎを摘んで門に飾ったり、菖蒲酒を飲んだりしていたそうです。現在、日
本では鯉のぼりや兜を飾ったり、ちまきを食べたりして、形や意味を変化させ
ながら受け継がれています。
さて、ばばばあちゃんは、子どもたちにもらったどろだんごを見て、「本物のだんごが食べたいね」と、子
どもたちとよもぎを摘みに出かけます。
擦り傷くらいならよもぎを揉んでくっつけりゃすぐ治ると、よもぎの豆知識とともに、よもぎを摘むとこ
ろからよもぎだんごのレシピまで楽しめます。
絵本を読んだらきっと、よもぎ摘みにでかけたくなりますよ。
17
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小郡市
小郡市保育協会
味坂保育園☎72-1101

保育士は「あそび」のプロ。芝生の上で保育園の先生と一緒に、親子ふれあい遊びを楽しみましょう。

日時

６月２日（日）／午前10時〜正午（フリーマーケットは午前９時〜午後３時）

※雨天中止（雨天中止の場合は、前日午後５時までに決定し、市のホームページでお知らせします）

会場 市陸上競技場
保育士プレイグラウンド
A 「保育園の先生による運動コーナーあそび」

親子でふれあいあそび
B 「保育のプロによるわらべうたあそび」

午前10時〜正午

◆体育用具
アスレチック
・平均台
・フープ（けんけんぱ）
・跳び箱
・マット山登り
・タイヤ

午前10時30分〜

◆手づくり遊具
・段ボール迷路
・キャタピラー
・牛乳パックトンネル
・バス・引き車
・風船マット
・平均台

親子でふれあいあそび
C 「みんなでおどろう
！
！」

「わらべうた」に合わせて、
親子でスキンシップあそびを
楽しみましょう！
ハイハイ、ヨチヨチ歩きの
お子さんも参加できます！

D

フリーマーケ ット

午前11時45分〜正午

午前９時〜午後３時

100店舗が集まる「小郡フ
リーマーケット七夕市」を
同時開催（P22参照）。

メインイベントは、市長が 体操
のお兄さん に扮して行う親子ふ
れあい体操。親子と保育士みん
なでおどろう！
市長とあそぼう！

■プログラム

午前９時〜午後３時
フリーマーケット
午前10時
開場※おみやげ引換券配布
午前10時〜正午
保育士プレイグラウンド
午前10時30分〜
わらべうた、親子でふれあいあそび
午前11時45分〜
みんなでおどろう！
！
正午
終了

プレゼント！

おみやげ配布

午前10時45分〜正午

「給食の先生による手づくりスコーン」
■芝生の上での注意事項
・ベビーカーは芝生外に置いてください
・貴重品管理は各自お願いします
・食べ物の持込禁止（飲み物は可）
・ヒールでの立入禁止
・ごみは各自でお持ち帰りください
・アクセサリーはけがのもとになるので、身につけないでください
・ふれあい遊びは芝生の上に座ることがありますので、必要な人は
敷物を持参してください
・手づくりスコーンのアレルギー表示は会場入口でご確認ください
広報おごおり R１・５・15
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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

G20サミットを成功させよう！

G20大阪サミットに伴う関係閣僚会議として、６月８日（土）・９日
（日）に福岡市内で「G20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議」が開催され
ます。福岡県警では、サミットを成功させるために警戒警備や交通規
制などを行います。福岡市都心部は混雑が予想されますので、お出か
けの際は、マイカーの使用を控えて、公共交通機関の利用をお願いし
ます。ご協力をお願いします。
※小郡市役所の駐車場も開放しています。電車を使って福岡市内へお
出かけの際はご利用ください

春の交通安全県民運動の実施

●期間
●運動の重点

小郡警察署管内の犯罪・交通事故の発生状況
■H30

（平成31年３月末現在）

■H31

20
15
10
5
0

13
7
2

1

空き巣

2

車上ねらい

1
0
部品盗

0 0
オートバイ盗 自転車盗

○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

５月11日（土）〜20日（月）
①子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の
※（ ）は、昨年同月比を示す
交通事故防止
②飲酒運転の撲滅
③自転車の安全利用の推進
④全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

毎月９日は
防火の日

こちら１１９

16
11

10

万引き

66件（−43件）
90件（＋０件）
０人（−１人）
111人（＋１人）

久留米広域消防本部
三井消防署 ☎72-5101

火災の原因１位は野外焼却です！

野外焼却は法律により原則禁止されていますが、慣例行事を行うために必要な廃棄物の焼却などは、例外として
認められている場合があります。焼却を行う場合は、十分注意して行いましょう。
野外焼却の注意点
・風の強い日や空気の乾燥している時の焼却はしない
・焼却をする時は、火のそばから絶対に離れない
火災と紛らわしい煙を発生
・焼却をする時は、周囲に燃えるものを置かない
する行為や、火災にいたる
・消火の準備を必ず行う（水バケツ、消火器など）
おそれのある行為を行う際
・火のそばから離れるときは、確実に消火する
は事前に消防署へ届出が必
・暗くなってからの焼却は行わない
要となります。
・焼却が終わったら、完全に火が消えているか再度確認する

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

高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意！
― インターネットなどで取引される情報商材トラブル急増中 ―

楽な儲け話はありません。インターネット広告やセールストークに騙され
ないようご注意ください。
●投資でがっちり！
●ネットの副業でがっちり！
●必ずもうかります！
●全額返金保証！
●知っている人は100％稼いでいます！
●誰でも簡単にできる！

●○○するだけで
月収300万円！
●年収１億円！
●70代の〇〇さんも
簡単に稼いでいます！

〈アドバイス〉
・情報商材は契約前に中身を確か
めることができない。怪しいと
思ったら連絡しない
・高額な契約を勧誘されたり、話
が違うと思ったら、きっぱりと
契約を断る
・クレジットカードでの高額決済
や借金をしてまで契約しない

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！

広報おごおり R１・５・15
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がん検診を受けましょう
小郡市健康診査（特定健康診査・若年者健康診査・がん検診など）のご案内・申込書はお
手元に届きましたか？がんは日本人死因の第１位で、年々患者は増え続けています。
がんを予防するためには食生活、運動、喫煙、飲酒、休養など生活習慣を見直すととも
に定期的にがん検診を受けることが大切です。１度“異常なし”であっても、将来にわたっ
てがんの危険性がないというわけではありません。
「がんは自分に関係ない」、「症状がないから大丈夫」、「検診で見つかるのが怖い」と、受診をしない人
がいます。早期のがんは、自覚症状がありません。症状がなくても定期的にがん検診を受け、早めに発
見し治療することで、がんによる死亡リスクを減らすことができます。気になる症状があるときは検診
を待たず、医療機関の受診をお勧めします。

平成29年度の健診結果
国はがん検診受診率50％を目標にしていますが、
市の各検診受診率は14〜30％前後で、目標値にはま
だまだ及ばない状況です。
検診後の受診でがんと診断される人は約0.3％。が
んが疑われ、医療機関の紹介状を発行されながらも、
その後受診しない人は10〜20％ほどいるのが実状で
す。がんと知らないまま過ごしている人がいるかも
しれません。
紹介状が発行された人は、必ず医療機関を受診し
検査を受けましょう。がんが発見されても、早期で
あれば治療の選択肢も広がり、治る確率も高くなり
ます。

小郡市の７つの検診
胸部検診（結核・肺がん）…胸部Ｘ線検査
胃がん検診…胃部Ｘ線検査（バリウム）
大腸がん検診…便潜血検査
前立腺がん検診…血液検査（ＰＳＡ法）
肝炎ウイルス検査…血液検査（Ｂ型・Ｃ型）
子宮頸がん検診…細胞診
乳がん検診…マンモグラフィ

紹介状発行
5.9%

大腸がん検診
3658人
受診率20.7%

受診

未受診者
22.2%

がんは
早期
発見が
重要

発見率
0.27%

紹介状発行
4.4%

乳がん検診
1364人
受診率18.9%

受診

未受診者
10%

発見率
0.3%

各検診で対象年齢、自己負担金が異なります。
日程、申込方法など、詳しくは世帯ごとに配布している、『2019年度小郡市健康診査のご案内』をご確
認ください。
早めの申込みをお願いします。

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。☎72-6682
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）
●問合せ先
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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

お知らせ

久留米大学との官学連携の取組！

03 寄附金で乗用草刈り機

01 小郡学「小郡市の歴史

を購入しました

建設管理課管理係☎72-2111
小郡市役所に勤務されていた故白木恒喜さ
んのご遺族から、「有効活用してほしい」と、
市に多額の寄附をいただきました。市はその
一部で、乗用草刈り機を購入しました。環境
の保全や安心安全のまちづくりの推進に活用
します。
草刈り機は、市有地の整備のほか、行政区
などへの貸出も行います。
行政区への貸出に
は条件があります
ので、お問い合わ
せください。

と文化について」

申

経営戦略課政策推進係☎72-2111
73-4466 kikaku@city.ogori.lg.jp

久留米大学教授の大矢野栄次さんを講師に
迎え、小郡市の歴史と文化について考える講
座（全４回）を旅籠油屋で開催します。復原後
の油屋で、小郡の歴史を学びませんか。
★期日・テーマ
６月１日（土） 飛鳥宮の松崎
九州文化と日本海を民謡
８日（土） でたどる（鐘ヶ江社中に
よる演奏あり）
飛鳥浄御原と藤原宮は
22日（土）
小郡にあった
29日（土） 邪馬台国と小郡市
★時間 午後１時30分〜３時（受付１時〜）
★会場 旧松崎旅籠油屋主屋
★定員 40人（抽選）
★受講料 無料
★申込方法 電話・ファクス・Ｅメールのい
ずれかで、①講座名「小郡学」②住所③氏名
④電話番号を明記し、申込み
★申込締切 ５月27日（月）／午後５時
※申込者全員に結果を通知します

健康を守る母の会（食生活改善推進員）主催

02 「健康クッキング」

お知らせ

04 第58回小郡フリーマー
ケット七夕市

小郡フリーマーケット七夕市実行委員会事務
局（商工・企業立地課内）☎72-2111

約100ブース近くの出店で、多くの人で賑
わうフリーマーケットです。
★日時 ６月２日（日）
午前９時〜午後３時
※雨天中止。開催の有無は、「小郡フリーマ
ーケット七夕市」のフェイスブックページ
でご確認ください
★会場 市陸上競技場玄関前広場
※出店募集は締め切りました

参加者募集

申

健康を守る母の会 食の啓発コーナー
（あすてらす内）☎72-6666

「健康クッキング」では、健康づくりのため
のポイントを学び、調理実習を行います。
★日時 ６月７日
（金）
午前10時〜午後１時
★会場 御原校区コミュニティセンター
★対象 市内在住者
★定員 15人（先着順）
★持参物 エプロン、三角巾、筆記用具
★参加費 500円
★申込方法 電話
★申込締切 ５月31日
（金）
広報おごおり R１・５・15
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申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

お知らせ

ホームページ

国際理解講座

07 コミュニケーション

スペース
「こころ」を開設します

北

介護保険課高齢者サービス係☎72-2111
「こころ」は、ひとり暮らしの高齢者や介護
者などが、みんなで集まって楽しい時間を過
ごせる場所です。お気軽にご利用ください。
★日時 毎月第１・２・４木曜日
午後１時〜４時
★会場 田中さん宅（小郡1159-8）
（小郡小体育館西側、看板が目印）
※駐車場はありません
★内容 ロコモ体験、塗り絵、クラフト作
り、カラオケ など
★参加費
500円
至鳥栖
至朝倉
国道500号
（お茶菓子
小郡小学校
など準備
「こころ」
しています） 看板が目印
※申込不要

05 世界の家庭料理教室・
講演会「チュニジア」

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

体育館

外国文化への理解を深め、楽しく交流しま
しょう。今回は、地中海に面したアフリカ北
部の国「チュニジア」です。
※国が変更になる場合があります
★日時 ６月９日（日）
料理教室 午前10時〜午後１時
講演会
午後１時30分〜３時
★会場 あすてらす
料理教室 調理実習室
講演会
会議室１
★参加費 料理教室 800円
（小学生以下400円）
講演会
無料
★持参物 エプロン
★定員 料理教室30人（先着順）
★申込方法 電話・ファクス・はがき・Ｅメ
ールのいずれかで、①氏名②住所③電話番
号を明記し、申込み
★申込締切 ６月５日（水）／午後５時

お知らせ

08 小郡市競争入札

参加資格審査申請

財政課契約監理係（本館２階）
☎72-2111〒838-0198 小郡市小郡255-1
提出

★受付期間

６月３日（月）〜28日（金）
午前９時〜午後４時（土日除く）
★対象 市内・市外の①建設業者②建設工事
付帯業務事業者（コンサルタントなど）
③物品購入・役務提供関係事業者
★提出書類 申請要領を参照
※申請要領は、窓口で配布するほか、市ホー
ムページ（市政情報▶入札情報▶競争入札
参加資格審査申請）から取得、郵便請求も
できます
★申請方法 窓口・郵送（市外業者は郵送のみ）
※郵送の場合、６月28日（金）必着
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募集

06 県政モニターを
募集します

申
県県民情報広報課広聴係
☎092-643-3103

★対象

18歳以上の県内在住者で
インターネットを利用できる人
★任期 委嘱日〜令和２年３月末
★謝礼 アンケートの回答状況に応じて
クオカードを進呈（上限3,000円）
★申込締切 ５月31日（金）
※条件・申込方法など、詳しくは県ホームペ
ージをご覧ください

くらしの情報

募集

09 「小郡魅力化計画2019」５期生募集！
申

コミュニティ推進課コミュニティ推進係（本館２階）☎72-2111
community-s@city.ogori.lg.jp

73-4466

「小郡魅力化計画」とは、「小郡をもっと魅力的にしたい」と思う人なら誰でも参加できる、まちづくり
講座です。まちづくりで実績のある九州大学大学院専任講師の田北雅裕さん監修のもと、講義やグルー
プワークを通して、自分にできることを形にする方法を学びます。
時

期日（全て日曜）
６月９日
６月23日
７月21日

間

午前10時〜午後３時30分
未定

７月28日
８月18日

午前10時〜午後３時30分

会

容

「まちづくり」を考える
「調査の方法」を学ぶ

午前10時〜正午

場

大原きぼうの森館

先進地視察研修

未定

調査結果の発表と共有

大原きぼうの森館

企画立案

人権教育啓発センター

企画立案、実践に向けて

９月１日
９月29日

内

最終報告会

大原きぼうの森館

※日程や内容は変更する場合があります
※上記日程のほかに自主グループワークがあります
★対象 地域づくりに興味のある人
※子ども連れ可（託児なし）
★定員 20人（抽選）
★受講料 無料
★参加方法 個人参加
チーム参加
（仲間とチームで参加したい人）
★申込方法 窓口・電話・ファクス・Ｅメールのい
ずれかで、①講座名「小郡魅力化計画」②氏名（ふ
りがな）③所属（あれば）④年齢⑤Ｅメールアドレ
ス（あれば）⑥電話番号⑦住所 ⑧参加方法を明記し、
申込み
※チーム参加の場合、全員の必要事項を明記してく
ださい
※Ｅメールで申込後、３日過ぎても返信の連絡がな
い時は、ご連絡ください
★申込締切 ５月31日（金）

▲グループワークの様子

小郡魅力化計画フェイスブックページ
フェイスブックで募集のお知らせや
講座の様子、卒業生の活動などを随
時掲載しています。
▲最終報告会の様子
広報おごおり R１・５・15
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募集

11 フレイル予防
参加者募集

申

地域包括支援センター☎72-2111

フレイル（加齢に伴う心身の虚弱）予防のた
めに、手軽にできる体操の実技や健康講話を
実施します。栄養や運動、口腔について学
び、フレイルを予防して健康寿命を延ばしま
しょう。皆さんの参加をお待ちしています。
★会場・日程
ひまわり館東野
６月13日〜３月12日の毎月第２木曜日
御原校区コミュニティセンター
６月20日〜３月19日の毎月第３木曜日
※８月は第４木曜
緑の里くろつち会館
６月27日〜３月26日の毎月第４木曜日
※８月は第５木曜
★対象 65歳以上の市内在住者
★定員 30人（先着順）
★参加費 無料
★申込方法 電話

職員募集

12 特別支援教育支援員
（臨時職員）

教務課教務係（西別館３階）☎72-2111
〒838-0198 小郡市小郡255-1
申

令和元年度市立小・中学校で勤務する特別
支援教育支援員（臨時職員）の登録者を随時募
集しています。必要に応じて任用します。必
ず任用されるわけではありません。
★職務内容 特別な支援を必要とする児童生
徒に対する、学校生活上の介助・学習活動
上の支援
★勤務時間 学校が指定する日時
★勤務場所 市立小・中学校
★賃金 時給900円
★申込方法 市販の履歴書（左上余白に「支援
員」を記入、写真貼付）を持参または郵送
※勤務可能な学校名を明記すること
★申込期間 随時
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調査へのご協力をお願いします

10

統計調査を実施します

人事法制課法制係☎72-2111

○工業統計調査
国の工業の実態を明らかにすることを目的
とする調査です。調査の結果は、中小企業施
策や地域振興など、国・地域行政施策のため
の基礎資料として活用されます。
★対象 市内にある従業者４人以上の全ての
製造事業所
★調査期間 ５月〜６月
★調査方法 調査員調査（オンライン回答を
含む）、郵送調査
※詳しくは、経済産業省ホームページをご覧
ください
○経済センサス−基礎調査
国の全ての産業分野における事業所の活動
状態などを全国・地域別に明らかにする調査
です。また、事業所・企業を対象とする各種
統計調査の情報を整備することを目的として
います。
調査結果は、社会の発展を支える基礎資料
として、国の各種行政施策や地域の産業振興
や商店街の活性化などの行政施策などさまざ
まな分野で活用されます。
★対象 市内にある全ての事業所
★調査期間 ６月〜令和２年３月
★調査方法 調査員調査（オンライン回答を
含む）、郵送調査
※詳しくは、総務省統計局ホームページをご
覧ください

くらしの情報

総務企画課
☎０９４６・２２・４１８５

☎０９２・６５１・３１１１

試

験

会場

持参物

うきは市小塩ホタルの

人︵先着 順︶

無料

田植え体験︑生きもの

里広 場︵キャ ンプ場︶周 辺

内容

参加費

観察
７月

定員

第１回消防設備士試験
期日

福 岡 大学︵福 岡 市︶

平田家住宅建築修復体験
座 敷 の 設 計 ポ イ ン ト の﹁ 柱

会場

福 岡 県立大 学︵田川 市︶

日︵日︶

間 と 畳 ﹂に つ い て 実 測 を 交 え
ながら学びます︒

昼食︑着替え︑網や

電話・ファクス・

虫か ご︵あれば︶な ど

申込方法

Ｅメールのいずれかで①住

所②氏名③年齢④電話番号

日︵月︶

を明記し︑申込み

５月

北筑後保健福祉環境事務

申込締切

申

所環境課

☎３０・１０５２

３７・１９７３

hokuchiku-hhe@pref.fukuoka.lg.jp

分〜

青 寿苑︵中村 ︶

電話

無料

午後１時

６ 月９ 日︵日︶

青寿苑カラオケ大会

日時

参加費

申込方法

会場 申

☎７２・８１２１
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お知らせ
日
後期高齢者医療被保険者
向けの健診
︻健 康 診 査 ︼

集

分 〜︶

時〜午後３時

６ 月 ２日︵日︶
午前

︵受 付 ９ 時

50

自動車税の
納付期限は5月
５月初旬に︑自動車税の納
税通知書を送付しました︒最

︵甲種︶５ ︐ ７００ 円
５月

試験種類・受験料

生活習慣病の発症や重症化
〜４時

︵乙種︶３ ︐ ８００ 円

分

寄りの県税事務所︑金融機関
を予防するため︑健康診査を

憩 の 接 待 が あ り ま す ︒︵ 入 場

受付期間

日︵土︶〜

︵一 財︶消 防 試 験 研 究 セ ン

日時

小塩ほたるの里田植え体
験と生きもの観察

募

☎０９２・２８２・２４２１

ター

申

ジから取得

願書は︑各消防署︑各消防
※
署︑各出張所︑ホームペー

参︑郵送または電子申請

究センター福岡県支部へ持

申 込 方 法 ︵一 財︶消 防 試 験 研

月

月 ３ 日︵月︶ 電 子 申 請 は ５
※
日︵金︶

21

講 座 終 了 後︵ 午 後 ３ 時

のほか︑コンビニエンススト
実施します︒対象者に４月下
無 料︶

日︵土︶／ 午 後 １
分

きました︒秋にも地域献血を

健康課総務係
☎７２・２１１１

18

分 ︶︑ 主 屋 で お 茶 休

アでも納付可能です︒インタ
旬に受診票を送付しています︒

できます︵要問合せ︶
県後期高齢者医療広域連合

日︵火︶〜 ６

ーネットを利用したクレジッ

５月

分〜３時

平田家住宅座敷
古賀友貴さん︑土田充

☎７３・１５１０

研 究 室︵吉 塚 ︶

ＮＰＯ法人文化財保存工学

保存工学研究室︶

義 さ ん︵ Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 文 化 財

講師

会場

時

日時

対象
生活習慣病の治療を受けて
※
いる人も対象となりました
令和 年５月以降に 歳に
※
なる人は︑ 歳になる誕生
月に送付します
︻歯 科 健 康 診 査 ︼
口腔機能低下や肺炎などの
疾病を予防するため︑歯科健
診を実施します︒対象者に５
月下旬に受診券を送付します︒
歳になる被保
険者

地域献血へのご協力
ありがとうございました

所得などの状況を世帯面から

は︑２２９人にご協力いただ

の基礎資料を得る重要な調査

４月中旬〜７月

です︒調査へのご協力をお願
いします︒
調査期間

北筑後保健福祉環境事務所

３月に市内で実施した献血

総合的に把握し︑今後の厚生

長期入院・施設入所の人な
※
どを除く

予定していますのでご協力を

労働行政の企画・立案のため

令和２年 月までに限り︑
※
歳以上の被保険者で︑歯

今年度

25

お願いします︒

対象

30

30

30

被保険者

トカードでの納付や︑スマホ
アプリを利用した納付もでき
ます︒
久留米県税事務所自動車税
係
☎３０・１０７８

国民生活基礎調査への
ご協力をお願いします
国民生活基礎調査は︑国民

75

科健診を希望する人も受診

の保健︑医療︑福祉︑年金︑

75

76

12

31

45

元

27

21

10

77

30

30

31

ポイント方式
県営住宅入居者募集

日︵水︶

案内書配布・申込期間
６月

申込締切
事前説明会
①午前

６月６日︵木︶
６月６日︵木︶
時〜
分〜

小郡弓道連盟︵原竹︶

②午後７時
申

☎ ０ ９ ０・８ ６ ６ ６・５ ５ ６ ３

第１・２回
甲種防火管理新規講習
期日
︻第 １ 回︼

日︵金︶

６ 月 ６ 日︵ 木 ︶・ ７ 日︵ 金 ︶
日︵木︶・

︻第 ２ 回︼
６月
時間
分

分まで︑

午前９時〜午後４時
︵２日目は３時
分〜︶

４︐５００円

４階訓練室

久留米広域消防本部

受付８時
会場
受講料

各回１００人︵先着順︶

申

三井消防署警防課

☎７２・５１０１

分

マウス・キーボード操

初心者

分〜３時

６ 月 １ 日︵土︶／ 午 前 ９

久留米職業訓練センター
５時間完結
パソコン基礎講座
日時
時
対象
内容

人︵先 着 順 ︶

作などのパソコン基礎習得
定員
受講費
会場 申

ター

５︐０００円
久留米職業訓練セン
☎４４・５２０１

緑化講習会
︻庭 木 の 病 害 虫 と 防 除 ︼

︻共 通 事 項 ︼
無料

電話︑ファクス

参加費
申込方法

各前日まで

県 緑 化 セ ン タ ー︵ 久

申込締切
会場 申

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

上の問題に関して︑弁護士に

５月

分︑６月５

日︵水︶／ 午 後 ６

よる無料法律相談を行います︒

日時

留 米 市 田 主 丸 町︶

☎０９４３・７２・１１９３

分〜８時

相談時間は約 分
※
定 員 各４ 人︵先着順 ︶

日︵水︶／午 後１時 〜３ 時

時

談

０９４３・７２・１５５８

相

くらし･事業
なんでも相談会

弁護士 税
･ 理士など
の 専 門 家 が 相 談︵ １ 人

申込締切

申込方法

前日まで

電話

ひとり親サポートセンタ

ー︵ 春 日 市 原 町 ︑ ク ロ ー バ

申

団体

ープラザ内︶

上西

礼

黒 岩真 一︵亡 父龍 男︶

福 田ヤ ヱコ︵亡夫 悦男︶

髙 松巌︵亡妻 キヨ 子︶

●香 典返 し寄 附者︵敬称略︶

〜小郡市社会福祉協議会〜

お

☎０９２・５８４・３９３１

分程

時〜午後４時

分 ま で︶

久留米市役所３階会議

︵受 付 は ３ 時

午前

６ 月 ８日︵土︶

度︶に応じ ま す︒
日時

会場

室︵久留 米 市城南 町 ︶

６月

日︵日 ︶

日時

分〜正午

午前９時

申込不要︑相談無料
※
福岡専門職団体連絡協議会

井上

力武

☎０９２・７１４・３７２１

定員

人︵先 着 順 ︶

29

〜７月４日︵木︶
募集対象団地︑募集戸数等
※
詳細は募集案内書をご覧く

日の
定員

申込書を持参

30

中町

中央１

匿名

谷中陽子

行実福祐

●一 般寄 附︵敬称略 ︶

下町

事務局

分〜正午

人︵先 着 順 ︶

当日は︑０９０・９４８３
※
・５４０７

︻マ ツ の み ど り 摘 み ︼
日︵土 ︶
︵午 前 の 部︶

６月

土日祝日を除く
※
申込書は各消防署︑各出張
※
所︑久留米広域消防本部ホ

午前９時

日時
ームページから取得可

申込方法

30

分〜４時

︵午 後 の 部︶
各

午後１時
定員

30

30

ださい
申込手数料は不要
※
案内書配布場所 市都市計画
課︵西 別 館 ２ 階︶︑ 県 住 宅 供
給公社︑公社管理事務所
県住宅供給公社県営住宅管
理部

日〜７月
回︶

時〜正

分〜

10

☎０９２・７８１・８０２９

教室・講座

６月

初心者弓道教室
期間
月・木曜︵全
時 間 ︵昼 の 部︶午 前

市弓道場

分

午︵夜 の 部︶午 後 ７ 時
９時
会場

︵市 体 育 館 北 側︶

申込締切
日︵水︶

22

30

30

３︐０００円

︻第 １ 回 ︼ ５ 月

30 10

30

10

︻第２回︼６月５日︵水︶

広報おごおり R１・５・15

27

30 16

21
50

30

10

30

19

15

25

教材費

道具は貸し出します
※
申込方法 電話

30

30

22

29

14
10

10

20

26

30

くらしの情報

休日の当番医

母子健康手帳の交付

会場
あすてらす子育て世代包括支援センター
☎72-6467

［日

５月

時］ 月〜金曜（祝日、あすてらす休館日を除く）
午前９時〜11時30分、午後１時〜４時30分
（15分程度）
［内 容］ 妊娠、出産、育児に関する制度の説明
［持参品］ 妊娠届出書（会場にも備付あり）、マイナン
バーカードまたは通知カードと写真付きの
本人確認できる書類
※本人が来られない場合はお問い合わせください

月

期
日
６月11日（火）
６月12日（水）
６月13日（木）
６月19日（水）

対 象
H31.２生
H30.８生
H29.12生
H28.５生

［時 間］ 午後１時15分〜２時15分
［持参品］ 母子健康手帳、バスタオル

育児・発育相談
０歳〜就学前の乳幼児とその保護者
［日 時］ ６月20日（木）／午前９時30分〜10時30分
［内 容］ 身長・体重測定や育児相談
［持参品］ 母子健康手帳、バスタオル

離乳食教室

６月

種
類
４か月児
10か月児
１歳６か月児
３歳１か月児

対象者には事前に通知します

［内科］丸山病院
［内科］小郡三井医師会
休日診療センター
19日（日）
［内科・外科］嶋田病院
［小児科］山下こども
クリニック

［内科］小郡三井医師会
休日診療センター
２日（日）
［外科］神代病院
［内科・外科］嶋田病院

健康課母子保健係（あすてらす）☎72-6666

６月の乳幼児健診

９日
（日）

ようこそ赤ちゃん教室

第２回のみ要申込・先着16組

［第１回］ ６月14日（金）／午後１時30分〜４時
［対 象］ 妊婦さんとその家族
［内 容］ 妊娠中に知っておきたいこと、
妊娠中の栄養について、
赤ちゃんにおすすめの絵本の紹介
［持参品］ 母子健康手帳・筆記用具
［第２回］ ６月23日（日）／午前９時30分〜正午
［対 象］ ７月23日以降出産予定の初妊婦さんと家族
［内 容］ 赤ちゃんのお風呂入れ、妊婦体験、
子育て講話
［持参品］ 母子健康手帳・筆記用具・スリッパ

［内科］小郡三井医師会
休日診療センター
［内科・外科］嶋田病院

［内科］丸山病院
［内科］小郡三井医師会
16日（日）
休日診療センター
［内科・外科］嶋田病院

医療機関名
丸山病院

山隈273-11

☎73-0011
73-0014

小郡三井
医師会休日
診療センター

上岩田1246

☎72-5534
73-1559

嶋田病院

小郡217-1

☎72-2236
73-3313

神代病院

久留米市北野町 ☎78-3177
78-3918
中川900-1

山下こども
クリニック

横隈735-5

６月11日（火）までに要申込・先着12組

生後５か月〜１歳の乳児とその家族対象
［日 時］ ６月18日（火）／午後１時15分〜３時30分
（受付 午後１時〜）
［内 容］ 離乳食についての講話、調理実習、
試食（保護者のみ）、個別相談、体重測定
［持参品］ 母子健康手帳、エプロン、三角巾、
ハンドタオル、おんぶひも、ミルクなど

医療機関（診療科）

［内科］小郡三井医師会
休日診療センター
26日（日）
［外科］神代病院
［内科・外科］嶋田病院

健診・相談・教室
会場 申

日

☎41-7400
75-6322

夜間の小児救急

診療時間 午後７時〜11時
久留米広域小児救急センター
久留米市津福本町422
聖マリア病院地域医療支援棟 １階

小児救急医療電話相談
夜間、土日祝日の子どもの病気やけが
相談時間 午後７時〜翌朝７時
※土曜は正午、日祝は午前７時から受付
相談電話

＃8000

プッシュ回線
ダイヤル回線筑後地区☎37-6116

広報おごおり R１・５・15
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市役所
☎72-2111（代表）

各種相談

身体障がい者補聴器相談

福祉課

６月５日（水）／午後１時〜２時 東別館１階

交通事故相談

総務課

損害賠償、示談、保険請求等交通事故に伴う問題
６月４日（火）・18日（火）・25日（火）
午前10時〜午後４時 北別館
※日程は変更になる場合があります

行政相談

総務課

国が行う業務の苦情や要望・問合せ
６月 ３日（月）・17日（月）
午前10時〜午後３時 北別館２階第２研修室

心配ごと相談

暮らしや家庭での心配ごと・困ったことなど
時間・会場 午後１時〜４時 あすてらす
◎一般相談 ６月６日（木）、20日（木）
◎弁護士相談
６月 13日（木） ６日（木）／午前９時から電話受付
６月 27日（木） 20日（木）／午前９時から電話受付

教育相談

人権・同和対策課

６月３日
（月）／午後１時〜４時
人権教育啓発センター２階第２小会議室

巡回介護相談

介護保険課

介護や高齢者福祉サービス等に関する相談
◎受付時間 午前10時〜午後３時30分
６月 ８日（土） おごおり情報プラザ（イオン小郡
ショッピングセンター内）
６月19日（水） 小郡交流センター

月の休館日

６

29

あすてらす
☎72-6666
72-6477
あすてらす内プレイルーム
☎72-6666
72-6477
生涯学習センター
☎73-2084
73-5222
文化会館
☎72-3737
72-3828
図書館
☎72-4319
72-3501
人権教育啓発センター
☎ 80-1080
体育館
☎72-2111
運動公園
☎75-2373
75-2454
あすてらすサービスセンター
☎72-6666
72-6477
みくにサービスセンター
☎75-3392
75-3409

広報おごおり R１・５・15

高齢者総合相談

26
〜21

９
19
19 、20
１ 、８ 、15 、22
26 、29
１ 、８ 、15 、16
22 、29

地域包括支援センター☎72-7551

高齢者に関する悩みや不安など
平日午前８時30分〜午後５時 北別館１階

11 〜13 、19 、26
16

教務課

◎面談相談
月〜金曜（祝日除く）
午前９時〜午後４時30分
教育センター内教育相談室（二森435-1）
◎電話相談
月〜金曜（祝日除く）
午前９時〜午後４時30分
☎0120-73-7867、携帯電話からは☎73-1480

26

３ 、12

子育て支援課☎72-7480

児童（０歳〜18歳）についての心配ごと相談
◎面談相談
月〜金曜（祝日、あすてらす休館日を除く）
午前９時〜午後４時30分 あすてらす
◎電話相談
月〜金曜（祝日、あすてらす休館日を除く）
午前９時〜午後４時30分
匿名電話相談受付可 ☎72-7480（直通）

72-5694

特設人権相談

子育て支援課☎72-7480

ひとり親家庭の悩み、児童の修学資金などの相談
◎月・火・水・金曜（祝日除く）、
第３日曜（第１水曜までに要予約）
午前９時〜午後４時 あすてらす
匿名電話相談受付可 ☎72-7480（直通）

家庭児童相談室

弁護士相談は要予約・先着６人

社会福祉協議会☎73-1120

母子・父子・寡婦相談

古代体験館おごおり
☎75-7555
75-2777
ポピーの里あじさか館
☎73-3858
73-2912
御原校区コミュニティセンター
☎72-9038
73-0912
緑の里くろつち会館
☎73-2768
73-4574
ひまわり館東野
☎ 75-7066
のぞみがおか生楽館
☎75-6607
75-6617
ふれあい館三国
☎75-3392
75-3409
小郡交流センター
☎72-2846
73-1187
大原きぼうの森館
☎42-6710
42-6711

16 、17
16 、24
16
16 、29
16
16
16
16 、30
16

発見！おごおり遺産

市の南部には︑洪水の教訓を忘れな

水位を示した看板があります︒また︑

の

ごし てい

たのが端間です︒幕末には米の集積所

部をあえて低く造ることで︑洪水の際

設です︒野越しとは︑河川の堤防の一

越しの機能を利用して洪水から守る施

の参勤交代道であった薩摩街道を︑野

し︑港の周囲には町並みができました︒

降の端間には石灰を満載した船が入港

の中和に利用されていました︒幕末以

大量取引です︒当時︑石灰は酸性土壌

中でも端間を繁栄させたのが︑石灰の

ができ︑米蔵数棟が建設されました︒

にそこから水を外側に流し︑下流域の

小郡市は︑水の恵みと怖さの両方を

問合せ先

文化財課☎７５・７５５５

30
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本 で は 古 く か ら﹁水 を 制 す る 者

これは︑河川が急傾斜で︑大雨をもた

光行と平方の間には洪水を防ぐ水門の

いため︑さまざまな場所に当時の氾濫

らす台風が多い日本をよく表した言葉

跡があり︑下岩田の天満神社には洪水

は ︑ 国 を 制 す ﹂と 言 わ れ ま す ︒

です︒小郡市も︑これまで何度も筑後

の際に使用した舟が残されています︒

日

川や宝満川の氾濫に苦しめられてきま

洪水によって人々を苦しめてきた宝

してきたことも事実です︒古くから宝

満川ですが︑それ以上の恵みをもたら

した︒市内には︑当時の人々の苦労や

月︑干潟の道路工事中に

工夫の跡が多く残されています︒
年

満川は重要な交通路で︑稲吉では今か

平成

大規模な石垣が発見されました︒長さ

つぎ

た︒この稲吉元矢次遺跡からは︑中国

もと や

側に石が丁寧に敷かれています︒この

から持ち込まれた貴重な磁器が大量に

かた

その後︑江戸時代に川港として栄え

ような大規模な石造物は市内では初め

がい どう ひ

被害を最小限に食い止める構造のこと

経験してきました︒その経験を未来に
です︒この貴重な施設は︑平成

まま保存されています︒

伝えていきたいものです︒

年に

この﹁薩摩街道干潟野越堤﹂は︑当時

さつ ま

あることが分かりました︒

これが江戸時代に造られた水利施設で

出土しています︒

約

ら約８００年前の川港が見つかりまし

10

ｍに渡り︑道の西側斜面とその下

28

ての発見で︑専門家による調査の結果︑

90

市指定文化財に指定され︑現地にその

29

薩摩街道干潟野越堤
当時の端間港のようす（倉庫の位置は推定）

水と暮らし
No.13

前回までは、石造物をテーマに紹介してきましたが、
今回から３回に渡って人々の暮らしと水との関わりを紹
介していきます。

現
在
の
西
鉄
天
神
大
牟
田
線

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

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

映画会

基山（

＜鳥栖市＞

） 草

＜基山町＞

「よく生きること、死をみつめること」をテーマ
に、映画会を開催します。瀬戸内寂聴さんのそっと
心に寄り添って、そして元気になれるお話と、ワン
パクな３人の男の子と老人の交流を描いた作品をお
届けします。
日時 ５月25日（土）／午後１時〜５時30分
場所 鳥栖市立図書館２階視聴覚室
上映作品 続元気法話〜寂庵にて〜、夏の庭
鳥栖市立図書館☎85-3630 84-2828

基山（きざん）には特別史跡の基肄城跡があり、こ
の朝鮮式山城からの雄大な展望を楽しむことができ
ます。標高404.5ｍの基山（きざん）は、山頂からふ
もとまでなだらかなスロープが続き、天然の草スキ
ー場を楽しむ多くの親子連れで賑わいます。
小塩
祭
＜うきは市＞
期間 ５月31日（金）まで
夕暮れは、小塩川に群れるホタルの乱舞が楽しめ 会場・レンタル場所
ます。午後６時から午後９時ごろまでが見ごろです。 基山草スキー場（三養基郡基山町小倉）
期日 ６月７日（金）・８日（土）
※平日のレンタルは、基山町社会福祉協議会まで
会場 うきは市浮羽町小塩地区
（☎92-3311）
うきは市観光協会
料金 スキー（木製ソリ）レンタル １台300円
☎0943-76-3980 0943-76-4039
※プラスチックスキー板は使用不可
基山町観光協会☎92-2653 92-0208

旬

魚『

』漁解禁

＜大川市＞

日本では有明海下流域にのみ生息し、弘法大師に
まつわる言い伝えが語り継がれる伝説の魚「えつ」。
流し刺し網で漁獲され、刺身はもちろん、塩焼き、
煮付け、唐揚げ、南蛮漬け、姿寿司など料理方法は
多彩で、大川市内の料理店では贅沢なコース料理も
味わえます。遊覧船の船上で獲れたてを味わう「え
つ狩り」も大人気。
期間 ７月20日（土）まで
会場 筑後川下流の汽水域
大川TERRAZZA（大川市観光・インテリア情報ス
テーション）☎0944-87-0923 0944-87-0961

久留米
芸能

2019 ＜久留米市＞

久留米市内で文化活動をしている皆さんの晴れ舞
台。フラダンス部門は六角堂広場、舞踊・ダンス・
民謡・バレエ・器楽演奏などの芸能部門は久留米座
でお楽しみください。
期日 ６月16日（日）
会場 久留米シティプラザ六角堂広場、久留米座
料金 無料
㈱西日本企画サービス（芸能フェスティバル担当）
☎44-2786 44-0577

編 集 後 記

新元号﹁令和﹂にまつわる﹁便利？﹂
な話︒れいわ︵０１８︶を年数に足す
と︑西暦になります︒例えば︑令和
２年なら﹁２＋０１８﹂なので﹁２０
２ ０ 年 ﹂ ︒ 令 和 ８ 年 な ら﹁８ ＋ ０ １
８﹂で﹁２ ０ ２ ６ 年﹂︒ 逆 に 西 暦 か ら
れいわ﹁０１８﹂を引くと︑令和○年
を求めることができます︒ネットで
話題になっていた豆知識です▼今号
から各ページに記載している標記も
Ｒ１になりました︒今後も新しい時
代にふさわしい広報紙をめざし︑励
んでいきますので︑どうぞよろしく
お願いします︒︵Ｙ︶

ひとのうごき
人

口
男
女

世帯数

平成31年４月１日現在
（ ）は前月比

59,527人
（−213人）
28,318人
（−163人）
31,209人
（−45人）
24,489世帯
（−74世帯）

今月は

軽自動車税
の納付月です。
納付に便利な口座振替を！
収納課

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５月15日（次号：令和元年６月３日）
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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

