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猶本光さんが
ふるさとスポーツ大使に就任

︵

今号の主な目次

﹁小郡市ふるさとスポーツ大使﹂に
プロサッカー選手・猶本光さんが就任！
「大使に選ばれてとても光栄。自分の挑戦や活躍を通じて
地元の皆さんに元気を与えられたら」
（猶本光選手）
昨年12月29日、小郡市出身のプロサッカー選手・猶本光さん（のぞ
みが丘小学校出身）の「小郡市ふるさとスポーツ大使」任命式が小郡市陸
上競技場で行われました。ふるさとスポーツ大使への就任は、阪神タ
イガースの中谷将大選手に続いて２人目。今後猶本選手には、小郡市
の情報発信とスポーツ振興にご協力いただきます。
今年から活動の拠点をドイツから日本に移し、東京オリンピック出
場をめざして日々練習に取り組む猶本選手に、小郡や未来のアスリー
トたちへの思いを聞きました。

昨年までドイツリーグでプレー

任命式後、小学校時代に所属していたFC Lietoのメンバーと練習試合

広報おごおり R２・２・１

2

1994年３月３日生まれ。25歳。のぞみが丘小学校１年
生の時に「小郡東野少年サッカークラブ」でサッカーを始
める。福岡Ｊ・アンクラス、浦和レッズレディースなど
に所属し、2010年U-17W杯では日本の準優勝に貢献。
2014年には日本女子代表「なでしこジャパン」にも選出。
筑波大学大学院修士課程修了後の2018年より所属して
いたドイツ女子１部・SCフライブルクを退団し、今年 小郡で過ごした子ども時代。福岡小郡ハーフマラソンに出場し
から活動の場を国内に移す。ポジションはMF。
たり、「みくにっこ劇団Rainbow-Kids」の公演に出演したことも。

っていて︑たとえば物を雑に扱う人はやは
りプレーも雑になる︒日頃の生活やありと
あらゆることへの態度がグラウンドに出る
という意識が大事だと思います︒

オリンピックへの挑戦
そしてふるさとスポーツ大使として

最後に︑小郡市ふるさとスポーツ大使
―
としてやってみたいことはありますか？
時間と機会があれば︑子どものサッカー
教室を開いてみたいです︒
今後の目標は？
―
東京オリンピックのメンバーに入ること︒
メンバーに入るだけではなく︑活躍をした
いです︒また︑今後の所属チームが決まっ
たら皆さんにご報告したいと思います︒
私たちもオリンピックの大舞台での猶
―
本選手の活躍を期待しています︒頑張って
ください︒

猶 本 選 手 が﹁ 広 報 お ご お り ﹂に 登 場 す る の
は実は今回が二度目︒一度目は 年前︑
女子選手権大会の出場報告の表
AFC U - 16
敬訪問でした︒
なでしこへの夢を
語る猶本選手の笑顔
がまぶしい広報おご
おり平成 年 月１
日 号﹁まち の 話題﹂は ︑
市ホームページのバ
ックナンバーでご覧
いただけます︒
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12
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ふるさと小郡への思い

45

小郡市ふるさとスポーツ大使への就任
―
おめでとうございます︒早速ですが︑サッ
カーを始めたきっかけを教えてください︒
始めたのは小学１年生の時︒兄がサッカ
ーをやっていたのがきっかけでした︒何で
も兄のまねをしていたんです︵笑︶︒
初めて所属したチーム・小郡東野少年
―
サッカークラブでの思い出はありますか？
いろいろなことを学びました︒一番あり
が た か っ た の は ︑ 年 齢 で は な く﹁何 が で き
る か﹂を 見 て く れ た こ と ︒ 小 ３ の と き に 小
６の試合に出してもらったりもしたんです
よ︒
猶 本 選 手 に と っ て﹁ ふ る さ と 小 郡 ﹂と
それから︑できるだけ外に出て遊び︑体
―
は？
を動かす習慣をつけてもらいたい︒そうい
家族がいて友達もいる︑心から安心でき
うことができる環境づくりも大事だと思い
る 場 所 で す ね ︒ あ と 帰 っ て き て 思 っ た の は ︑ ます︒
海外移籍も経験︒いろいろな経験や挑
とても星のきれいなまちだということ︒昨
―
戦をすることについて︒
夜ふと空を見上げたら一面の星空でびっく
私 の 場 合 は ︑ サ ッ カ ー が な け れ ば﹁海 外
りしました︒この陸上競技場もいろいろな
に 行 っ て み よ う ！ ﹂と は な ら な か っ た ん じ
思い出があって好きな場所ですね︒
ゃないかな︒好きなことのためなら頑張れ
小 郡 市 は 七 夕 神 社 の あ る﹁ 七 夕 の 里 ﹂︒
―
るし︑何でもトライできる︒サッカーを通
猶本選手はＳＮＳで活発に情報発信をされ
してさまざまな経験や挑戦ができ︑結果的
ていますよね︒ぜひ星のきれいさとあわせ
て﹁七夕の里おごおり﹂をＰＲしてく だ さ い ︒ に 視 野 が 広 が っ た と い う 感 じで す ︒
スポーツ以外にも通じることですね︒
―
好きなことに打ち込んでほしいのはもち
アスリートをめざす子どもたちへ
ろんですが︑一方で︑勉強や他のことをお
ろそかにしていると結局サッカーも伸びな
スポーツをしている子どもたちへアド
―
い︒中学・高校のときによく言われたのは︑
バイスをお願いします︒
﹁ 分の授業に集中できない人は試合にも
とにかくスポーツを好きになって楽しん
集 中 で き な い﹂と い う こ と で し た︒
でほしい︒子どもに限ったことではないで
何かに向き合うときの態度はすべて繋が
すが︑何ごとも楽しくないと続かないです︒
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ひかる）
光（なおもと
猶本

︻ＴＮＲ活動︼野良猫の繁
殖を防ぐため︑不妊・去
勢手術を行います︒

めざそう、人と動物が共生できるまち

︻さくらねこ︼
不妊・去勢手術済みの証
の﹁さくら耳﹂が目印︒
カットは麻酔中に行い︑
痛みはありません︒

﹁さくらねこ﹂を知っていますか

猫の飼い主さんへ５つのお願い

もとはといえば人間の身勝手で飼い
主や家を失い︑増えてしまったケース
が多い野良猫たち︒恵まれない環境で
暮らす猫の繁殖を食い止め︑猫に関す
るトラブルや殺処分をなくしていく︑
そ の た め に 行 わ れ て い る の が﹁Ｔ Ｎ Ｒ
活動﹂です︒
ＴＮＲとは︑Ｔ 捕獲︵ Trap
︶︑Ｎ …
…
不妊・去勢手術︵ Neuter
︶︑Ｒ …
元の場
︶の略︒手術を行った
所に戻す︵ Return
猫は︑再度の捕獲を防ぐため︑耳の先
を桜の花びら型にカットして見分けら
れるようにします︒この﹁さくらねこ﹂
は一代限りとなり︑これ以上増えるこ
とはありません︒
現在﹁ＴＮＲ活動﹂﹁さくらねこ﹂の取
組は︑全国各地で広がっています︒

﹁ＴＮＲ活動﹂と﹁さくらねこ﹂

そもそも野良猫はなぜ増えるので
しょうか︒原因の一つは︑猫を捨てる
人がいること︒動物愛護法では︑飼い
主がペットを終生飼うことを努力義務
として定めていますが︑捨てられてし
まう猫は後を絶ちません︒
加えて最大の原因は︑野良猫の繁殖
です︒野良猫の寿命は飼い猫と比べて
短く︑平均３〜５年といわれています
が︑１年に２〜３回の出産機会があり︑
１度に５匹前後の子猫を産みます︒そ
こうして
の子猫がまた子猫を産み ……
増えていく野良猫は︑ふんや尿による
悪臭やごみあさりなどのさまざまなト
ラブルのもとにもなっています︒
やむを得ない事情で保健所に引き取
られた猫は︑新しい飼い主や譲渡先が
見つからない場合︑殺処分されます︒
殺処分数は年々減少していますが︑依
然として高い水準にあります︒

野良猫はなぜ増える？

﹁さくらねこ﹂とは︑不妊・去勢手術
を受け︑そのしるしとして︑耳の先を
桜の花びら型にカットした野良猫のこ
と︒でも︑なぜわざわざ野良猫にそん
なことをするのでしょうか︒
この活動の背景には︑飼い主がいな
い猫が︑福岡県だけでも年間１︐８０
０ 匹 以 上 も 殺 処 分 さ れ て い る︵ 平 成
年度︶という現実があります︒
29

ＴＮＲ活動の対象は野良猫ですが︑
飼い猫であっても放し飼いにしたり︑
不妊・去勢手術をしなかったりすると︑
飼い主が責任を持てない妊娠や家の外
での繁殖で︑野良猫を増やす原因にな
る可能性があります︒
１．室内で飼いましょう
２．不妊・去勢手術をしましょう
３．迷子札をつけましょう
４．絶対に捨てないでください
５．最後まで責任を持って飼いましょう

﹂
OGORI
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小郡市内でＴＮＲ活動を行う団体に聞きました

﹁さくらねこサポート

︻ＴＮＲ活動︼野良猫
の捕獲は︑傷つけない
よう慎 重に行ないま
す

新し
おうい
ち
行くニに
ャ

私たちは︑不幸な猫がこれ以上増えない
よう︑猫に一代限りの命を全うしてもらう
ためＴＮＲ活動をしています︒この活動は︑
︵公財︶どうぶつ基金をはじめ︑全国各地で
行われているものです︒
猫と人が共生できるまちをつくりたいと
考え︑令和元年５月に団体を設立︒市の市
民提案型協働事業︵ ※
︶に提案・採択されま
した︒現在スタッフ約 人で︑仕事の後や
土・日曜を中心に活動しています︒
野良猫は︑交通事故や感染症などの危険
にさらされる過酷な環境で暮らしています︒
カラスに食べられたり︑病気で死んでし
まったりする子猫の悲惨な状況をたくさん
見てきました︒皆さんにもその現状を知っ
てもらい︑活動にご理解とご協力をいただ
ければ幸いです︒

こんな活動をしています
ＴＮＲ活動のほか︑保護された猫に新し
い飼い主を探すための譲渡会︑野良猫との
関わり方や動物虐待防止についての啓発活
動などを行っています︒
保護猫の預かりボランティアなど︑さま
ざまな関係団体や機関と協力をして活動し
ています︒

︻譲渡会︼開催はＳＮＳ ︻啓発活動︼駅前でのチ
でお知らせしています ラシ配布

「さくらねこサポート
OGORI」の皆さん

ツイッター
@sakura̲2019222

広報おごおり R２・２・１
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専門知識や熱意のあ
るメンバーが、地域
の課題解決のために
活動します！
資金・広報面で市
役所が協力！活動
への助言もできま
すよ！

フェイスブック
@sakura2019222

資金や運営で困って
いる。それに、活動
をもっと多くの人に
知ってもらいたい…

解決したい課題が
あるのに専門知識
がないし、人材も
いない…

市民活動
団体
市

10

※「市民提案型協働事業」とは
小郡市と市民活動団体が協力し
て、地域の課題を解決するための
取組です。詳しくは市コミュニ
ティ推進課コミュニティ推進係ま
でお尋ねください。（本館２階☎
72-2111）
「さくらねこサポートOGORI」の活
動の様子はフェイスブックやツ
イッターで随時発信しています。
興味のある人はぜひご覧くださ
い。

っ てな あ に ？

問合せ先：生活環境課環境係☎72-2111
Trap
捕まえる
Neuter
不妊・去勢手術
Return
元の場所に戻す

「猫ブーム」で猫の飼育数が増えている一方、日本では毎年数万匹の猫が殺処分
されています。また、猫に関するご近所トラブルも後を絶ちません。この状況を
変えるために生まれた試みの一つが「TNR活動」と「さくらねこ」。猫の愛護活動
について知り、人と動物が共生できる小郡市をめざしましょう。

さくらねこ

「TNR活動」と「さくらねこ」

経営戦略課政策推進係

まちづくり市民アンケート
調査結果をお知らせします

問合せ先
☎７２・２１１１

第６次小郡市総合振興計画の策定にあたり︑

歳以上の市民２︐０００人を対

16

市民の皆さんのご意見を把握するため︑令和

元年７月に

％︶から分か

54

象にアンケート調査を行いました︒

１︐０８０件の回答︵回収率

る︑小郡市に対する皆さんの思いについて︑

将来的に市外へ転出したい
10.3%

小郡市にこれからも
住み続けたいですか

すぐに市外へ転出したい
0.6%

概要をご紹介します︒

あまり住みやすくない
8.5%

小郡市は住みやすい
と思いますか

住みにくい
2.1%

小郡市に
愛着を感じますか

あまり愛着がない
15.2%

アンケートの結果は︑第６次小郡市総合振

愛着がない
2.1%

興計画を策定するための資料として活用して

いきます︒

アンケートにご回答いた
だいた皆さん、ご協力あり
がとうございました。
今回ご紹介できなかった
調査結果の詳細は、市ホー
ムページ（ホーム▶市政情
報▶計画・行革・広域行政
▶第６次小郡市総合振興計
画）に掲載しています。

とても愛着がある
26.6%
やや愛着がある
52.8%

住みやすい
34.5%
まあまあ住みやすい
53.2%

ずっと住み続けたい
42.6%
当分は住み続けたい
36.5%

広報おごおり R２・２・１
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公共的な施設で整備が
進んでいる・遅れていると思うもの

小郡市で自慢できるもの

（複数回答、上位５項目）

（複数回答、上位５項目）

整備が進んでいると思うもの
病院などの医療施設

18.9％

校区コミュニティセンターや集会所

14.7％

身近な生活道路

15.9％

上水道

13.9％

公園や広場

13.2％

整備が遅れていると思うもの
街灯

28.6％

公共交通（コミュニティバスなど）

20.3％

駅前広場や駅施設

25.4％

交通安全施設（歩道など）

夢HANABI

38.6%

17.6％

幹線道路

17.0％

小郡市をどのような
特色のあるまちにすべきですか

（複数回答、上位５項目）

人に優しい福祉・保健・医療の充実したまち

56.2％

子育て支援や学校教育が充実したまち

31.3％

快適な住宅・生活環境のまち

如意輪寺（かえる寺） 31.1%

41.9％

防災・交通安全対策が充実した安全・安心な
まち

31.2％

商工業（企業誘致や地場産業など）を中心とし
て発展するまち

29.0％

小郡運動公園（競技場など）25.5%

市の行財政運営や地方自治体制について、
今後どのように対処すべきですか

（複数回答、上位５項目）

職員の意識改革と意欲と能力にあふれた
人材の育成

52.4％

近隣自治体との連携協力による行政事務の
効率化

42.9％

民間企業との積極的な連携の推進

41.2％

公共事業を削減し借金（地方債の発行）を抑制

31.6％

徹底した情報公開と市民の市政への参加機会
の拡充

23.9％

7
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九州歴史資料館

緑豊かな田園風景

16.9%

16.6%

令和２年度

会計年度任用職員募集

会計年度任用職員制度は、現在の嘱託職員・臨時職員制度に変わる新たな職員任用の制度です。令和２年度
会計年度任用職員を募集します。
●募集人数 変更になる場合があります
●任用期間 令和２年４月１日〜令和３年３月31日
※令和３年度以降も任用する場合があります
●勤務時間 週38時間45分以内
※休憩時間は基本的に午後０時15分〜１時
※休日は基本的に土日祝日、年末年始
（一部職種を除く）
●給料・報酬 下表のとおり
※経験年数や勤務時間などによって異なります
※任用開始日までに改定される場合があります
●手当 通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、退
職手当など（期末手当・退職手当は勤務時間など
の要件あり）
※勤務日数などに応じ、健康保険、厚生年金、雇用
保険などに加入。公務災害に係る補償あり
●休暇 年次有給休暇のほか夏季休暇などの特別休
暇（無給休暇を含む）あり

●採用試験 下表のとおり
※申込者に対し、後日試験会場など詳細を通知
します
●申込方法 市販の履歴書（写真貼付、余白に
赤字で希望職種を記入）１通を、各職種の申
込先へ持参または郵送
※資格が必要な職種は、資格証の写しも併せて
提出してください
【郵送する場合の送付先】
〒838-0198
小郡市小郡255-1
小郡市役所《下記申込み・問合せ先》
《職種名》採用試験申込
問合せ先 ☎72-2111（代表）
※代表番号に電話し、下記問合せ先を伝えてく
ださい
◆会計年度任用職員の募集は、以降も随時行い
ます

募集職種・人数など
職種（人数）
申込み・問合せ先

①職務内容
②勤務時間

事務嘱託員（１人）

①建設管理課における国土調 （月額）
査に関する説明会、土地境 172,035円
界立会い、閲覧などの対応、 〜178,116円
法務局との協議
期末手当あり
②午前８時30分〜午後４時
30分（週５日勤務）

・国土調査事業に関す
る知見
・普通自動車運転免許

①３月２日（月）
午前10時
面接・作文
②２月19日（水)
午後５時

①介護保険課における介護保 （月額）
険の要介護認定調査業務
190,838円
②午前９時〜午後５時
〜194,580円
（週４日勤務）
期末手当あり

・介護支援専門員資格
（有効期間満了日を
過ぎていても可）
・普通自動車運転免許
・システム入力作業可

①２月25日（火）
午後２時
面接・作文
②２月14日（金）
午後５時

①地域包括支援センターにお （月額）
介護保険嘱託員
ける認知症に関する相談・ 190,838円
【認知症地域支援推進員】
対応、認知症に関する知識 〜194,580円
（１人）
の普及啓発活動、関係機関 期末手当あり
と連携した事業の企画・調
整など
②午前９時30分〜午後５時
（週４日勤務）

・医師、保健師、看護
師、作業療法士、歯
科衛生士、精神保健
福祉士、社会福祉士
のいずれかの資格
・３年以上の認知症ケ
アまたは在宅ケアの
実務、相談業務など
の経験
・普通自動車運転免許
・ワードやエクセルで
の文書、資料作成可

①２月27日（木）
午後１時30分
面接・作文
②２月14日（金）
午後５時

建設管理課国土調査係
介護保険嘱託員
【認定調査員】
（１人）
介護保険課介護保険係

介護保険課
地域包括支援センター

給料・報酬

資格要件など

①試験日時・内容
②申込締切

広報おごおり R２・２・１
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職種（人数）
申込み・問合せ先

①職務内容
②勤務時間

学校用務員（６人）

①市内公立学校における環境 （月額）
整備、学校運営
152,577円
②学校ごとに定める時間帯の 〜158,003円
うち７時間45分の範囲内
期末手当あり
（週５日勤務）

・普通自動車運転免許
・日常の業務連絡など
における自家用車の
供与

①２月25日（火）
午前９時
面接・作文
②２月13日（木）
午後５時

①市教育センターにおける適 （月額）
応指導教室での児童生徒の 137,628円
指導
〜142,492円
②午前９時〜午後５時
期末手当あり
（週４日勤務）

・小学校または中学校
の教員免許
・教育相談、学習指導
などに必要な知識、
経験、技能

①２月25日(火)
午前９時30分
面接・作文
②２月13日(木)
午後５時

①市教育センターにおける、 （月額）
児童生徒を取り巻く学校・ 225,170円
家庭などの環境改善を図る 〜229,567円
ための、関係機関との連携 期末手当あり
・調整業務
②午前８時30分〜午後５時
のうち７時間15分
（週５日勤務）

・社会福祉士または精
神保健福祉士資格
（令和２年３月31日
までに取得見込み
可）
・普通自動車運転免許
・日常の業務における
自家用車の供与

①２月25日（火）
午前９時
面接・作文
②２月13日(木)
午後５時

①文化財課における埋蔵文化 （月額）
財発掘調査、調査報告書作 219,370円
成など
〜221,896円
②午前８時30分〜午後４時
期末手当あり
30分（週５日勤務）

大学または大学院での
考古学専攻・修了（修
了見込み可）または同
等以上の専門的知識や
技術

①３月10日（火）
午前９時
面接・作文
筆記試験
②２月28日（金）
午後５時

文化財調査嘱託員（１人） ①文化財課における文化財普 （月額）
及啓発、市史資料管理
219,370円
②午前８時30分〜午後４時 〜221,869円
30分(週５日勤務)
期末手当あり
文化財課文化財係
☎75-7555

大学または大学院での
歴史学専攻・修了（修
了見込み可）または同
等以上の専門的知識や
技術

①３月10日(火)
午前９時
面接・作文
筆記試験
②２月28日(金)
午後５時

教務課教務係
教育相談員（１人）

教務課教務係
スクールソーシャル
ワーカー（１人）

教務課教務係
文化財発掘調査嘱託員
（１人）
文化財課文化財係
☎75-7555

給料・報酬

資格要件など

①試験日時・内容
②申込締切

会計年度任用職員（日額）の登録を受け付けています
登録申込後、会計年度任用職員として登録され、必要に応じ任用されます。（任用されない場合もあり
ます）
●募集職種（申込み・問合せ先）
事務補助（人事法制課人事係）
特別支援教育支援員（教務課教務係）
保健師・管理栄養士（健康課健康推進係）
保育士・幼稚園教諭・調理師（保育所・幼稚園課）
●登録期間 令和２年４月１日〜令和３年３月31日
●注意事項
令和２年3月31日まで臨時職員として勤務してい
る人や臨時職員名簿に登録されている人も、新た
に会計年度任用職員としての登録が必要です

9

広報おごおり R２・２・１

●登録方法
「会計年度任用職員登録票兼履歴書」
「資格・免
許状の写し（事務補助、特別支援教育支援員以
外の職種）」を各窓口に持参
※登録票兼履歴書の様式は、募集要項（人事法制
課、おごおり情報プラザ、小郡市ふるさとハ
ローワーク、あすてらすに設置）または市ホー
ムページで取得できます
※報酬などの勤務条件は、募集要項または市ホー
ムページをご覧ください

小郡市からのお知らせ

令和２年国勢調査の調査員を募集します
1

申

人事法制課法制係（本館２階）☎72-2111

令和２年10月１日を基準日として、全国一斉に国勢調査
が実施されます。
国勢調査は、人口や世帯の実態を知る重要な統計調査で、
調査結果は地方交付税額算定や地域振興の施策に活用されま
す。小郡市では、約400の調査区を設定しており、約250人
の調査員が必要です。調査員説明会で仕事内容を詳しく説明
しますので、未経験の人も安心してご応募ください。
募集要件 次の全ての要件に該当する人
・20歳以上の人
・担当調査区を巡回し、責任をもって調査票の配布・説明・
回収ができる人
・調査で知り得た秘密を守ることができる人
・税務、警察、選挙事務などと直接関係のない人
・暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない人
任命期間 ８月27日（木）〜10月26日（月）
調査員の仕事
調査員説明会への出席、担当調査区の把握、世帯を訪問し
て調査票を配布、調査票の回収、調査書類の提出

報酬

１調査区：38,000円程度
２調査区：72,000円程度
※報酬は調査終了後、国の基準に基づき支払
います
※担当する調査区数・世帯数などに応じて金
額が異なります
申込方法 窓口に申請書を持参
※申請書は窓口・市ホームページ（ホーム▶
市政情報▶統計▶2020年国勢調査）で取得
できます
申込締切 ６月末（予定）

「小郡市暮らしの便利帳」を配布します
2

秘書広報課秘書広報係☎72-2111

市は、市役所での手続などの行政情報や、観光・イベントなどの地
域情報をまとめた「小郡市暮らしの便利帳」を発行しています。
今回、改訂版を作成し、全戸配布します。身近な情報源としてご活
用ください。
・暮らしの便利帳は、官民協働事業として、株式会社サイネックスと
協働で発行しています。発行・配布にかかる経費は、市内外の多く
の企業や団体からご協力いただき、冊子に掲載する広告収入で賄わ
れています
・２月末までに株式会社サイネックスが市内全世帯に配布します
※配布時期は地域ごとに異なります
・パソコンやスマートフォンから利用できる便利な電子書籍版は、市
ホームページ（ホーム▶くらし▶くらし・生活・相談▶暮らしの便
利帳）で３月から閲覧できます

広報おごおり R２・２・１
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申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

各計画案への意見を募集します
3
第２期小郡市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）
提出

経営戦略課政策推進係（本館２階）☎72-2111
kikaku@city.ogori.lg.jp

73-4466〒838-0198

小郡市小郡255-1

第１期小郡市まち・ひと・しごと創生総合戦略が令和元年度で最終年度を迎えるため、市は、新たに今後５
年間（令和２〜６年度）の基本的方向や施策をまとめた「第２期小郡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定
します。この総合戦略策定に向けて、皆さんの意見を募集します。
提出期間
意見を提出できる人
閲覧・意見用紙設置場所
提出方法
注意事項

２月３日（月）〜25日（火）
次のいずれかに該当する人
・市内に在住または通勤、通学している人
・市内に事業所を有する法人、その他の団体
経営戦略課窓口、生涯学習センター、校区コミュニティセンター、あすてらす、
市ホームページ（ホーム▶市政情報▶計画・行革・広域行政▶その他の計画▶まち
・ひと・しごと創生総合戦略）
経営戦略課窓口に持参・郵送・ファクス・Ｅメール
提出された意見に対して、個別に回答はしません。意見の概要とそれに対する市の
考え方を、個人情報に配慮したうえで、市ホームページに掲載します。また、提出
された意見は返却しません。

第４次小郡市子ども読書活動推進計画（案）
提出

図書館☎72-4319

72-3501

市は、子どもの読書環境を整備し、読書活動を支援するため、平成17年に「小郡市子ども読書活動推進計画」
を策定し、５年ごとに計画を見直しています。継続して活動を行う指針として、新に第４次計画（案）を作成し
ました。この計画（案）について、市民の皆さんの意見を募集します。
提出期間
意見を提出できる人
閲覧・意見用紙設置場所
提出方法
注意事項

２月10日（月）〜３月１日（日）
次のいずれかに該当する人
・市内に在住または通勤、通学している人
・市内に事業所を有する法人、その他の団体
市立図書館、教務課（市役所西別館３階）、あすてらす、
校区コミュニティセンター、図書館ホームページ
市立図書館カウンターに持参・ファクス
提出された意見に対して、個別に回答はしません。意見の概要とそれに対する市の
考え方を、個人情報に配慮したうえで、図書館ホームページに掲載します。また、
提出された意見は返却しません。
意見をお聞かせください！
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小郡市からのお知らせ

小郡市男女共同参画社会推進審議会委員を募集します
4

申

秘書広報課男女共同参画推進室（本館２階）☎72-2111
danjokyodo@city.ogori.lg.jp

73-4466〒838-0198

小郡市小郡255-1

市の男女共同参画推進に市民の皆さんの幅広い意見を反映させるため、小郡市男女共同参画推進条例に基づ
く審議会の委員を公募します。
応募資格 次の全ての要件に該当する人
・男女共同参画社会の形成について意欲と
関心がある人
・本市に居住している満20歳以上の人
（令和２年４月１日現在）
・国や地方公共団体の議員、または本市の
常勤職員でない人
・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
・平日に開催する審議会に出席可能な人
任期 ２年間（令和２年４月１日〜令和４
年３月31日）
募集人数 ２人

5

活動内容 小郡市男女共同参画社会推進審議会へ出席（年
１回程度）し、第２次小郡市男女共同参画計画に基づき
実施する施策の年次報告書や、男女共同参画社会の形
成に関し必要な事項について意見を述べていただきま
す。
報酬 １回出席につき4,700円
応募方法 ①住所②氏名③年齢④性別⑤職業⑥電話番号
⑦応募理由を明記し、テーマ「男女共同参画推進につい
ての私の考え」による小論文（400〜800字程度）を作成の
うえ、窓口に持参・ファクス・郵送・Ｅメールで提出
※提出書類は小郡市に帰属し、返却しません
募集締切 ２月28日（金）／午後５時必着
選考方法 書類選考
※結果は、応募者全員に郵送で通知します

合計所得金額1,000万円を超える
納税義務者の同一生計配偶者の人へ
税務課市民税係☎72-2111

平成29年度税制改正により、令和元年度から、納税義務者は自身の
合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除を適用できなくな
りました。
当該納税義務者と生計を一とする配偶者は、市・県民税の申告が必
要となる場合があります。申告を行わないと、同一生計配偶者の収入
状況が市では把握できないため、所得課税（非課税）証明書などの交付
が受けられないなど、行政サービスに影響が生じる場合がありますの
で、申告をお願いします。
ただし、次の①〜④のいずれかに該当する場合は、申告の必要があ
りません。
①合計所得金額1,000万円を超える納税義務者が、確定申告で同一生計配偶者を申告している
②同一生計配偶者の方が確定申告をしている
③同一生計配偶者に給与収入があり、給与支払者から市に給与支払報告書の提出がされている
④同一生計配偶者に年金収入があり、公的年金等支払者（国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など）から
市に公的年金等支払報告書が提出されている
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人です

広報おごおり R２・２・１
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問合せ先

秘書広報課男女共同参画推進室 ☎722111

2019年度男女共同参画社会に関する世論調査の結果
12月に発表された世界経済フォーラムによる2019年「ジェンダーギャップ指数」では、日本は
153か国中121位（前年110位）でした。政治・経済・教育・健康の分野で男女格差を分析するもの
ですが、日本は世界全体と比較すると政治と経済の分野がとても低い評価となっています。
一方で、男女共同参画社会に対する意識は、どう変化しているのでしょうか。内閣府が９月に実施した「男
女共同参画社会に関する世論調査」の結果の一部を紹介します。

女性が職業をもつことに対する意識
「子どもができても、ずっと職業を続ける方が
よい」と就業継続を支持する回答
前回54.2％ ➡

61.0％

過去
最多

就業継続を支持する考え方は増加傾向。女性
が職業をもち続けることに賛同する考え方が、
一般的になったためと考えられます。

固定的性別役割分担意識

59.8％

上位３項目（複数回答）
「国会議員、地方議会議員」

59.3％

「企業の管理職」

48.7％

「閣僚（国務大臣）、都道府県・市（区）町村の首長」47.0％
政治分野や企業、行政における管理職などに女性が増える
方がよいという回答が多くなりました。

家事などに対する配偶者との役割分担

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」
という考え方（固定的性別役割分担意識）を問
う質問に「反対」とした回答
前回54.3％ ➡

女性が増える方がよいと思う職業や役職

「自分と配偶者で半分ずつ分担したい」という回答
（保育所や訪問介護など外部サービスの利用を含む）

過去
最多

「反対」の理由（複数回答）は、「固定的な役割分
担意識を押し付けるべきではない」が56.9％、
「妻が働いて能力を発揮した方が、個人や社会
にとって良い」が43.4％となっています。

育児

56.6％

介護

64.4％

育児・介護以外の家事

58.3％

「自分と配偶者で半分ずつ分担したい」という意見は若い
層ほど高くなる傾向があり、18〜29歳では各項目で70％
を超えています。
参考：内閣府「共同参画」12月号

男女共同参画社会とは、全ての個人がお互いの人権を尊重し、性別に関わりなく、その個性と能力を
発揮できる社会のことです。一人ひとりの意識を高め、自らの意思で多様な生き方が選択できる環境を
つくっていきましょう。

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。
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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。

人権・部落問題シリーズ

No.423

人権の視点で人と人をつなぐ

「人権のまちづくり」
●問合せ先

人権・同和教育課☎72-2111

地域の特性を生かしながら行う
「人権のまちづくり」

平成10年、宝城中校区の「人権のまちづくり」推進連絡
会が立ち上がり、その後すべての校区で「人権のまちづ
くり」が行われるようになりました。
人権のまちづくりでは、 一人ひとりが生き生きと生
活できるまち をめざし、さまざまな人権問題の学習を
通してお互いの人権について考えます。一緒に課題解決
を図ることや、子どもの育ちと学びを支援する活動、ま
た安心・安全な地域づくりなどを各校区の実態に基づき
行っています。

保幼・小・中・高連携
さまざまな
団体との協議

地域と学校を
つなぐ

教育条件整備

地域の大人を
つなぐ

人権認識を深める

２つの校区の取組を紹介します
小郡中学校区
地域と学校をつなぐ取組 として、中学３年生を対
象に「赤ちゃんふれあい体験」を行っています。生徒は、
助産師からの事前学習を経て、乳幼児健診に参加し、
赤ちゃんやその家族と触れ合う中で、命の大切さや家
族の思い、自分自身の成長を感じています。体験した
生徒からは、「日々の親の苦労のおかげで自分がいる
のだと改めて思った」などの声が寄せられました。
地域や行政の協力があり、子どもたちの学びや育ち
の体験が実現されています。

宝城中学校区
令和元年11月、 地域みんなで人権について学ぶ場
として、宝城中校区の児童・生徒・保護者・地域の人
が参加し、人権フェスタを開催しました。フェスタで
は、小学生の低学年交流や中学生の職場体験などの報
告会が行われました。「性の多様性」をテーマにした人
権講演会では、LGBTQの若者をサポートするFRENSの
小野アンリさんが「ありのままの自分を受け入れても
らえる、受け入れることができる世の中になってほし
い」と訴えました。最後は参加者みんなで「花は咲く」
を歌いました。
宝城中校区のみんなが仲良く生活できる地域をめざ
してつながる場になっています。

一人ひとりが
「できる範囲」
で
「できそうなこと」
から踏み出し、
一緒に
「人権のまちづくり」
でつながりませんか。

広報おごおり R２・２・１
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税に関する作文の表彰式

異国の文化に触れる
フレンドシップ交流会

12.14
sat

12. 3
tue

税の作文コンテストは、次世代を担う子どもたち
に、学校で学んだことや自分自身の経験・体験など
を通して、税について考えたことを作文で発表し、
税に関する関心を一層深めてもらおうと毎年行われ
ています。入賞者は次のとおりです。
岡本彩香さん（小郡高校１年）
佐藤遥斗さん（三国中３年）
西田七星さん（小郡中３年）
田中宏政さん（小郡中３年）
今村心咲さん（宝城中１年）
森園陽基さん（小郡中２年）

いろいろな国の文化に触れ、国際交流の輪を広げ
ようと、フレンドシップ交流会が開催され、約160
人が参加しました。
留学生が日本語で「日本に来て感じたこと」をテー
マにスピーチしたほか、日本舞踊や和太鼓などの日
本文化が紹介され、太鼓の叩き方を教わる場面も見
られました。また、各国の歌やダンスも披露され、
参加者からは「新しい友達ができた。また参加した
い」との声が聞かれました。

めざせ地域活性化
如意輪寺でコスプレ

長年の地域貢献に対し
総務大臣表彰

12.23
mon

大原区の久光良夫さん（写真中央）が、長年にわた
り地域に貢献したとして、総務大臣表彰を受賞しま
した。
久光さんは、昭和56年度から平成21年度まで区長
を務め、大原区の夏祭りを初開催したり、ごみの集
積場の整理・分別収集の取組を広めたりするなど、
地域住民の福祉向上に尽力してきました。現在は、
相談役として区の運営に関わる久光さん、「取組が評
価されて、ありがたい」と話しました。

12.8
sun

如意輪寺でコスプレイベントが開催され、20人の
参加者がアニメやゲームのキャラクターにふんして、
写真撮影などを行いました。
アイズプロ株式会社主催のこの催しは、小郡市出
身・在住の丹タキさんが中心となり地域活性化をめ
ざして開催したもので、９月の旧松崎旅籠油屋に続
き２回目です。丹さんは「市内でイベントを開催する
ことで、小郡の魅力を多くの人に伝えたい」と話しま
した。
なお、イベントの参加費全額を豪雨災害復旧のた
め、市に寄附いただきました。

広報おごおり R２・２・１
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阪神の中谷選手が
市野球場で自主トレ

1.6

mon

小郡市ふるさとスポーツ大使の中谷将大選手（阪神
タイガース）が市野球場で自主トレを行い、松田遼馬
選手（ソフトバンクホークス）や高校時代の友人と一
緒に打撃練習などで汗を流しました。中谷選手が豪
快にバットを一振りすると、球場には曇り空を吹き
飛ばすような気持ちのいい打球音が響きました。
練習後はファンへのサインや記念撮影にも応じて
くれた中谷選手、「今年は飛躍の年にしたい。一軍定
着できるよう頑張る」と抱負を語りました。

令和初の成人式

1.12
sun

成人式が文化会館で開催され、580人
の新成人が出席しました。式典では、実
行委員長の米倉愛美さんが「大人として
の自覚と責任を持ち、前向きに挑戦して
いきたい」とあいさつ。選挙に関心を持
ってもらおうと、実際の投票箱を使った
「もう一度食べたい給食」がテーマの模擬
投票も行われました。（１位はカレー！）
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防火・防災を誓う
小郡市消防出初式

1.5
sun

新春恒例の小郡市消防出初式。令和初の開催とな
った今年も小郡市消防団員や三井消防署職員ら約
200人が、小郡小学校グラウンドで分列行進やポン
プ操法展示、交通事故を想定した救出訓練などを行
いました。
最後の市内パレードでは、自衛隊音楽隊の先導の
もと、消防車両とともに力強い行進を披露。防火・
防災への決意を新たにしました。

しょうり

２月

にこ

高松 虹光くん
H27.２.９

もう５歳！まだまだ甘え
ん坊で泣き虫なニコ君！
お誕生日おめでとう
(*^^*)これからも、宜し
くね！
だいち

湯川 大地くん
H27.２.６

だいちゃん５さいおめで
とう！このまますくすく
げんきに、おおきくなっ
てね。

たいよう

吉村 太陽くん
H31.２.13

１歳の誕生日おめでと
う！太陽の笑顔にいつも
元気もらってます。これ
からも元気にのびのび成
長してね！
わかな

池田和佳奈ちゃん
H29.２.28

３歳おめでとう！いつも
お手伝いありがとう★ニ
コニコ元気いっぱいな和
佳奈が大好きだよ♪

占部 翔理くん
H29.２.８

笑顔と優しさと癒しをあ
りがとう。元気いっぱい
大きくなってね！幸せを
ありがとう♪

りく

久冨 陸くん
H31.２.27

１歳のお誕生日おめでと
う！よく食べ、よく笑い、
お喋り上手のりっくんの
ことが、パパもママも大
好きだよ♪
ちはる

池上 千遥ちゃん
H30.２.12

ちーちゃん２さいおめで
とう★かわいいえがおが
だいすきだよ♪すくすく
おおきくなってね★

ごうき

居福 豪己くん
H31.２.11

お誕生日おめでとう！豪
己の成長をみんな楽しみ
にしているよ☆これから
いっぱいいろんな所に遊
びにいこうね！
れい

菊池 礼ちゃん
H27.２.６

れいちゃん♪５さいのお
たんじょうびおめでとう
♪ニコニコ笑顔で楽しい
毎日を過ごしてね。

図書館司書が選ぶ読み聞かせ絵本
とんねるを

ぬけると

片山 健／作・絵

福音館書店

かずき

田嶋 一喜くん
H30.２.６

お誕生日おめでとう♪も
うすぐでお兄ちゃんにな
るね。いつも大好きだ
よ！これからもよろしく
ね！
あやか

辻 彩花ちゃん
H28.２.25

あやぴー♡４歳のお誕生
日おめでとう♡いつも可
愛い笑顔でみんなを癒や
してくれてありがとう♪
だいすき
うらら

石丸 麗ちゃん
H30.２.14

麗ちゃんお誕生日おめで
とう！いつもニコニコ天
真爛漫な麗ちゃんが大好
きだよ☆優しいお姉さん
になってね。
けんしん

津田 健心くん
H28.２.17

弟思いのけんちゃん！優
しく元気に大きく育って
ね！

４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、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
のいずれかで申込み。※５歳まで（先着順）
●申込締切 ３月６日（金）
●申込・問合せ先
秘書広報課秘書広報係（本館２階）
☎72-2111

市立図書館
で貸し出して
います

子どもたちを乗せた電車が発車します。みんな楽しそうにしゅっぱーつ し
んこーう！
「カタン カタン カタン カタン」と進んだ先にはトンネルがあらわれま
す。真っ暗なトンネルを抜けると子どもたちが雪だるまになっています。しか
し、電車はそのまま進んでいきます。またトンネルです。トンネルを抜けると
子どもたちは、だるまになっています。
子どもたちはトンネルを抜けるたび、突拍子もないものに変身します。さあ、
子どもたちは元に戻れるのでしょうか。
次は何になるのだろうというワクワク感と音の繰り返しが楽しいお話です。
電車の走る音もそれぞれ違うので注目して読んでくださいね。

広報おごおり R２・２・１
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こんなことしたよ

のびのび教室

のびのび広場

のびのびキッズルーム

のびのびキッズルーム

▲

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。

のびのび教室

のびのび広場

第６回
『おやつ作り』
（コーントースト）

12月３日（火）
大原きぼうの森館和室
参加者の声

普段、子どもと一緒に作ることがなかっ
たので、とても楽しかったです
パン作りだけだと思っていたのに、遊ぶ
時間もあって楽しかったです。簡単に作
れて、子どももおいしそうに食べていた
ので、家でもやってみようと思いました

のびのびキッズルーム

『親子ふれあいあそび♪』

『お店屋さんごっこ』

12月５日（木）
あすてらす和室
講師：橋本里香さん・橘田里弥さん
（こぐま学園）
参加者の声

親子で楽しめました。紙ふぶき遊びと円に
なってみんなでグルグル回った遊びが楽し
かったようで、ニコニコしていました
初めて参加しましたが、親子でいっぱい体
を動かせて楽しかったです

おごおり歳時記 〜イベント情報〜
●問合せ先 （一社）小郡市観光協会☎72-4008

初午祭
２月９日

午前10時〜

２月９日
午前10時
〜午後３時

黒岩稲荷神社

神事のほか、参道から神殿前にかけ
100人前後の「ひょっとこ踊り」の連は見
ごたえがあります。また境内では、ぜん
ざいの振舞いやお守り・お札の販売など
が行われ、色とりどりの「初午おこし」は
お土産としても喜ばれています。
※午前10時〜神事、11時〜ひょっとこ
踊り

小郡ファーマーズマーケット
県道88号線沿いポケットパーク
小郡の新鮮な野菜が大集合。生産者の
顔が見える、旬の品々を楽しめるマーケ
ットです。温かい食べ物や飲み物のほか、
ここでしか味わえないメニューも登場。
※問合せ先 農業振興課農業振興係
☎72-2111
無料配布があります（先着200人）
豚汁…正午〜、牛乳…午後１時〜
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小郡市観光協会
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会場

12月13日（金）
文化会館小ホール
参加者の声

同じくらいの年齢の子どもも多
く、お店屋さんのやり取りもでき
て楽しそうでした
かわいい商品がたくさん並び、子
どもが大興奮していて嬉しかった
です。ごっこ遊びが大好きな時期
なので参加できて良かったです

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

インターネットでの
写真の公開や送付に注意

携帯電話やデジタルカメラの写真に記録された位置情報、映り込
んだ看板・建物などから撮影場所が特定されたり、書き込み内容と
合わせて勤務先や学校を特定されたりするおそれがあるため、SNS
やブログなどインターネット上に写真を投稿するときは注意が必要
です。また、安易に自分の下着姿や裸の写真を他人に送付すると、
写真をインターネット上に公開されたり、写真をネタに脅迫された
りするおそれがあります。インタ
ーネットでの写真のやり取りや公
開は慎重に行いましょう。

小郡警察署管内の犯罪・交通事故の発生状況
■H30

（令和元年12月末現在）

■R１

80

64

60

49

40
20
0

13

12

6

空き巣

18

車上ねらい

6
1
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
負傷者数

※（ ）は、昨年同月比を示す

毎月９日は
防火の日

こちら１１９

36

31

万引き

274件（−88件）
307件（−25件）
０人（−３人）
389人（−24人）

久留米広域消防本部
三井消防署
☎72-5101ファクス72-5948

あなたも命を繋ぐワンチームに〜救命講習のご案内〜

あなたの目の前で人が倒れたとき、救急
車が到着するまでの間に適切な手当てが行
われると、命が助かる場合もあります。救
命講習は、心肺蘇生法やAEDの使用方法な
どの実技を学ぶことができ、いざという時
に大切な人の命を救う第一歩となります。
救命講習を受講したことがない人や、受講
からしばらく経っている人など、受講をお
待ちしています。

●少人数や個人で受講を希望する場合
三井消防署で定期的に講習を開催しています。
広報おごおり・当本部のホームページをご覧
ください。
ホームページ
www.ﬁre-city.kurume.fukuoka.jp/

●団体や企業などで受講を希望する場合
希望日や参加人数などを電話でご相談ください。

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

詐欺的サイトはここを確認！
ネットショップの画面を見るときのチェックポイント
□サイトのアドレスが不自然（ブランド名や会社名をもじったものになっている）
□会社情報がない（会社名がない、会社概要が不明、「株式会社」などの法人格がない）
□所在地の記載がない（市区町村名や番地がないなど表示が不自然）
□電話番号の表示がない（連絡方法が問合せフォームやフリーメールだけである）
□日本語の字体・文章が不自然
□商品が極端に割引されている
□支払方法が銀行振込のみで、振込先の口座名義が個人名
〈アドバイス〉
●インターネット通販で「商品が届かない」
「偽物が届いた」といったトラブルに遭わないために、こうした特徴が１
つでもあれば、そのサイトの利用は注意しましょう
●インターネット上の当該サイトに関するトラブル情報を調べて、参考にしましょう
困ったことがあったら、小郡市消費生活相談室にご相談ください！

広報おごおり R２・２・１
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あなたの骨は大丈夫？
意外と知らない「骨粗しょう症」
骨粗しょう症は、骨の強度が低下し、骨折しやすくなる病気です。自覚症状はあ
りませんが、転んだり重いものをかかえたり、ちょっとしたはずみで骨折しやすく
なります。特に50歳以上の女性に多い病気で、60歳代では５人に１人、70歳代では
５人に２人が骨粗しょう症になっています。男性が発症した場合は、生活習慣病が
原因となっている場合が多く、症状が重くなりやすいとされています。
骨折しやすい部位は、背骨、手首の骨、太ももの付け根の骨など。背中や腰は骨
折後に変形したり縮んだりする場合もあります。また、骨粗しょう症による骨折か
ら、体力が落ちて介護が必要な状態になる人も少なくありません。

原因
加齢により、男女ともに骨密度は減少しますが、女性で特に多いのは、骨を新しくつくる細胞を活発
にする女性ホルモンの欠乏が原因として挙げられます。
食事面では、骨を形成するカルシウムやマグネシウムの不足、カルシウムの吸収に必要なビタミンＤ
などがバランスよく摂れていないことが挙げられます。また、適度な運動によって骨に一定以上の負荷
をかけないと骨形成におけるカルシウムの利用効率が悪くなるため、運動不足も骨粗しょう症の要因と
なります。

骨粗しょう症の予防
①カルシウムやビタミンDをしっかり摂りましょう
カルシウムとビタミンDを同時に摂ることで、カルシウ
ムの吸収が良くなります。
カルシウムを多く含む食品
牛乳、乳製品、小魚、干しエビ、小松菜、チンゲン菜、
大豆製品、海藻など
カルシウム推奨量（１日あたり）
男性800mg、女性650mg
※参考 牛乳200ml…220mg
小松菜70ｇ…119mg

②運動をしましょう。
おすすめはウオーキング
筋肉を鍛えることで、骨折につなが
る転倒を防ぐ効果が期待できます。さ
らに日光を浴びれば、ビタミンＤの合
成も促進されます。
その他、物につかまって行う片足立
ちや水中ウオーキング、スクワットな
どもおすすめです。体の状態に合わせ
て、無理なく続けることが大切です。

ビタミンDを多く含む食品
マグロ、サバ、アジなどの皮の青い魚、
干ししいたけ、きくらげなど
③タンパク質を摂りましょう
タンパク質を摂ると、筋肉がつき、
血管が強くなり、免疫機能が上がり
ます。１日のタンパク質の適量は、
たまご、大豆製品（豆腐、納豆など）、
肉、魚が両手に乗るぐらいです。

④転ばないように注意しましょう
つまずかないように、家の中の段差
をなくし、家電のコード類を整理しま
しょう。部屋は常に明るくし、夜間の
トイレは電気をつけて行きましょう。

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 午前９時〜11時／午後１時〜４時（あすてらす休館日を除く）
●問合せ先
21
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健康課健康推進係☎72-6666

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）

今月の新刊は、「気になるタイトル」の本です。

海外旅行なんて
二度と行くかボケ！
！
さくら剛／著

産業編集センター

泣いたあとは、
新しい靴をはこう。
日本ペンクラブ／編

バックパッカー
として世界を旅す
る著者が、「おもて
なし料理がまずか
った」など、一人旅
で遭遇した不運な
トラブルを語る抱
腹絶倒の旅行記。

岩崎元郎の地球を遠足
岩崎元郎／著

山と渓谷社

マッちゃん84歳
人生店じまいはムズカシイ

ポプラ社

沼野正子／著

岩波書店

84歳になった絵
本作家、イラスト
レーターの沼野正
子さんが、年を重
ねての日常を綴っ
たコミックエッセ
イ。年齢を重ねる
ことを達観した潔
さを感じます。

44人の作家や翻
訳家が若い人に贈
る、人生をより良
く生きるためのメ
ッセージ。カラダ
・ココロ・学校・
進学・就活・恋愛、
読むと元気が出る
１冊です。

ものは言いよう

ヨシタケシンスケ／著

中高年登山ブー
ムの火付け役であ
る登山家の著者が、
印象に残った30の
山を紀行文で紹介
します。ゆっくり
のんびり、ちょっ
とした冒険もある
山旅の魅力が満載。

おもてなしが疲れる

白泉社

本多理恵子／著

大人気の絵本作
家ヨシタケシンス
ケさんの魅力に迫
る１冊。幼少期の
エピソードや絵本
の作り方まで、
ファンならずとも
興味深い情報が
ぎっしり詰まって
います。

参加者募集

小郡市「読書のまちづくり」
うちどく

家読推進事業翻訳家・金原瑞人さん講演会
「バーティミアス」
「パー
シー・ジャクソンとオリ
ンポスの神々」
「 タイムラ
イダーズ」など、海外の人
気シリーズの翻訳を多数
手がける金原瑞人（かねは
らみずひと）さんをお招きして、海外文学の魅力をお話しい
ただきます。「小説は好きだけと、外国のモノは苦手」と感
じているあなた、ぜひご参加ください。
●日時
３月20日（金・祝）／午後３時〜５時
●会場
生涯学習センターギャラリー
●対象
高校生以上
●定員
60人（要申込・先着順）
●申込方法 カウンター、電話、Ｅメール（ogoridokusyo@
yahoo.co.jp）で氏名・お住まいの市町村名・
年代をお伝えください

平凡社

鎌倉の自宅でカ
フェを営む著者（実
は料理嫌い）が、気
楽にできて、主人
もお客さんも楽し
めるおもてなしの
方法を提案します。

参加者募集

野菜づくりはじめませんか。
第４弾「春夏野菜を作ろう！」
毎回好評の野菜づくり講座。
今回は春野菜、夏野菜の作
り方を伝授します。
●日時 ３月３日（火）
午前10時〜11時30分
●会場 文化会館小ホール
●対象 野菜づくりに興味がある人
●講師 佐藤圭さん（農山漁村文化協会）
●定員 50人（要申込・先着順）
※メモを取る人は筆記用具を持参してく
ださい
●申込方法 カウンター、電話

広報おごおり R２・２・１
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living information

申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

お知らせ

03 「歴史文化を活かした

募集

04 介護認定審査会委員
（保健師）募集

介護保険課介護保険係（本館１階）
☎72-2111〒838-0198 小郡市小郡255-1
申

★応募資格 令和２年４月１日時点で保健師
免許を持ち、介護支援専門員の仕事に従事
していない人
★募集人員 １人
★任用期間 １年（令和２年４月１日〜令和
３年３月31日）
★職務内容 介護認定審査会での審査判定
★勤務条件 月２回程度、午後７時〜９時の
審査会・研修会などへの出席
★報酬 出席回数に応じて支給
★申込方法 市販の履歴書と保健師免許証の
写しを持参・郵送
★申込締切 ２月14日（金）必着
★試験日 ２月25日（火）
※申込者に対し、後日詳細を通知します
★試験内容 面接

23
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市役所☎72-2111（代表）
73-4466

講座

01 消費者向けキャッシュ
レス使い方講座

まちづくり」
シンポジウム

文化財課文化財係☎75-7555
市は、３年間にわたって今後の市内の歴史
文化の保存・活用方針を定める「歴史文化基
本構想」の策定を進めてきました。今回、そ
の完成を記念し、シンポジウムを開催しま
す。
★日時 ２月24日（月・休）
午後１時30分〜４時30分
★会場 生涯学習センター七夕ホール
★内容
○基調講演「歴史・文化遺産と人づくり町
づくり」講師：西谷正さん（九州大学名誉
教授、小郡市文化財保護審議会会長）
○小郡市・福岡女学院大学「観光まちづく
り協定」の報告
○シンポジウム
★参加費 無料（申込不要）

くらしの情報

ホームページ

申

商工・企業立地課商工観光係
（南別館３階）☎72-2111 72-5050

令和元年10月の消費税増税に
合わせて始まった「キャッシュレ
ス・ポイント還元事業」。これま
でキャッシュレス決済になじみの
なかった人を対象に、キャッシュレスに関す
る基礎知識や決済方法、利用可能店舗の探し
方などを紹介します。
★日時・会場
２月17日（月）／午前11時〜正午
小郡交流センター学習室１（定員20人）
［申込締切］２月14日（金）
２月25日（火）／午後３時〜４時
ふれあい館三国学習室２（定員30人）
［申込締切］２月21日（金）
３月19日
（木）／午後３時〜４時
人権教育啓発センター大集会室（定員50人）
［申込締切］３月16日
（月）
★受講料 無料（要申込）
★申込方法
①氏名②年齢③電話番号④参加希望日を明
記し、窓口・電話・ファクスで申込み
★キャッシュレス・ポイント還元事業とは
対象店舗でクレジットカード・デビットカ
ード・電子マネー・QRコードなどを使っ
て代金を払うと、最大５％のポイント還元
が受けられる事業です（還元期限は６月ま
で）。

お知らせ

02 介護家族

「笑顔のつどい」

地域包括支援センター☎72-2111
介護を行う立場の仲間同士で話しませんか。
★日時 ２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
★参加費 無料（申込不要）

くらしの情報

講座

お知らせ

05 非課税者・子育て世帯

07 まちづくり講座
コミュニティ推進課コミュニティ推進係
（本館２階）
☎72-2111 73-4466
community-s@city.ogori.lg.jp

対象「プレミアム付商品
券」の利用期限について

申

心が動く広報講座
伝わる文章、目を引く構成でワンランク
アップしたチラシなどのつくり方を学びます。
★日時 ２月21日（金）
午後６時〜８時30分
★会場 ひまわり館東野 学習室２・３
★講師 池田祐介さん（特定非営利活動法人
九州コミュニティ研究所）
★定員 30人（先着順）
★申込締切 ２月19日（水）
ファシリテーション・グラフィック講座
ファシリテーション・グラフィックは、会
議などで出た意見を、リアルタイムで見える
化することで場を活性化させ、相互理解を深
める話合いを促進するものです。よりよい会
議に変えるスキルを身につけましょう。
★日時 ２月29日（土）
午前10時〜午後４時
★会場 大原きぼうの森館 学習室１・２
★講師 志賀壮史さん（特定非営利活動法人
グリーンシティ福岡理事）
★定員 20人（先着順）
※昼食は各自ご準備ください
★申込期間 ２月５日（水）〜25日（火）
★共通事項★
★受講料 無料（要申込）
★申込方法 窓口・電話・ファクス・Ｅメー
ルで、①講座名②氏名（ふりがな）③電話番
号④所属（あれば）⑤年代を明記し、申込み
※メールで申込後、３日過ぎても返信がない
場合は、必ず連絡をお願いします

経営戦略課政策推進係☎72-2111

住民税非課税者と子育て世帯を対象に販売
したプレミアム付商品券の利用期限は、２月
29日（土）です。利用期間を過ぎると利用で
きませんのでご注意ください。
※商品券の販売は１月31日に終了しました
※商品券は、第三者へ転売・譲渡はできませ
ん

国際理解講座

06 世界の

家庭料理教室・講演会

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

外国文化への理解を深め、楽しく交流しま
しょう。今回は民族の伝統が重なり合って文
化が発展してきた「ミャンマー」です。
※国が変更になる場合があります
★期日 ３月８日（日）
料理教室
★時間 午前10時〜午後１時
★会場 あすてらす調理実習室
★定員 30人（先着順）
★参加費 大人800円
小学生以下400円
★持参物 エプロン
★申込方法 電話・ファクス・はがき・Ｅメ
ールで、①氏名②住所③電話番号を明記し、
申込み
★申込締切 ２月28日（金）／午後５時
講演会
★時間 午後１時30分〜３時
★会場 あすてらす会議室１
★参加費 無料（申込不要）
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お知らせ
生ごみ処理機の購入費を
補助します
市は︑家庭用生ごみ処理機
の購入費の補助を行っていま
す︒補助を希望する人は︑購
入前に窓口・電話で予約が必
コンポスト容器︑ＥＭ

要です︒
対象
ボカシ容器︑電気式生ごみ
一度補助を受けると当

処理機など
注意
該容器で以後４年度は申請
生活環境課リサイクル推

できません
申

進係︵南別館１階︶
☎７２・２１１１

な手数料を免除します︒
許可が必要な動物の数
牛１頭︑馬１頭︑豚１頭︑

羽

頭︑鶏１００羽︑

めん羊４頭︑やぎ４頭︑
犬
あひる
許可が必要な地域

日から︑職業相談・

ハローワーク久留米
開庁時間変更のお知らせ
２月
職業紹介サービスの提供時間

日時

会場

２月
午前

日︵土︶

時〜午後４時

︵売 切 れ 次 第 終 了 ︶

イオン小郡ショッピン

グセンターおりひめ広場

対象

４歳〜中学生

小郡スイミングス

前日までに要申込み
※
開催時間など︑詳しくはお
※
問い合わせください

会場 申

クール各校

☎７ ２・ ０１７ ８︵小郡校︶

パン︑焼き菓子︑

野菜︑みそ︑木工製品︑雑

☎７ ５・ ２１２ ２︵三国校︶

販売内容

貨︑手編み座布団など

を次のとおり変更します︒
分

福祉課障がい者福祉係

うつ病﹁家族広場﹂

九州歴史資料館企画展
﹁太宰府天満宮の
境内絵図﹂関連イベント

あすてらす２階

午後１時

記念講演会

したイベントを開催します︒

２月

現在開催中の企画展に関連

日時
会場

﹁さ いふ まいり の名 所の今 昔﹂

分〜３時

日︵土︶

研修室１

２月

日時

午後１時

宮崎亮一さん

︵太 宰 府 市 文 化 財 課 ︶

無料︵申込 不要︶

２月

分

日︵金︶／ 午 後 ４

分〜５時

☎７５・９５７５

会場

要観 覧料︵申込 不要 ︶
※
九州歴史資料館

時

日時

ギャラリートーク展示解説

参加費

講師

うつ病・抑うつ状態と
茶話会など

☎７２・２１１１

申込不要
※
福祉課障がい者福祉係

内容

診断された人の家族など

対象

分〜３時

日︵水 ︶

☎７２・２１１１

分〜

開 庁 時 間 ︵月 ・ 火 ・ 木 曜︶午
分〜午後５時

︵水 ・ 金 曜︶午 前 ８ 時

前８時

生活環境課環境係

市街化区域に該当する地域
申

午後６時

小郡・まごころマルシェ

☎３５・８６０９

祝日・年末年始を除く
※
久留米公共職業安定所

︵南 別 館 １ 階 ︶
☎７２・２１１１

農業経営者の皆さんへ
青色申告を始めましょう
青色申告は︑自分の経営を
客観的に把握できる重要なツ
ールです︒青色申告を行う農
業者は︑収入保険に加入でき
ます︒
収入保険は︑全ての農産物
※
を対象に︑自然災害や価格
低下などによる収入減少が

15

28

動物の
飼育・収容について
です

30

30

生じた場合に補償する保険

動物を飼育・収容する場合に

︻青色申告︼久留米税務署

水の事故防止啓発運動
着衣泳体験会

30

市は︑市内で一定数以上の
許可が必要な地域を定めてい

障がいのある皆さんの自立
と社会参加を応援するため︑

方法を学びます︒

☎３２・４４６１
︻収 入 保 険 制 度︼福 岡 県 農 業

障がいのある皆さんが心を込

24

ます︒２月１日から︑この地
域を見直しました︒見直しに

共済組合筑後川流域支所

日

溺れたときに自ら命を守る

伴い︑新たに許可の届け出が

期間

日︵金︶

日︵ 土 ︶・

め て つ く る﹁ま ご こ ろ 製 品﹂を

︵月・休︶〜

２月

☎０９４６・２２・３６４５

日

販売します︒
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28

必要になった人は︑３月

︵火︶ま で の 期 間 に 限 り ︑ 必 要

31

くらしの情報

児童劇団つばさ
創作ミュージカル﹁楽園﹂
〜ワンダフルアース〜

日︵日 ・ 祝︶／ 午
分︶

健康ヨガ教室︵松島︶
絵 画 三 部︵絵 手 紙 ︶

★文化協会２月の常設展示
内容
生涯学習センター
文化会館

エントランス

会場

申

☎７２・３７３７

子ども会育成会︵保護者︶
研修会
子 ど も が 主 役 の﹁子 ど も 会﹂
で︑保護者や地域の大人に期

分︵ 受

入場料

無料︵申込不要︶

子ども育成課医療・手当係
☎７２・２１１１

人

日〜３月
土曜午後

２月

日の

ひとり親対象就業支援講
習会﹁調剤薬局事務﹂
日時
定員

申 込 者 多 数の場 合は書 類 選
※
考

３︐０００円

２ 月 ９日︵日︶

無料

受講料

時

２月

日︵ 水 ︶・

日

分〜８時

各 回 ４人︵先 着 順︶

ひとり親サポートセ

☎０９２・５８４・３９３１

春日市原町︶

ンタ ー︵クロー バ ープラ ザ ︑

会場 申

定員

１時〜３時

分 ︑ ３ 月 ４ 日︵水︶／ 午 後

︵水︶／ 午 後 ６ 時

日時

託児あり
※
ひとり親対象無料弁護士相談

申込締切

待される役割について学びま

分〜

日︵日 ・ 祝︶／ 午

テキスト代
２月

す︒
日時

前９時

分 〜︶

子ども会育成会役員︑

七夕ホール

生涯学習センター

付９時
会場
対象

子ども会保護者︑子ども会
活動に興味関心のある人

石橋篤さん︑牛嶋弘
社会教育主

募

集

水質検査計画︵案︶への
意見を募集

市へ水道用水を供給してい

る県南広域水道企業団と三井

水道企業団では︑水質検査計

画︵案︶を 公 表 し ︑ 皆 さ ん の 意

見を反映させた計画の策定を

進 め て い ま す ︒ 計 画︵案︶は ︑

市 生 活 環 境 課︵南 別 館 １ 階︶︑

両企業団窓口︑ホームページ

で閲覧できます︒

作 成 し た 計 画︵最 終 版︶は ︑
※
両企業団の窓口とホームペ

日︵金︶

ージで公開します

２月

県南広域水道企業団

提出締切

提出

☎２７・１５６３

県営住宅入居者募集

日︵木︶〜３月 ６日︵金︶

案内書配布・申込期間

２月

申込手数料は不要
※
案内書配布場所 市都市計画

県住宅供給公社県営住宅

課︑県県営住宅課ほか

申

管理部

☎０９２・７８１・８０２９

26
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申

☎０９０・９０７０・１２４１

日︵日︶

時〜午後４時

エルガーラホール

︵入 退 場 自 由 ︶

午前

２月

大学通信教育
合同入学説明会
日時

会場
無料︵申込不要︶

︵福 岡 市 中 央 区 天 神 ︶
入場料
︵公 社︶私 立 大 学 通 信 教 育 協
会
☎０３・３８１８・３８７０

教室・講座

代から始める社交

初心者体験講座
社交ダンス体験
代︑

内容

歳未

ダンスです︒初心者︑

○ 講 話 ・ 演 習﹁ 親 子 で み ん な

事︶

社会教育室

樹 さ ん︵ 北 筑 後 教 育 事 務 所

講師

で つ く ろ う 子 ど も 会﹂

満の人も大歓迎です︒軽い運

日︵土︶

動ができる服装でご参加くだ
２月

20

友達︑仲間︑家族をテーマ

２月

にした心温まる作品です︒

日時

無料

文化会館大ホール

後２時〜︵開場１時
会場
入場料

分〜正午

日︵日︶

時

さい︒
期日

分

28

28

26

30

○子ども会活動に関する制度︑
事業紹介など

30

11

29

12

児童劇団つばさ事務局
☎０９０・５９２５・２４０６

第 回チャリティヨガ
性別・年代問わず︑誰でも
２月

気軽に楽しめます︒
日時
午前
あすてらす１階
多目的ホール

午後１時〜２時

日︵土︶
時間

３月

災害義援金と
参加費 無料 ※
して︑５００円程度

無料︵要申込︶

文化会館小ホール
参加費

30

23

10 30

11 16

会場

持参物

︵バスタオル可︶︑飲み物

27

60

30

30

タオル︑ヨガマット

会場

30

70

14 29

23

10 16

60

54

３月

日︵日︶／ 午 前

﹃婚活﹄
久留米水引細工体験＆
パーティー参加者募集
日時
分

歳の独身者

水引飾りづくり体験︑

〜

︵久 留 米 市 北 野 町 中 ︶

北野生涯学習センター

時〜午後４時
会場
対象
内容

人︵抽選︶

申込書をファクス

男女各

３︐０００円

カップリングパーティー
参加料
定員
申込方法

相

談

解雇・雇止め集中相談会
電話・面談で無料相談を実

広域情報

︻久留米市︼
第 回城島酒蔵びらき
日時

午前９時

〜

日︵日︶

日︵土︶

︻基山町︼きやまジュニア
ダンスフェスティバル

時間

分

〜午後４時

枚つづり︑

城島の酒飲み比べチケ

三潴総合支所前

２月

高校生以下のキッズダンサ

町民の森︑各開放酒蔵︑

施します︒相談内容によって

会場

料︶

ーたちの熱いダンスバトルを

日

は︑弁護士と連携して対応し
日︵ 水 ︶〜

料金

ッ ト ７ ０ ０ 円︵

３ 月 ８ 日︵日︶

お 楽 し み く だ さ い ︒︵ 観 覧 無

２月
日時

午後１時〜５時

おちょこ付き︶

礼

〜小郡市社会福祉協議会〜

お

☎６４・３６４９

久留米南部振興会

基山町民会館大ホール

☎９２・７９３５

基山町まちづくり課

会場

分

ます︒︵申込不要︶
日時
︵木︶／ 午 前 ９ 時 〜 午 後 ８ 時
分まで︶

県筑後労働者支援事務

︵受付７時
会場

所︵久留米総合庁舎１階︶
☎３０・１０３４

︻鳥栖市︼第６回
スポ GOMI in
鳥栖
制限時間内に拾ったごみの

● 香 典返し︵敬称略 ︶

重松 満 江︵亡母 キ クヱ︶

24,837世帯（＋７世帯）

世帯数

・郵送・Ｅメールで申込み

日︵木︶

質と量でポイントを競います︒

時〜午後４時

午前

大保

永冨 年 光︵亡長 男 光︶

日︵土︶

東野

分〜

午前９時

小郡市商工会女性部

みくに野団地趣味の会

会

小郡市民生委員児童委員協議

● 一 般寄附︵敬称略 ︶
組︵ 先 着 順 ︑ １ 組 ２
鳥栖プレミアム・

匿名

31,298人（＋３人）

30 16

● 物 品寄附︵敬称略 ︶

女

15

久留米法人会女性部会
車いす２台

28,396人（−12人）

納付には便利な
口座振替を
ご利用ください

男

26

鳥栖プレミアム・アウ

２月

日時

定員

トレット周辺

会場

あすてらす会議室２

２月

相続・遺言・贈与など
行政書士無料相談会
日時
会場

要申込
※
福岡県行政書士会小郡・
申

朝倉部
☎６４・９７５７

〜５人︶

申込方法

アウトレットのホームペー
ジで申込み
３５６１

口

59,694人（−９人）

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
下水道使用料

令和２年１月１日現在 （ ）は前月比

人

申込書は市役所本館１階情
※
報ラック︑組合ホームペー
ジから取得できます

久留米広域市町村圏事務

当選者のみに通知します
※
申込締切 ３月３日︵火︶必着
申

組合
☎４６・５５１０
０００３

４６・５５６７
〒８３８
久留米市東櫛原町９９９
１

30

２月の納期

ひとのうごき

小郡市役所

〒838-0198 小郡市小郡255-1
☎72-2111 73-4466
HP https://www.city.ogori.fukuoka.jp/
⃞
■編集
秘書広報課秘書広報係
kohotoukei@city.ogori.lg.jp
■発行日 令和２年２月３日
（次号：令和２年２月17日）
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kjimkyok@kouiki.kurume.fukuoka.jp
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鳥栖市環境対策課
☎８５
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