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広報

６月１日号

不要不急の外出を
控えよう
マスクをしよう

密集せずに
間隔をあけよう

が んばろう小郡！

買い物・運動は
最少人数で

換気をしよう
手洗い・うがいをしよう

福岡県の緊急事態宣言が解除されました。しかし、
感染は再拡大する恐れがあります。引き続き、「３密
（密閉・密集・密接）を回避する」
「人との接触を８割減
らす」など、これまで同様に感染拡大防止に努めてい
ただくようお願いします。

今号の主な目次
新型コロナウイルス感染症対策の支援窓口…2p
梅雨の時期に備えて…4p、市からのお知らせ…6p
警察・消防・消費生活…13p、くらしの情報…16p
本紙は５月21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。

新型コロナウイルス感染症対策の主な支援窓口

〈５月19日時点〉支援策は日々更新されています。最新情報は各相談窓口、ホームページなどでご確認ください。

個人・世帯向け

給付

すべての人へ

特別定額
給付金

子育て世帯へ

子育て世帯へ
の臨時特別給
付金

国民健康保険・
後期高齢者医療
の加入者で、
感染などにより
収入が減った

貸付

生活資金に
不安がある

傷病手当金の
支給

基準日（令和２年４月27日）に住民基本
台帳へ記録されている人に対し、
１人当たり10万円を給付

経営戦略課政策推進係
☎72-2111

児童手当（本則給付）を受給する世帯に
対し、対象児童１人当たり１万円を支
給
※対象世帯には、５月中旬に案内を送
付しています

子ども育成課
医療・手当係
☎72-2111

給与の支払いを受けている人で、感染
などにより、仕事を休み、収入が減っ
た人は、傷病手当金を受け取れる場合
があります。

国保年金課
国保係、医療年金係
☎72-2111
★詳しくは、６ページ
をご覧ください

緊急小口資金 貸付上限 10万円以内
無利子
（学校休業等の特例20万円以内）
無保証
据置１年以内、償還２年以内

小郡市社会福祉協議会
☎73-1120

猶予・減免

総合支援資金
無利子
無保証

貸付上限

２人以上月20万円以内
単身
月15万円以内
据置１年以内、償還２年以内

納税が難しい

市税・国民健
康保険税の納
税猶予

担保の提供や延滞金の支払いをせずに、
収納課収納係
１年間の納税の猶予を受けることがで
☎72-2111
きる場合があります。

国民健康保険税
・後期高齢者医
療保険料が払え
ない

国民健康保険
税の減免、納
付の猶予

一定程度収入が下がった場合、国民健
康保険税や後期高齢者医療保険料の減
免や納税の猶予ができることがありま
す。

国民年金保険料
が払えない

国民年金保険
料の免除・納
付の猶予

収入減少により国民年金保険料を納付
することが困難な場合、免除や納付の
猶予ができることがあります。

住まい

水道料金、下水
道使用料・受益
者負担金の支払
いが困難

支払いに
関する相談

水道料金、下水道使用料・受益者負担
金の支払いに関する相談

家賃が払えない

住居確保
給付金

離職や休業などによる収入減少で住居
を失う恐れのある人に対し、家賃相当
額（上限あり）を支給

国保年金課
国保係、医療年金係
☎72-2111

下水道使用料・受益者
負担金に関すること
下水道課管理係
☎72-2111
水道料金に関すること
三井水道企業団
☎72-5106
小郡市社会福祉協議会
☎73-1120
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事業者向け
国の持続化給付
金または福岡県
持続化緊急支援
金を受給した

（小郡市独自）
新型コロナウ
イルス感染症 一律10 万円（１回限り）
対策事業者応
援金

給付

持続化給付金
売上げが前年比
50%以上減少し
た

混み合うことがあります。LINEで質問でき
ますので、併せてご活用ください
LINEアカウント LINEのID：＠kyufukin̲line

持続化給付金事業
コールセンター
☎0120-115-570

補助・助成

売上げが前年比
30%以上50%未
満減少した

福岡県持続化
緊急支援金

給付額（上限）50万円（法人）
25万円（個人事業）

福岡県持続化緊急
支援金相談ダイヤル
☎0570-094-894

賃金が払えない

雇用調整
助成金

一時休業などにより労働者の雇用維持
を図った場合、休業手当などの一部助
成が受けられます。

厚生労働省
コールセンター
☎0120-60-3999

デリバリー・
テイクアウト、
テレワークに
取り組みたい

中小企業の
経営革新等
支援

①デリバリー・テイクアウトの取組支
援（補助率４分の３、上限50万円）
②テレワーク導入支援

福岡県
①新事業支援課
☎092-643-3449
②中小企業振興課
☎092-643-3425

従業員が小学校
などの休校で休
業した

小学校休業等
対応助成金・
支援金

１日当たり8,330円を上限に賃金相当額
を助成します。フリーランスの人の場
合は、１日当たり4,100円（定額）を助成
します。

学校等休業助成金・
支援金等相談
コールセンター
☎0120-60-3999

貸付

【福岡県融資
制度】
緊急経済対策
資金繰りのため 資金
融資を受けたい
セーフティ
ネット保証
４号・５号

猶予
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給付額（上限）200万円（法人）
100万円（個人事業）

商工・企業立地課
商工観光係
☎72-2111
★詳しくは、６ページ
をご覧ください

融資利率1.3%・保証料ゼロ
融資限度額１億円
融資期間10 年以内
据置期間２年以内
別枠（最大2.8億円）で借入債務を保証
（４号）100%保証
（前年比20%以上売上げ減少）
（５号）80%保証
（前年比５％以上売上げ減少)

福岡県フリーダイヤル
経営相談窓口
☎0120-567-179

国税
納税が難しい

納税の猶予

広報おごおり R２・６・１

担保の提供や延滞金の支払いをせず
に、１年間の納税の猶予を受けること
ができる場合があります。

県税
市税

久留米税務署
☎32-4461
久留米県税事務所
☎30-1012
収納課収納係
☎72-2111

梅雨の時期に備えて

〜事前の対策で、水害から命を守る〜
防災安全課防災係☎72-2111

近年、全国各地で甚大な被害をもたらす大規模な
豪雨が多発しています。令和元年の台風19号では、
各地で観測史上最大となる降水量を記録し、多くの
尊い命が失われました。小郡市では人的被害はな
かったものの、３年連続で大雨特別警報の発表、２
年連続で住居への浸水や道路冠水などが起こりまし
た。
大雨が予想されるとき、気象状況を知ることで、
安全なタイミングで避難することができます。出水
期を迎える前に、気象状況の集め方や避難所までの
避難経路などの防災対策を確認し、被害を最小限に
しましょう。

家庭でできる防災対策
●情報の集め方を確認する
テレビやラジオ、アプリなどを通じて情報
を得ることができます。どこから情報を集め
ることができるか事前に確認しましょう。
参考
・気象庁ホームページ
・ヤフー防災速報
（アプリ）など
・次ページの「災害情報の
集め方」もご確認ください

●非常持出袋を準備しておく
すぐに持ち出せるように、必要最小限の物
を袋（リュックサックなど両手が空くもの）に
まとめておき、玄関などの目につきやすく、
持ち出しやすいところに置いておきましょう。
参考
水、非常食、生活用品、
衣料品、衣類など

●避難所、避難経路を確認する
市内の避難所を事前に確認
し、避難所までの道のりに危
険な場所（道路冠水で通行で
きないところなど）がないか
事前に把握しておきましょう。
参考
・洪水ハザードマップ（市役所、各校区コミュニ
ティセンター、市ホームページ（ホーム▶くらし
▶防災▶洪水ハザードマップ）で取得可）
・大雨時の道路冠水警戒・注意マップ（市ホーム
ページ（ホーム▶くらし▶防災▶大雨時の道路冠
水警戒・注意マップ）に掲載）

●家族で防災会議を開く
災害が発生したとき、家族が近くにいるとは限り
ません。携帯電話などが使用できない状況を想定し
て、連絡がとれない場合に行く避難所などを、家族
で事前に決めておきましょう。
また、連絡がとれない場合の災害時伝言ダイヤル
（171）や災害用伝言板の活用
方法も事前に確認しましょう。

広報おごおり R２・６・１
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災害情報の集め方

災害時は、あらゆる手段で最新の情報を集めることが重要です。市は防災行政無線、ホームページ、フェイ
スブック、広報車による巡回などで情報を発信していますが、次の手段でも情報を集めることができます。

●緊急速報メール（エリアメール）

市内にある携帯電話（ドコモ・au・ソフトバンクなどの携帯電話）へ緊急速報（エリア）メールを一斉送信
します。登録は不要です。

●防災メールまもるくん

県内の地震、台風、大雨などの注意報・警
報情報をメールで受信できます。また、震度
５弱以上の地震が県内で発生
した場合、簡単な操作で、事
前に登録したメールアドレス
に自分の安否を知らせるメー
ルを一斉に送信できます。

●Yahoo！JAPAN防災アプリ

ヤフー株式会社との協定により、
ヤフー防災アプリを通じて、緊急
情報を配信します。

Android版

●防災行政無線の放送内容を電話とホームページで確認できます
聞き逃したとき、聞こえにくいときにご利用ください。

電話
☎050-5212-5256
自動音声で、防災行政無線の放送内容を
確認できます。
※24時間以内に配信した最新の情報のみ

ホームページ
http://ogori-city.site.ktaiwork.jp
専用のホームページで、防災行政無線の
放送内容を文字で確認できます。

●川の防災情報

市の避難勧告などの情報は、気象状況や河川の水位などをもとに発令しています。事
前に水位を確認し、早めの行動につなげましょう。

“水のう”で汚水の逆流対策

豪雨時は下水が逆流し、トイレや浴室、洗濯機の排
水口などから水が噴き出る場合があります。「ゴポゴ
ポ」と異音が聞こえてきたら、危険信号。
家庭でできる簡易的な対策として、水のうの設置が
有効です。また、豪雨時は洗濯や風呂の大量排水に
よって、逆流してしまうことがあります。排水は、雨
が収まってから行うようご協力をお願いします。
【水のうの作り方】
大きめ（45リットル程
度）のビニール袋を二重
に 重 ね 、 半 分 程 度（ 2 0
リットル程度）の水を入
れます。中の空気を抜
きながら、口をしっか
りと縛ったら水のうの
完成です。
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下水道課工務係☎72-2111

iOS版

小郡市からのお知らせ

1

新型コロナウイルス感染症により
売上げに影響を受けた事業者に応援金を支給します
申

商工・企業立地課商工観光係☎72-2111

72-5050

市独自
支援

shoko@city.ogori.lg.jp

新型コロナウイルス感染症により売上げに影響を受けた事業者に対し、小郡市独自の応援金10万円を支給し
ます。
対象 市内に主たる事業所が
あり、国の持続化給付金ま
たは福岡県持続化緊急支援
金を受給した事業者
支給額 10万円（１回限り）
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
※市から支給決定通知書など
は送付しません

給付金を装った詐欺に
申請方法 必要書類を郵送
ご注意ください
【必要書類】
・申請書
・国・県からの給付通知書のコピー（給付金などが振り込まれた通帳の
口座名義、振込金額が確認できる箇所のコピーも可）
※申請書は、市役所本館１階案内・小郡市商工会・市ホームページ
（ホーム▶イベント・観光・産業▶商工業▶小郡市新型コロナウイル
ス感染症対策事業者応援金）で取得できます
【郵送先】
〒838-0198 小郡市小郡255-1 小郡市役所事業者応援金担当
申請締切 令和３年２月26日（金）必着

小郡市商工会と共催で、事業者対象の給付金に関する相談窓口を開設します
国の持続化給付金や福岡県持続化緊急支援金の申請方法などについて、中小企業診断士が相談に応じま
す。
日時 ６月１日（月）・２日（火）・４日（木）・５日（金）・８日（月）〜11日（木）
午前９時30分〜11時30分、午後１時30分〜３時30分
会場 小郡市商工会館２階（小郡市祇園一丁目6-2）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に電話予約（☎72-4121）が必要です

2

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険・後期高齢
者医療「傷病手当金」の支給について
申

国保年金課国保係、医療年金係☎72-2111

国民健康保険または後期高齢者医療加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより会
社を休んだ人（給与の支払いを受けられなかった人）に対し、傷病手当金を支給します。
対象 国民健康保険または後期高齢者医療の
被保険者で、次の全ての要件を満たす人
・新型コロナウイルスの感染の疑いがある人
または感染が判明した人で、勤務できな
かった（会社を休んだ）人
・会社に雇われている人で、給与の全部また
は一部の支払いを受けられなかった人
支給額 （直近の継続した３か月間の給与収入
の合計額÷就労日数）×３分の２×支給対象
となる日数
※上限あり
適用期間 令和２年１月１日から

申請方法 対象者によって必要書類が違います。電話、
または市ホームページでご確認ください
【国民健康保険加入者】
ホーム▶健康・福祉▶国民健康保険▶国保の給付
【後期高齢者医療加入者】
ホーム▶健康・福祉▶年金・医療保険▶後期高齢者
医療制度
注意事項
・傷病手当金は、雇われている人が対象です。事業主に
対する休業補償ではありません
・給与の一部を受け取った人は、その金額に応じて手当
金が支給されない場合があります
・申請の際に国民健康保険または後期高齢者医療に加入
していなくても、過去加入していた期間に対象の要件
を満たしている場合は、支給対象となります

広報おごおり R２・６・１
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申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

風しんの抗体検査・予防接種が無料で受けられます
健康課健康推進係☎72-6666

3

風しんは、感染者の飛まつなどによって他の人にうつる、感染力が強い感染症です。妊娠早期の妊婦が感染
すると、出生児が先天性風しん症候群（目や耳、心臓に障がいが出ること）になる可能性があります。
昭和37年４月２日から昭和54年４月１日の間に生まれた男性は、市が送付するクーポン券により、風しん抗
体検査・予防接種を無料で受けることができます。風しんから、あなた自身と周りの人を守るために風しんに
対する抵抗力を確認・獲得しましょう。
対象

昭和37年４月２日〜昭和54年４月１日に生まれた男性

クーポン券送付時期
昭和47年４月２日
〜昭和54年４月１日に生まれた男性

令和元年５月にクーポン券を送付しています。
クーポン券は、令和３年３月31日まで利用できます。

昭和41年４月２日
〜昭和47年４月１日に生まれた男性

令和２年４月にクーポン券を送付しています。

昭和37年４月２日
〜昭和41年４月１日に生まれた男性

令和３年度にクーポン券を送付予定です。

※希望する場合は、送付時期以外でもクーポン券を送付・再送付しますので、ご連絡ください
総合健診の延期について
風しん抗体検査は、あすてらすで実施する総合健診会場でも受診できますが、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、６月〜８月に予定していた総合健診を延期します。詳しくは、５月下旬に送付している「小郡市
健康診査のご案内」または市ホームページ（ホーム▶健康・福祉▶健康・医療▶がん検診、特定健康診査、保健
指導）をご覧ください。

住民主体の「通いの場」を運営する団体を補助します
4

申

長寿支援課高齢者支援係（本館１階）☎72-2111〒838-0198

小郡市小郡255-1

人生100年時代を見据え、健康寿命を延ばすためには、高齢者の介護予防・健康づくりを推進することが大
切です。市は、高齢者が安心して気軽に集い、さまざまな活動を通じて日常的に地域の人と交流できる「通い
の場」を実施・運営する団体に対し、補助を行います。
補助対象
次の全ての要件を満たす団体
・65歳以上の高齢者を中心とした活動であること
・１回あたり３時間以上、実施すること
・毎回、介護予防メニュー（運動、体操、脳トレなど）を
実施すること
・他の補助金などの助成を受けていないこと
応募方法 申請書を窓口または郵送で提出
※申請書は、窓口または郵送で取得できます
応募締切 ６月30日（火）／午後５時

補助対象

実施回数

上限額

年12回以下

２万円（４万円）

年25〜36回

６万円（12万円）

年13〜24回
年37回以上

４万円（８万円）

７万円（15万円）

※（ ）内は、１回当たりの参加人数が20人以上
の場合の上限額

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「密閉」
「密集」
「密接」
を避けて、活動してください

7
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小郡市からのお知らせ

木造住宅耐震改修工事費を補助します
5

申

都市計画課建築指導係（西別館２階）☎72-2111

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。
対象者 次の全ての要件に該当する人
・市町村税の滞納がない人
・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
補助額 60万円を上限に、次のいずれか低い金額
・対象工事費の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
※予算の範囲内で補助を行うため、申請前にご相談く
ださい

高齢者用「肺炎球菌」の予防接種を受けましょう
健康課健康推進係☎72-6666

6

対象 今までに高齢者用肺炎球菌ワクチンを接種したことがない
人で、次の①または②に該当する人
①令和２年４月２日〜令和３年４月１日に、満65歳・70歳・75
歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳の誕生日を迎える人
②60歳以上65歳未満で、心臓や腎臓、呼吸器の病気の人、ヒト
免疫不全ウイルス（HIV）による病気がある人（厚生労働省の基準
を満たす身体障害者手帳の内部疾患１級程度の人）

接種期間 令和３年３月31日（水）まで
料金 3,000円
※市民税非課税世帯・生活保護者受給
者は、接種時に確認書類を持参する
と、費用が免除されます
※対象①に該当する人には、４月に案
内を送付しています

生ごみ処理機の購入費を補助します
7

申

生活環境課リサイクル推進係（南別館１階）☎72-2111

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。
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２千円を上限）
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１千円を上限）
電気式生ごみ処理機
補助台数１世帯１台まで
補助金額購入金額の半額（１台２万４千円を上限）

手続の流れ
①市生活環境課へ窓口または電話で予約
②予約後１か月以内に購入し、販売店で購入領収書を
もらう
③領収書、保証書（電気式のみ）、印鑑、口座番号の控
え、住所が分かるものを市生活環境課へ持参
④交付決定通知後、補助金を指定の口座へ振込み
注意
・令和２年４月以降に購入したものに限ります
・購入の店舗、機種（メーカー）の指定はありません
・一度補助を受けると、当該容器などで以後４年度は
申請できません

広報おごおり R２・６・１
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問合せ先

総務広報課男女共同参画推進室 ☎722111

ランドセルって、どんな色？
今では、カラフルなランドセルをよく見かけますが、以前は、男子が黒、
女子が赤の２色しかありませんでした。そのため、「黒は男子の色」
「赤は
女子の色」と、色によって性別を決めつけてしまうことにつながっていま
した。
「男子はこうあるべき」
「女子はこうあるべき」という考え方は、人が社会
生活を営む中で、生まれたものだと言われています。そのため、依然とし
て「男のくせに」
「女らしい」などの言い方が残ってしまっています。
社会は、いろいろな個性が集まって構成されています。ランドセルの色
が多彩になるということは、誰もが性別による固定観念にとらわれず、自
分らしく、快適な学校生活を送れることにつながるのです。ランドセルの
色を選べる時代が来たことは、誰もが生きやすい社会をつくるために一歩
進んだものといえます。
一人ひとりの子どもたちが、自分色のランドセルを背負い、自分色の未
来をつくってほしいと思います。

2020年度男女共同参画週間キャッチフレーズ決定！
「そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。」 「ワクワク・ライフ・バランス」

毎年６月23日から29日までの一週間は「男女共同参画週間」です。令和２年度の「男女共同参画週間
キャッチフレーズ」は「そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。」と「ワクワク・ライフ・バラン
ス」に決まりました。
「自分らしい人生を実現するために、時間をどう使っていくのか。家族や地域、社会はそれをどう後押
ししていくのか。社会全体で考えていくきっかけとなるキャッチフレーズ」として選ばれました。
ぜひ、この機会に、生活の中の仕事と家庭のバランス（ワーク・ライフ・バランス）について考えてみ
てください。きっと「いい時間の使い方」に気づいて、「ワクワク」した毎日になると思います。

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。

9
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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.427

あなたの相談パートナー
人権擁護委員を紹介します

●問合せ先

人権・同和対策課☎72-2111

人権擁護委員ってどんな人？

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

どんな活動をしているの？
相談

月１回、人権教育啓発センターで「特設人権相談」を
開催し、人権に関する相談に応じています。
※相談日時は、広報おごおりお知らせ版の「各種相談」をご
覧ください。なお、６月の人権相談は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、中止となりました
救済

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

啓発 「人権の花運動」や「人権教室」、「人権作文コンテス
ト」などを通して、人権の大切さを多くの人に知っ
てもらい、考えるきっかけとするため、活動してい
ます。

▲小学校での人権教室のようす

小郡市の人権擁護委員

市では、各小学校区に１人、合計８人の
委員が活動しています。（敬称略）
名

小学校区

前

東野校区

山下

味坂校区

永利眞由美

有川

大原校区

永水

三国校区
立石校区

のぞみが丘校区
小郡校区
御原校区

杉

健志
政次
京子
哲哉

川野裕佳子
林田
中村

一徳
隆一

電話でも人権相談ができます

電話でも相談を受け付けています。最寄りの法務局職員または人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料
で、秘密は守られます。
●みんなの人権110番☎0570-003-110
（平日午前８時30分〜午後５時15分）

●女性の人権ホットライン☎0570-070-810
（平日午前８時30分〜午後５時15分）

●子どもの人権110番☎0120-007-110
（平日午前８時30分〜午後５時15分）

●外国語人権相談ダイヤル☎0570-090-911
（平日午前９時〜午後５時）

「差別をなくして新型コロナウイルス感染症のまん延を乗り越えよう」
福岡県人権擁護委員連合会

福岡県人権擁護委員連合会から、県民の皆さんへのアピール「差別をなくして新型コロナウイルス感染症の
感染まん延を乗り越えよう」が宣言されました。（以下、要旨）
感染拡大防止のため、さまざまな取組が行われていますが、精神的なストレスなどが蓄積される中、残念な
がら差別事例も現れています。ネットには、行動規範から外れた人への過剰な批判があふれています。
しかし、このような時期だからこそ、寛容さが必要ではないのでしょうか。一人一人は弱い人間でも、みん
なで助け合い、支え合えばこの危機を乗り越えることができるのではないでしょうか。みんなで助け合って、
支え合って、希望を忘れずに乗り越えていきましょう。

広報おごおり R２・６・１
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６月

らん

北島 蘭ちゃん
H28.６.24

４歳おめでとう★これか
らも元気一杯大きくなっ
てね！だいすきだよ(^^)

横田

せりな

芹菜ちゃん

R１.６.27

初めてのお誕生日おめで
とう！いつも笑顔に癒さ
れてます。ありがとう！
芹菜ちゃんは大切な宝物
です。

上田

はるひろ

悠寛くん

H27.６.12

いつもみんなに優しくし
てくれてありがとう。こ
れからも笑顔で楽しく過
ごそうね！

徳永

わか

羽花ちゃん

H29.６.７

わかちゃん、３歳のお誕
生日おめでとう！元気い
っぱい、のびのび成長し
てね！大好き！

板並

そうた

ちはな

宗汰くん

堺 千花ちゃん

R１.６.22

H28.６.29

１歳のお誕生日おめでと
う。これからも、ニコニ
コ笑顔の元気なそうくん
でいてね。

永渕

ちはな！４さいのお誕生
日おめでとう！
！何でもで
きる！と信じてがんばる
ちぱが大好きだょ！

すずの

鈴乃ちゃん

池上

H29.６.24

H28.６.９

３歳おめでとう！いつも
元気と笑いと癒やしをあ
りがとう。大好きだよ！

今福

４歳おめでとう！元気一
杯マイペースのみーちゃ
ん♪いつも皆を笑顔にし
てくれてありがとう☆大
好きだよ★

だいき

大喜くん

坂西

１歳のお誕生日おめでと
う！にっこり笑顔でお姉
ちゃんと仲良く遊んでる
姿に毎日癒されてるよ。

１歳のお誕生日おめでと
う！みんなに愛されてこ
れからもげんきにすくす
く大きくなってね♪

ようた

陽太くん

藤田

H29.６.29

こと

心都ちゃん

H30.６.８

少しずつお喋りをするよ
うになりました。たくさ
ん食べて大きく育ってね
！大好きだよ！

お誕生日おめでとう♪も
うすぐお姉ちゃんだね☆
一緒にお世話頑張ろうね
♪元気で優しい陽菜が大
好きだよ☆

８月生まれのお子さんの写真を募集します！
写真にお子さんの名前（ふりがな）・性
別・生年月日、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 ７月７日（火）
●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

とうさん おはなしして
アーノルド・ローベル／作

三木 卓／訳

ひな

陽菜ちゃん

H28.６.13

お誕生日おめでとう！ひ
ょうきんで恥ずかしがり
屋で食いしん坊、電車と
踏切が大好きなあなたが
大好きだよ♪

田中

いろは

彩葉ちゃん

R１.６.７

R１.６.２

森重

みゆ

心結ちゃん

文化出版局

おやすみなさいの時間になりました。ねずみの子どもたちはベッドに入ります。
そして、とうさんに寝るまえのおはなしをおねだりしました。
すると、とうさんねずみは、
「おはなしが おわったら、すぐ おねんねするって やくそくするなら ひとりに
一つずつ、ぜんぶで 七つも おはなし して あげよう」と言います。
子どもたちは「しますとも しますとも」
さあ、とうさんの おはなしが始まります。
寓話的なおはなしや頓知のきいたおはなしなど、７つの短いおはなしが語られます。いっぺんに読んでも
いいし、一つずつ読んであげることもできます。
せっかくなので、おとうさんが読み聞かせをしてみませんか。親子でお気に入りのおはなしを見つけてみ
てください。
11
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図書館だ より

市立図書館 ☎72-4319 ファクス72-3501
開館時間 午前10時〜午後６時
※当面の間、金曜も午後６時まで

図書館のサービスを一部再開しました

利用は30分程度で
お願いします。

緊急事態宣言の解除を受け、サービスを一部再開しました。
再開したサービス 貸出、返却、予約、リクエスト
※座席の利用、新聞・雑誌の閲覧、時間を要するレファレンスなどは、当面の間休止します
※来館者が多い場合は、入館制限を設ける場合があります

子どもたちは、何を学んでいる？

図書館で教科書を見ることができます

戦後、検定済教科書の使用が始まって70年余り。現在、学校で使用される教科書は、
４年ごとに改訂されています。今の子どもたちは、教科書でどんなことを学んでいる
のでしょうか。
図書館では、市立小・中学校と県立高等学校で使用している教科書を所蔵していま
す。また、小学校の国語の教科書に掲載されている作品や、紹介されている図書も揃
えています（背ラベルの上に「きょうかしょにのってる本」のシールが貼ってあります）。
ぜひご覧ください。

覚えていますか？教科書で読んだおはなし
小学校の国語の教科書に、よく掲載される文学作品をご紹介します。昭和40年代から使われている作品もあ
りますので、当時を懐かしみながら、読み返してみませんか。

おおきなかぶ−ロシアの昔話−
トルストイ／再話 内田莉莎子／訳
佐藤忠良／画 福音館書店

おじいさ
んが種をま
いたかぶが、
とてつもな
く大きく育
ちました。
「うんとこ
しょ どっこいしょ」とひっぱります
が、なかなかぬけません。

車のいろは空のいろ

白いぼうし

あまんきみこ／作

ポプラ社

空色のタクシ
ー運転手、松井
さんには、いつ
もちょっぴり不
思議なことが起
こります。ある
日、タクシーに
乗ってきた女の
子から菜の花橋
まで行ってほしいと言われますが…。

スイミー

モチモチの木

レオ・レオニ／作
谷川俊太郎／訳

好学社
小さな黒い魚
スイミーは、仲
間と広い海で暮
らしています。
ある時、仲間た
ちが大きな魚に
食べられてしま
い、スイミーは
知恵を働かせま
す。

大造じいさんとがん

椋 鳩十／作 理論社
※他の出版社の本も所蔵しています
猟師の大造じ
いさんと、がん
の群れの頭領
「残雪」との闘い
を描いた物語。
生きることの厳
しさ、命の尊さ
が語られていま
す。日本のシー
トンと呼ばれた椋鳩十の代表作です。

斉藤隆介／作
岩崎書店

滝平二郎／絵
５歳になっ
ても夜中に一
人でおしっこ
にいけない臆
病な豆太でし
たが、ある晩、
一緒に暮らす
じさまのため
に勇気をふり
しぼります。

やまなし 画本宮澤賢治

宮沢賢治／作 パロル舎
※他の出版社の本も所蔵しています
小さな谷川の底
で、二匹のかにの
子どもたちが会話
をしています。
「ク ラ ム ボ ン は 笑
ったよ」
「クラムボ
ンはかぷかぷ笑っ
た よ」賢 治 の 幻 想
的な世界が広がり
ます。
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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

企業対象暴力・行政対象暴力対策の推進

暴力団等から不当要求を受けたら警察にご相談ください
暴力団等から不当な要求を受けたときは、早い段階で警察に届出
をすることで、被害の拡大を防止できる可能性が高くなります。ひ
とりで悩まず、まずは相談という一歩から踏み出してください。最
寄りの警察署または暴力追放ダイヤルにご相談ください。

小郡警察署管内の犯罪・交通事故の発生状況
■H31

（令和２年４月末現在）

■R２
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万引き

暴力団との関係遮断を後押しします
公安委員会は、県民・事業者などが禁止行為を行ったことを自ら
○刑法犯発生件数
96件（＋14件）
○交通事故発生状況
進んで申告し、再び禁止行為を行わないことを誓約した場合は、勧
発生件数
73件（−34件）
告（行為の是正を求めること）を行いません。
死者数
０人（±０人）
暴力団からの不当要求を現に受けている場合はもちろん、過去に
負傷者数
100人（−35人）
暴力団に対してみかじめ料など金品を供与したことがある場合も、
※（ ）は、昨年同月比を示す
最寄の警察署または暴力追放ダイヤルにご相談ください。県警察は、
暴力団排除に取り組もうとする事業者を保護し、暴力団との決別を
全力で後押しします。
★暴力追放ダイヤル ☎092-622-0704（平日午前９時〜午後５時45分）
★（公財）福岡県暴力追放運動推進センター ☎092-651-8938 092-651-8988（平日午前９時30分〜午後４時30分）
★福岡県警察相談メール 県警ホームページの専用フォームからご相談ください。

毎月９日は
防火の日

こちら１１９

久留米広域消防本部
三井消防署
☎72-5101ファクス72-5948

住宅用火災警報器は10年で交換しましょう

火災の発生を音や音声で知らせる住宅用火災警報器は、平成23年６月から全ての住宅への設置が義務化され、今
年で11年目を迎えます。
機器本体の電池や耐用年数は10年程度です。古くなると電子部品の寿命や電池切れなどにより火災を感知しなく
なる恐れがあるため、10年を目安に交換しましょう。
また、テスト用のボタンやひもで定期的な作動点検を習慣づけましょう。
点検方法
ひもを引いたりボタンを長押ししたりすると、音声などで正常に作動するかを知らせてくれます。

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

新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブルに注意！
新型コロナウイルスに便乗した消費者トラブルが発生しています。悪質な勧誘には、耳をかさない
ようにしましょう。
トラブル事例
●封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅配便で届いた。家
族も心当たりがない。請求書は入っていないが、今後ど
うすればいいか
●自宅の固定電話に「新型コロナウイルスの検査が無料で
受けられる。マイナンバーが必要。これから自宅に行
く」という電話があった
●新型コロナウイルス感染拡大の影響で、金の相場が上が
るとして、金を買う権利を申し込むように言われた

消費者へのアドバイス
●不審に思った場合やトラブルにあった場合は、
消費生活相談室に相談してください。今後、布
製マスクの全戸配布に便乗した詐欺や、新たな
手口の勧誘が行われる可能性があります。少し
でもおかしいと感じたら早めにご相談ください
●根拠のないうわさなどにより混乱したりせず、
正確な情報に基づいて冷静に対応しましょう

困ったときは、すぐ相談！
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〜ウイルスを寄せ付けないために〜

ウオーキングで免疫力を高めよう
外出の自粛に伴い、運動する時間が減っていませんか。運動は、免疫力を高めるだけでなく、気持ち
もリフレッシュでき、適度な疲労感で良質な睡眠につながります。さらに、週２回以上・30分以上運動
する人は、心臓の病気や高血圧などが予防でき、死亡率も低くなるとも言われています。
そこで今回は、手軽に始められるウオーキングのやり方をご紹介します。適度な運動で心と体をリフ
レッシュさせ、免疫力を高めましょう。

注意
新型コロナウイルス感染拡大防止のために
●運動時はなるべくマスクを着用しましょう
●すいた時間・場所を選び、人との距離は２ｍ
以上開けましょう
●帰宅したら必ず手を洗いましょう

熱中症予防のために
マスクをしていると、のどの渇きに気が付き
にくくなり、気付かないうちに熱中症になる危
険性があります。運動前に水分補給を行いま
しょう。また、帽子や日傘を利用し、朝や夕方
の涼しい時間帯に運動しましょう。

目標とする歩数
万歩計で普段どのくらい歩いているかを測定し、測定数値から1,000歩増やすこと（＋10分間の歩行）を
目標にしましょう。
❶視線は前
❺肩の力を
あごをひいて
ぬいて
理想的なウオーキングフォーム
上半身をまっすぐに保ち、横から見
たときに耳・肩・腰・骨盤が一直線に
なるのが理想のフォームです。足を開
いた際にも、身体の中心の軸がぶれな
いよう気をつけましょう。「上から吊る
されている」ようなイメージで、１cmほ
ど身長を高く見せる意識を持つと“いい
姿勢”が保たれます。
また、姿勢が良くなれば、着地の際
にかかとから地面を踏む形となり、目
線も自然と上がってきます。目線は15
メートル先に置きます。

❷胸を張って

❻腕は前後に
大きくふる

❸ひざは
曲げすぎない

❼背筋をピンと
伸ばす

❹かかとから
着地する

❽お尻の筋肉を
引き締める

夜間は明るい服装で、
必ず反射板をつけて行いましょう。

❾歩幅は広く

歩く時の
ポイント

●腕をよく振り、肩を動かしましょう
●大股で歩き、おしりの筋肉を動かしましょう
●息が少し弾む程度に早く歩きましょう

継続のコツ

●歩いた距離や歩数を記録しましょう
●別の目的や楽しみを持ちましょう （例）地域の歴史を学び散策する
●外出時、帰宅時に組み込みましょう （例）一駅手前で降りて歩くなど
●目的地に公園を組み込んで、休憩やストレッチを行いましょう
●コースを変えて変化を楽しみましょう
●無理せず自分のペースを守りましょう

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きます）
●問合せ先

健康課健康推進係☎72-6666
広報おごおり R２・６・１

14

発見！おごおり遺産

青銅製懸仏
善現寺の基礎石

中世小郡の遺跡分布図

ばる

てらしゅうじ

三沢寺小路遺跡では︑幅２ｍ︑深さ１

おお ほ

回 ご 紹 介 し た﹁大 保 原 合 戦﹂
︵大

ｍ︑南北

ｍの区画溝と︑東西

ｍ以上の大型区画が確認されました︒

〜

原 合 戦 ︶で は ︑ 南 朝 方 ・ 北 朝 方

両軍合わせて数万人規模の軍勢がここ

区画の内側からは多くの瓦が見つかっ

前
小郡で戦いました︒当時は︑これまで

ており︑ここが寺の中心であった可能

かけぼとけ

保西小路遺跡では︑十五世紀の集落が

にししょうじ

この遺跡からやや南東に位置する大

の発掘調査の成果から︑津古・三沢・

世紀後半に

確認され︑青銅製懸仏や五輪塔などの

じ

集落活動を終えたことが分かっていま

ぜん げん

ひまわり館東野周辺に存在したと考え

再開します︒前回も触れた﹁善風寺﹂は︑

しかし︑合戦後すぐに人々は活動を

︵一三六五︶の年号が刻まれています︒

いう和尚の名前︑そして正平二十年

は﹁善現寺﹂という寺の名前と﹁照翁﹂と

な基礎石︵五輪塔︶があります︒これに

一方︑八坂にある善現寺には︑貴重

られる寺です︒江戸時代前期の延宝三

つまりこれは︑大保原合戦から六年後

じ

年︵一六七五︶に︑真辺仲庵によって書

に寺が開かれたことを意味し︑市の南

側 に 寺 を 建 て て ︑ 仏 事 を 行 っ た ﹂と の

不透明な現在ですが︑私たちはこれま

新型コロナウイルスの影響で先行き

ほく ちく ざっ こう

ぜん ぷう

かれた久留米藩初の地誌﹃北筑雑藁﹄に

部にも未発見の集落が広がっているこ

なべちゅうあん

は ︑﹁ 合 戦 後 に ︑ 南 朝 方 ・ 北 朝 方 が 力

とが想像できます︒

記録があります︒また︑江戸時代中期

り越えてきました︒今回も一人ひとり

でも大きな戦乱など︑何度も困難を乗
前が登場します︒

の﹃寛延記﹄には︑﹁善法堂跡﹂という名

ま

を合わせて亡くなった人の遺骨を納め︑

にとても大きな影響を与えました︒

仏教関係遺物が見つかっています︒

その多くが合戦のあった

心に集落が存在したと考えられますが︑

性も考えられます︒

25

大保・小郡・福童・大板井・稲吉を中

74

文化財課☎７５・７５５５

の強い意志で︑この難局を乗り切りま

しょう︒

これまで﹁善風寺﹂の実像は不明でし
たが︑近年の発掘調査によって︑徐々

問合せ先

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

71

す︒つまり︑この合戦は人々のくらし

14

にその姿が明らかになってきました︒
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合戦 後の 復興のあゆみ
No.18

「大保原合戦」の戦場となった小郡ですが、合戦後すぐに
人々の営みが再開されます。困難に立ち向かう当時の人々の
ようすを見てみましょう。

living information

申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

お知らせ

02 市民からの寄付金で

安全な医療現場を支援

健康課総務係☎72-6666
５月20日、市内在住の平本敏夫さん（写真
中央）から「新型コロナウイルス対策を応援し
たい」と、2,000万円の寄付金が市に贈呈され
ました。加地市長は「安全・安心の医療環境
確保に活用したい」
と感謝状を手渡しました。
寄付金を使って、感染相談の電話にご協力
いただいているかかりつけ医の診療室にウイ
ルスを除去できるパーテーション型の特殊な
空気清浄機を設置し、医師と患者の安全な環
境確保に役立てます。 小郡三井医師会の島田
会長（写真左）は、「感染拡大の第２・３波に
備えたい」と話しました。

お知らせ

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 ごみの削減・ごみ出し
ルールの徹底に
ご協力ください

生活環境課リサイクル推進係☎72-2111

3ｔパッカー車
25台分！！

家庭から排出されるごみの量が増えていま
す。３月は、前年比約９％増で75トン以上増
えており、特に燃えるごみが増加しています。
新型コロナウイルス感染症の影響で、自宅で
過ごす時間が長くなったことなどが原因とし
て考えられます。
緊急事態宣言は解除されましたが、依然と
して予断を許さない状況です。ごみの安定的
な収集を継続して行うために、以下のポイン
トを厳守してください。
★ごみを出す時のポイント
①感染防止
マスクやティッシュなどは袋に入れて密
封してから捨てる

03 水辺での事故に
ご注意ください

農業振興課農村環境係☎72-2111
河川やため池、水路、堰（ゲート）などの農
業用施設では、農繁期の６月から10月にか
けて通常よりも水位が上がり、とても危険で
す。また、集中豪雨や大雨の際は、急激な水
位の上昇や水流の変化に十分注意が必要です。
事故を未然に防ぐため、ご理解とご協力を
よろしくお願いします。
・河川やため池、水路などで遊ばないよう、
お子さんと話し合いましょう
・「あぶない！」などの表示看板やフェンスが
ある場所は立入禁止です
・ため池は釣り禁止区域です。関係者以外の
立ち入りはできません

②排出抑制
処分を急がないごみは自宅で保管する
③時間厳守
燃えるごみは朝７時まで、不燃物・ビン
・粗大ごみは朝10時までに出す

広報おごおり R２・６・１
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お知らせ

06 令和２年度春季標準農作業
賃金を決定しました

農業委員会事務局☎72-2111

小郡市・久留米市・大刀洗町の農業委員会
で統一賃金を決定しました。作業困難田など
の作業賃金は、双方の話合いで調整してくだ
さい。
作業名
機械麦刈作業
耕起

春田すき
荒田すき

土壌改良剤
散布作業
代かき

10a当り

フレコン
10a当り

賃金額
（円）
13,400
6,000
8,400

10a当り

1,300

10a当り

5,500

機械田植え

10a当り

7,600

乗用防除機

10a当り

水稲育苗

請負田植え
一般作業

10a当り
１日当り

備考

600

１箱

19,800

苗込

苗別

2,000 農薬別

お知らせ

04 燃えるごみ袋（大・小）
の材質が変わります

生活環境課リサイクル推進係☎72-2111

市が以前行ったアンケートで、燃えるごみ
用のごみ袋が破れやすいという意見を多くい
ただきました。これを受け、燃えるごみ袋の
材質を破れにくい材質に変更しました。従来
のごみ袋の在庫がなくなり次第、順次流通す
る予定です。
★注意点
・ごみ袋のデザイ
ン、大きさ、値段
に変更はありませ
ん
・材質変更前のごみ
袋も従来どおり使
用できます
・材質変更に伴うご
み袋の交換は行い
ません

6,800 賄い別
お知らせ

05 児童手当・特例給付の

募集

07

県営住宅入居者募集

県住宅供給公社県営住宅管理部
☎092-781-8029
申

募集対象の団地、募集戸数など、詳しくは
募集案内書をご覧ください。
★案内書配布・申込受付期間
６月29日（月）〜７月７日（火）
※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）
県住宅供給公社筑後管理事務所（久留米市
百年公園）ほか

17
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現況届を提出してください

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

現在、児童手当・特例給付を受給している
人は、毎年６月に現況届の提出が必要です。
対象者に通知を送付していますので、確認の
うえ手続きしてください。なお、現況届の提
出がない場合、６月以降の手当を受けられな
くなるのでご注意ください。
★申込方法 必要書類を原則郵送
★必要書類
①児童手当・特例給付現況届
②受給者の保険証（写し）
③別居監護申立書（児童と別居している場合）
④その他必要な書類
※公務員の人は、職場で手続きしてください
★申込締切 ６月30日（火）消印有効

くらしの情報

教室・講座

08 ひとり親家庭の就業支援「ワード講座（初級〜中級）」
申

久留米ひとり親サポートセンター☎32-1140

★日時

６月24日〜７月17日の水・金曜（全８回）
午後６時30分〜９時
★会場 男女平等推進センター
（えーるピア久留米内）
★定員 10人
★受講料 無料（テキスト代2,000円は自己負担）
★託児あり 首がすわってから小学３年生まで
★申込締切 ６月12日（金）

職員募集

10 幼稚園教諭募集

（フルタイム会計年度
任用職員）

申

保育所・幼稚園課保育支援係
（あすてらす内）☎72-6666

★職務内容

市立小郡幼稚園教諭
（クラス担任）
★募集人数 １人
★任用資格 幼稚園教諭免許を持つ人
※取得予定者可、免許が失効した人はご相談
ください
★任用期間 ７月１日〜令和３年３月31日
★勤務条件 週５日勤務
★給与 月額207,800円（時間外勤務・通勤、
期末・退職などあり）
※期末手当、退職手当は一定の要件を満たし
た場合に支給
★社会保険等 健康保険、厚生年金、雇用保
険、労働者災害補償あり
★休暇 年次有給休暇のほか夏季休暇等の特
別休暇（無給休暇を含む）あり
★試験日 ６月23日（火）
★試験会場 あすてらす２階研修室
★試験内容 作文、面接
※申込者に対し、後日詳細を通知します
★申込方法 市販の履歴書と幼稚園教諭の免
許証の写しを持参または郵送
★申込締切 ６月15日（月）／午後５時必着

久留米ひとり親サポートセンターは、
４月に久留米市役所２階
久留米ジョブプラザ内に移転しました
★開設日時 月〜土曜
午前９時〜午後５時
※土曜は電話対応のみ
※日・祝日・年末年始は休み

募集

09 中学生対象「少年の主張
福岡県大会」作文募集

小郡市青少年育成市民会議事務局
（北別館１階、子ども育成課内）
☎070-2371-1184
〒838-0198 小郡市小郡255-1
申

★対象 県内の中学生
★発表内容 次の①〜③のような内容につい
て、考えていることや感じていること
①社会や世界に向けての意見、未来への希望
や提案
②家庭、学校、社会（地域活動）および身の回
りや友達などとの関わり
③テレビや新聞などで報道されている少年の
問題行動、大人や社会のさまざまな出来事
に対する意見や感想、提言
★応募方法 原稿用紙（400字）４枚程度を持
参または郵送
※原稿の１枚目に学校（校名、所在地、学年、
学級）、氏名（ふりがな）、住所、性別を明
記
★応募締切 ６月22日（月）必着
※応募原稿は返却しません
※入賞者は、８月29日（土）にサザンクス筑
後（筑後市）で行われる大会で発表してもら
います
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お知らせ
令和２年度
小郡市競争入札参加資格
審査申請

預かる子どもは︑主に０歳

日時
分

日︵水︶

よる無料法律相談を行います︒

上の問題に関して︑弁護士に

子どもの養育費などの生活

ひとり親家庭対象
児から就学前までが対象です︒
無料弁護士相談
事前にボランティアにご登録
いただき︑必要に応じて依頼
します︒
子どもが好きな人︑託児の
経験がある人︑保育士の資格
６月

市内の①建設業者②建
を持っている人などの申込み
午後６時

対象
設 工 事 付 帯 業 務 事 業 者︵ コ
をお待ちしています︒詳しく
７ 月 １ 日︵水︶

日︵水︶・

ン サ ル タ ン ト な ど ︶③ 物 品
は︑お問い合わせください︒

各４人︵先着順︶

☎０９２・５８４・３９３１

日市原町︶

︵クローバープラザ内︑春

ひとり親サポートセンター

会場 申

定員

午後１時〜３時

分〜８時

購入・役務提供関係事業者
生涯学習課社会教育係

☎７２・２１１１

申

②③は︑令和元年度に登録
※
済みの業者で︑変更のない
場合は手続不要
提出書類
申 請 要 領 を 参 照︵ 申 請 要 領

水の事故防止啓発運動
着衣泳体験会
夏に多発する水の事故から

６月

日︵金︶／ 午 後 １

女性の健康相談
日時

分

６月

日︵水︶

北筑後保健福祉環境事務

申込締切
申

所健康増進課健康増進係

☎０９４６・２２・４２１１

休日無料公証相談

公正証書による遺言︑任意

後見契約︑離婚給付契約︑各

種契約など︑お気軽にご相談

く だ さ い︵要 申 込︶︒ な お ︑ 平

６月

日︵土︶

日も無料で相談を受けていま
す︒
日時

筑紫公証役場

午前９時〜午後５時
会場 申

︵太 宰 府 市 都 府 楼 南︶

礼

☎０９２・９２５・９７５５

お

〜小郡市社会福祉協議会〜

● 香典 返 し︵敬 称 略︶

赤 岩昌幸︵亡 妻貞子 ︶
森山ツイ子

24,863世帯（＋15世帯）

世帯数

は窓口で配布するほか︑市
ホームページからダウンロ

身を守るため︑着衣泳体験会
日︵月︶
日︵土︶

〜

分〜４時

朝倉総合庁舎２階
相 談 室︵朝 倉 市 甘 木 ︶

緑

会場

時
無料

園児︑小・中学生

６月

ード︑または郵送請求もで

対象

期日

を実施します︒
郵送のみ

き ま す︶
申込方法
日︵火︶必着

６月

財政課契約監理係

参加費
申込方法

相談内容

西島

● 一般 寄 附︵敬 称 略︶
匿名

31,259人（−18人）
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︵亡 姉 渋 谷 マ サ ヱ ︶

・不妊症・不育症に関する相
・更年期障害に関する相談

談
︵小郡校︶☎７２・０１７８

・その他女性の心身の健康に
無 料︵要 申 込 ︶

関する相談
参加費

女

納付には便利な
口座振替を
ご利用ください

28,242人（−59人）

小児救急医療電話相談（午後７時〜翌朝７時）

男

※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

下水道使用料

人

口

59,501人（−77人）

市県民税

令和２年５月１日現在 （ ）は前月比

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

30

６月の納期

ひとのうごき

救急電話相談・医療機関案内（24時間受付）

30

19

︵三国校︶☎７５・２１２２

小郡スイミングスクール

会場 申

前日までに電話で申込み

27

24

30

22

20

10

30

申込締切
申

︵本 館 ２ 階 ︶
☎７２・２１１１

託児有償ボランティア
スタッフ募集
市が主催する講座・イベン
ト時の託児スタッフを年間を
通じて募集します︒
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新型コロナウイルス感染症に感染した人やその家族、医
療従事者、日本に居住する外国人などに対する非難や差別
は人権侵害です。
その言動の根っこには、未知なるものへの恐怖、そして
過剰な防衛本能があるのではないでしょうか。
恐怖に振り回されず、確かな情報に基づき、それぞれの
立場でできることを行い、この危機を乗り越えましょう。

不当な差別、偏見、いじめなどの被害に遭った場合は、
一人で悩まず、私たちに相談してください。

■発行

人権教育啓発センター人権相談
みんなの人権110番（法務省）
子どもの人権110番（法務省）
外国人のための人権相談（法務省）

人権・同和対策課☎72-2111

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

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

６
15 １

■編

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

６

☎80-1080（平日午前８時30分〜午後５時）
☎0570-003-110（平日午前８時30分〜午後５時15分）
☎0120-007-110（平日午前８時30分〜午後５時15分）
☎0570-090-911（平日午前９時〜午後５時）

広告
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