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広報

大原合戦６６０周年！
博多祇園山笠でソラリアプラザに登場し
た九番山笠「挙旗筑紫武王門」
（ 伝統工芸士
置鮎正弘さん、下川貴士さん作）。これは、
かつて小郡を舞台に行われた九州南北朝の
雌雄を決する戦い「大原合戦」に題をとった
ものです。
この飾り山の博多人形「懐良親王（写真右
上）」と「少弐頼尚（写真左上）」を、文化会館
ロビーに展示しています。また野田宇太郎
文学資料館では、特別展「大原合戦展」を開
催。本物の迫力をぜひご体感ください。
（両展示とも８月10日（土）まで開催）

８月１日号

今号の主な目次
特集 スポ推さん…２ｐ
緊急財政対策計画…４ｐ
非課税者・子育て世帯対象
プレミアム付商品券…６ｐ
市からのお知らせ…８ｐ
マナビィ・ステーション…14ｐ
警察・119・消費生活…21ｐ
くらしの情報…22ｐ

スポーツの力で小郡を元気に！

支える、
あなたのまちの“スポ推さん”
地域スポーツを

すい

●問合せ先 スポーツ振興課スポーツ推進係☎72-2111

スポ推さんって？
全国の市町村にいる「スポーツ推進委員」の愛称です。小郡市では17人のスポ推さんが、市のスポーツ行事
や校区スポーツ大会の企画運営など、地域スポーツの推進を支えるコーディネーターとして活躍しています。

主な活動
ニュースポーツ考案
「ジュニアスポーツ
フェスティバル（４月
開催）」のスカイボール、
ドリームボール、七夕
ハンドゴルフは、小郡
市のスポ推さんが考案
したスポーツです。

レクリエーション
スポーツの普及活動
ペタンク、ターゲッ
トバードゴルフ、ふら
ばーるボールバレーな
どの講習会を行ってい
ます。興味のある人は
お電話ください！

市民ふれあい運動会の
企画運営
10月に開催している
「市民ふれあい運動会」
の種目を、さまざまな
年代の人が楽しめるよ
うに試行錯誤しながら
企画運営しています。

地域での活動
校区で開催されてい
るスポーツ大会の企画
運営など、地域での活
動も行っています。
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ュー

スポ推さんにインタビ

田中和博さん（立石校区）

廣瀬真太郎さん（味坂校区）

立石校区協働のまちづくり協議会スポーツ部会
の委員として、各大会の企画運営に携わっていま
す。校区の皆さんの交流、親睦、健康づくりを目
的に、高齢者グラウンドゴルフ大会やペタリング
大会、子どもペタリング大会を開催しています。
日頃ふれ合う機会の少ない小学生から高齢者まで
が集う交流の場となっています。今後も校区の誰
もが楽しめるスポーツの普及活動に取り組んでい
きます。

味坂校区は、協働のまちづくり協議会を中心に
地域の皆さんの協力を得ながら、校区運動会、ふ
らばーるボールバレー大会、グラウンドゴルフ大
会を開催しています。実行委員の皆さんと一緒に
各大会の企画運営はもちろん、運動会では各競技
のデモンストレーションを行ったり、グラウンド
ゴルフやふらばーるボールバレーでは、私自身も
選手として参加し、皆さんと一緒に楽しみながら
活動しています。

んなあなたに！！

スポーツがしたい。そ

「小郡わいわいクラブ」で楽しみながら健康づくりを始めませんか
平成21年に設立された「小郡わいわいクラブ」は、
現在約150人の会員がさまざまな体操やスポーツを
通して わいわい と健康づくりを楽しんでいます。
毎日の積み重ねが元気のもとです。一緒に楽し
みながら健康づくりをしましょう。初心者大歓
迎！
メニュー
〈スポーツ教室〉
バドミントン、卓球、スポンジテニス
●小学４年生〜６年生対象
スマイル卓球
●小学４年生〜中学生対象
ジュニアバドミントン、スポーツチャンバラ
〈健康体操〉
簡単リズム、こつ骨貯筋、エアロビクス、
ZUMBAGOLD（ズンバゴールド）、太極拳、
リラックスヨガ、メンテナンスヨーガ、
ピラティス、健康体操、
●未就園児対象 かるがも教室
会員の声

●問合せ先
3

・仲間ができて楽しく運動している
・筋力アップや脳トレになっている
・おかげで引きこもらず友達が増えた
・気軽にスポーツが楽しめる

無料体験OK！

見学OK！

開催日時や会員費など、詳しくは、市ホー
ムページ（ホーム▶学ぶ･スポーツ･人権▶ス
ポーツ施設・行事▶総合型地域スポーツクラ
ブ「小郡わいわいクラブ」）をご覧ください

小郡わいわいクラブ事務局☎090-9077-2373（平日午前10時〜午後３時、第３水曜日を除く）
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財政健全化に取り組みます

緊急財政対策計画を策定
●問合せ先

経営戦略課政策推進係☎72-2111

計画は、市ホームページに掲載しています
（ホーム▶市政情報▶計画・行革・広域行政▶
小郡市緊急財政対策計画）

市の財政状況は、少子高齢化による社会保障費（扶助費）の増大や経常的経費（注１）の
高止まり、さらには投資的経費（注２）の増大により厳しく、平成26年度から市の貯金に
あたる財政調整基金（以下、基金）の取り崩しを余儀なくされています。令和元年度の
基金残高は、11億3,100万円となる見通しです。
今後さらに少子高齢化が進む中で、歳入に合った歳出にすることが必要です。この
ため、持続可能な財政構造の再構築をめざし「緊急財政対策計画」を策定しました。財
政健全化に向け、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
３月定例会で市議会から当初予算に対する附帯決議も提出されています。

投資的経費の推移

義務的経費（注３）の推移

（単位：百万円）

（単位：百万円）

■人件費（注４） ■扶助費（※注５）
■公債費（注６）

2,929
2,557
2,271

2,145

H25

H26

H27

H28

H29

2,283

2,108

3,849

4,099

4,333

4,590

4,762

3,154

3,259

3,311

3,239

3,311

H25

H26

H27

H28

H29

2,124

1,502

2,115

2,178

義務的経費は全体的に上昇傾向にあ
り、特に扶助費の増加が著しい状況
です。

平成26年度以降、投資的経費は20億
円を超える事業費の増大が続いてい
ます。

平成29年度は決算額、平成30・令和元年度は決算見込み額、令和２〜４年度は対策
を行わなかった場合の試算額です。
●試算方法
歳入 令和元年度決算見込を基に、税
制改正や過去の伸び率などを反
映し、算出
区

歳入合計①

分

歳出合計②

歳入歳出差引額①−②
財政調整基金取崩額
財政調整基金残高

歳出

令和元年度決算見込を基に、制度
改正による増減、過去の決算によ
る伸び率などを反映し、算出

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

令和４年度

20,338

19,926

21,040

750

500

20,639
301

2,224

20,136

22,608

210

146

1,724

20,211

20,122

▲700

▲651

22,462

20,911

593

700

1,131

431

20,773

651

▲220

経常的経費
職員の給与や公
共施設の光熱水
費など毎年継続
して固定的に支
出される経費
投資的経費
道路や学校の建
設など社会資本
形成に向けられ
る経費
義務的経費
支出が義務付け
られ、任意に削
減できない経費、
「人件費」
「扶助
費」
「公債費」の
合計
人件費
職員給与などの
経費
扶助費
児童、高齢者な
どへの支援に係
る経費
公債費
市の借金償還に
係る経費

何も対策を行わなければ︑
基金が無くなるという危機
的事態になりかねません︒

一般会計財政収支試算表

注

20,245

▲795
795

▲1,015

（単位：百万円）
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令和２〜４年度の財政収支の見通し

歳入は、大幅な増加は見込めません。一方歳出は、扶助費の増大、嘱託・臨時職員の任用制度改正による人
件費増など、３年間で、21億4,600万円の財源不足となる見通しです。財源不足を生じさせないためには、歳
出の削減と歳入の増加により、バランスを改善する必要があります。

緊急財政対策の基本方針

令和４年度決算の基金残高を、令和元年度の基金残高見込み（11億3,100万円）以上に上積みするため、次の
基本方針により財政健全化を推進します。
●計画期間を令和２〜４年度とし、適宜、対策の追加、見直しを実施。
令和元年度の予算執行も極力抑制します。
●歳入に見合った予算編成を行います。
●新規事業は、既存事業の廃止、縮小、見直しによる置換えを原則とします。
●投資的経費のうち、基盤整備は、計画期間中、最小限に抑制します。
●民間委託、人員の適正化、時間外勤務削減に努め、総人件費を圧縮します。
●市長をトップとする「財政対策本部」を設置し、全職員の英知を結集して、
組織的な財政健全化に取り組みます。
●研修などにより、職員各自がコスト意識を持ち、担当する事務事業の
マネジメント力を向上させ、財政健全化の体制作りに取り組みます。

取組と目標額（計画期間３年間の一般財源

）

※

※一般財源

使途が特定されず、どのような
経費にも使用できる財源

●次の①〜⑥の財政対策に令和２年度から取り組み、３年間で段階的に財源不足の解消を図ります
●緊急財政対策計画の取組実績を毎年度点検し、次年度削減プランに生かします
●計画最終年度の令和４年度中に、計画実施による財政健全化の状況を踏まえた令和５年度から７年
度の財政対策計画を策定し、財政健全化の取組を継続します
①投資的経費の削減
歳出 ▲５億３千万円
事業費ベースで年15億円程度に抑制。
一般財源を３年間で５億３千万円削減
し、６億５千万円以下とします。
②事務事業の見直し、経常的経費の削減
歳出 ▲４億８千万円
個別事業の緊急性、重要度、優先度
などを検証し、事業自体の廃止・縮
小・見直しにより、経常的経費の削減
に取り組みます。
③総人件費の圧縮
歳出 ▲１億２千万円
事務事業の見直しと合わせ、人員配
置の適正化を図り、新規採用の調整、
民間委託の推進、時間外勤務縮減など
により総人件費を圧縮します。

5
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④ふるさと納税の充実による繰入金増
歳入 ＋４億５千万円
ふるさと納税事業の充実を図ることで、ふるさ
と納税寄附金を年３億５千万円見込み、この寄附
金を原資とするまちづくり支援基金からの繰入金
を増額します。
⑤市有地の売却・企業誘致の促進による税収増
歳入 ＋３億８千万円
市の遊休地売却や積極的な企業誘致を進め、後
年度の固定資産税収増を図ります。
⑥土地開発公社からの寄附金による収入増
歳入 ＋２億円

①〜③は、対策本部を中心に全庁的な検討を
進め、令和２年度当初予算編成に向けた削減
プランを９月末までに決定します

非課税者・子育て世帯対象

プレミアム付商品券のお知らせ

消費税増税の
影響を緩和します

10月の消費税率引き上げに伴い、住民税非課税者・子育て世帯を対象
に「消費税対策プレミアム付商品券」を販売します。
プレミアム付商品券の概要
500円の商品券を10枚で１セット（5,000円分）とし、4,000円で販売
利用期間（予定） 令和元年10月１日（火）〜令和２年２月29日（土）

プレミアム付商品券公式
キャラクター「カクニャン」

①住民税非課税の人

②３歳未満の子育て世帯

購入対象者

平成31年１月１日時点で小郡市に住民票があ
り、令和元年度住民税が非課税の人
※次の人は対象外です
●住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族
の人
●生活保護などの受給者

平成28年４月２日〜令和元年９月30日
に生まれた子どもがいる世帯主

購入限度額

対象者１人につき、
最大５セット（25,000円分の商品券を
20,000円で）購入できます

対象の子ども１人につき、
最大５セット（25,000円分の商品券を
20,000円で）購入できます

商品券の購入対象者である可能性がある人
へ、８月中旬から９月にかけて申請書を送
付します。
▼
上記購入対象者に該当し、商品券の購入を
希望する場合は申請してください。
申請方法 郵送（申請書に返信用封筒を同
封します）
申請期間
令和元年８月19日（月）
〜令和２年１月17日（金）

申請は不要です。

購入までの
流れ

９月以降に対象者へ購入引換券を送付
します。
※商品券の詳細は、購入引換券に同封
します

▼
申請書類をもとに市が審査し、９月以降に購入
引換券を送付します。
※審査の結果、購入できない場合があります
※商品券の詳細は、申請書に同封します
※この商品券は、例年小郡市商工会が発行している「プレミアム付商品券『将軍藤小判』」や「プレミアム付き住
宅リフォーム券」とは別のものです
※配偶者からの暴力を理由に避難している人は、小郡市へ住民票を移していなくても、一定の要件を満たす場
合は小郡市での申請が可能ですので、ご相談ください
●問合せ先 ☎72-2111
①住民税非課税の人
福祉課プレミアム付商品券担当
②３歳未満の子育て世帯
子ども育成課プレミアム付商品券担当
③商品券の購入・使用など
経営戦略課政策推進係

プレミアム付商品券を装う「振り込め詐欺」や
「個人情報の搾取」にご注意ください！
商品券を販売するために、市や内閣府などが
手数料などを求めたり、ATMの操作をお願い
したりすることは絶対にありません。
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これからの小郡市の公共交通
〜利便性の向上に向けて〜
都市計画課計画係☎７２・２１１１

■コミュニティバスの現状

●問合せ先

①コミュニティバスの現状と課題について

高齢者ドライバーによる交通事
故の増加や運転免許証の返納によ
まっています︒これからの公共交

ルートの変更やバス停の新設を行

ルートで運行を始めた後︑

回の

コミュニティバスは︑当初６

通の充実に向けた市の取組につい

い︑現在４台のバスで８つのルー

り︑公共交通の重要性は年々高

て︑全４回にわたってお知らせし

トを運行しています︒４台で市内
全域を回ると１便あたりの運行時
間が長くなるため︑便数に限りが
あり︑往復での利用が難しくなっ

ルートの変更などに併せて︑働き

年４月︑バス停の新設︑

駅 ︶が 走 っ て お り ︑ ま た タ ク シ ー

方改革による運転手の休憩時間確

平成

ています︒

事業者は３社あります︒市のコ

保などを理由にダイヤ改正を行い

を持たない人や高齢者といった交

年７月から導入されました︒免許

通空白地域の解消に向け︑平成

の皆さんにご不便をおかけしてい

１日１往復の運行となり︑利用者

隈ルート︑井上・今隈ルートは︑

古飯・今朝丸ルート︑下岩田・乙

70000（人）
60000
50000
40000

ます︒

■はじめに
小郡市は︑南北を西鉄天神大牟

ミュニティバスは︑市内の民間バ

ました︒しかしこの改正により︑

田 線︵ ７ 駅 ︶︑ 東 西 を 甘 木 鉄 道︵ ５

ス路線が廃止される中︑市内の交

通弱者が︑市役所やあすてらすと

ます︒

■横隈・津古
■下岩田・乙隈
■大保・文化会館

■端間・大原
■井上・今隈

■古飯・今朝丸
■東野・美鈴が丘

31

いった公共施設を巡る手段として
運行してきました︒

コミュニティバスの乗車人数

■コミュニティバスの課題

市は︑コミュニティバス運行の

ために︑年間３︐５００万円を負

担しています︒この予算の中で︑

往復利用︑増便などの課題に対し

て︑市全域をコミュニティバスで

担うことは困難となっています︒

ルートによっては１人を運送す

るために２︐０００円の経費がか

かっているところがあります︒こ

のようなルートではコミュニティ

バスの運行は困難であり︑他の交

通手段の導入を検討していく必要

があります︒

また︑高齢化が進み︑地域に交

通弱者が増えていくことが想定さ

れるため︑コミュニティバスは買

い物や病院などに利用しやすい︑

日常生活に密着した交通手段へと

展開していく必要があります︒予

算を増やさずに︑地域公共交通の

利便性を高めることが必要であ

り︑そのためにコミュニティバス

だけではなく︑他の交通手段を活

用すること︑目的に特化した運行

ルート︑移動時間の短縮などを検

討することが必要だと考えていま

す︒

次回は︑交通課題解決のために

設置した地域公共交通活性化協議

会についてお知らせします︒

広報おごおり R１・８・1
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シリーズ

28年度

29年度

30年度

小郡市からのお知らせ

1

消費税率の改定に伴い
10月１日から施設使用料などが変わります

消費税率が８％から10％に改定されることに伴い、10月１日から施設使用料などが変わります。詳しくは、
各施設・担当課へお問い合わせください。
※電話番号の記載がないものは、市役所☎72-2111（代表）にご連絡ください
施設名など
生涯学習センター
文化会館

担当課・係
生涯学習課社会教育係
生涯学習課文化振興係
大崎教育集会所
☎72-9738
若山教育集会所
☎72-9739

大崎教育集会所
若山教育集会所

御原教育集会所
☎72-9038

御原教育集会所

埋蔵文化財調査センター
各校区コミュニティセンター
のぞみが丘小学校特別教室
人権教育啓発センター
高齢者社会活動支援セン
ター
あすてらす

市体育館・武道場
地域運動広場
（小郡・たなばた）

市立小中学校体育施設
（運動場・体育館）

施設名など

宝満ふれあいセンター
スポーツ振興課管理係

小郡運動公園（野球場・
陸上競技場・テニスコー
ト・多目的広場）

農産加工センター
河北苑（霊安室・斎場）
市指定ごみ袋など

担当課・係
文化財課文化財係
☎75-7555

コミュニティ推進課
コミュニティ推進係

人権教育啓発センター
☎80-1080
介護保険課高齢者
サービス係
健康課総務係
☎72-6666

宝満ふれあいセンター
☎73-4109
農業振興課農政係
生活環境課環境係
生活環境課リサイクル
推進係

平成30年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況
2

総務課総務係☎72-2111

平成30年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況をお知らせします。
情報公開制度の運用状況 ※（ ）は平成29年度の件数
情報公開制度とは、市民の皆さんが市政や市民生活に関する情報を知りたいときに、市が保有する情報の開
示請求をすることができる制度です。
開示請求
件数
全部開示 部分開示
16（15）

８（３）

６（12）

不開示

０（０）

処理状況

裁量的開示 存否応諾拒否 文書不存在
０（０）

０（０）

０（０）

取下げ

２（０）

審査請求
０（０）

実施機関別の開示請求件数
市長部局12件（経営政策部３件、都市建設部８件、市民福祉部１件）、教育委員会４件
個人情報保護制度の運用状況 ※（ ）は平成29年度の件数
個人情報保護制度とは、市が保有する個人情報について適正に取扱い、保護するためのルールで、市民の皆
さんが自分の情報を見たり、不正な利用や誤りがあれば正すことができます。
開示請求
件数
全部開示 部分開示
10（４）

３（２）

４（０）

不開示

０（０）

処理状況

裁量的開示 存否応諾拒否 文書不存在
０（０）

０（０）

２（２）

取下げ

１（０）

実施機関別の開示請求件数
市長部局９件（経営政策部１件、市民福祉部７件、子ども・健康部１件）、教育委員会１件

審査請求
０（０）

広報おごおり R１・８・1
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申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

児童扶養手当の現況届の提出は８月23日（金）まで
申

3

子ども育成課医療・手当係（北別館１階）☎72-2111

児童扶養手当を受給している人は、毎年８月に現況
届を提出する必要があります。
８月初旬に対象者へ案内を送付しますので、必要書
類を提出してください。
現況届の提出がない場合、11月分以降の手当（１月支
給分）を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※手続は、必ず本人が行ってください。面談を行うた
め、郵送や代理人による手続はできません
提出締切
受付時間

８月23日（金）

午前９時〜正午、午後１時〜４時
※土日祝日を除く
※８月22日・23日は午後７時まで

必要書類
①児童扶養手当現況届の通知
②児童扶養手当証書
③印鑑
④本人確認書類（運転免許証など）
⑤年金手帳
⑥健康保険証（親子分）
⑦ひとり親家庭等医療証
⑧養育費に関する申告書
⑨その他必要な書類
（アパートの賃貸借契約書、障害者手帳、
年金支給通知など）
※②⑦は該当者のみ

８月23日（金）午後２時〜４時は、ひとり親サポートセンターの職員による就業などの相談を受けること
ができます。ぜひご利用ください。

ひとり親家庭等医療証の更新手続は８月23日（金）まで
4

申

子ども育成課医療・手当係（北別館１階）☎72-2111

現在利用中のひとり親家庭等医療証（オレンジ色）の有効期限は、９月30日（月）です。更新を希望する人は、
下記期限内に手続を行ってください。
※手続は、必ず本人が行ってください。郵送や代理人による手続はできません
※所得超過で受給資格を失う場合、小学生までのお子さんのみ、申請により「子ども医療証」を交付します

８ 23

月
日（金）
提出締切
受付時間 午前９時〜正午、午後１時〜４時
※土日祝日を除く
※８月22日・23日は午後７時まで
必要書類
①健康保険証（親子分）
②ひとり親家庭等医療証（親子分）
③児童扶養手当証書
④障害者手帳など
⑤遺族年金・障害年金などの証書
⑥その他必要な書類
※③〜⑥は該当者のみ
更新後の医療証（見本）
平成30年10月１日までに所得超過で受給資格を失った人は、平成30年中の所得などの状況により新規申請
できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

9
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小郡市からのお知らせ

特別児童扶養手当所得状況届の提出は９月11日（水）まで
5

申

子ども育成課医療・手当係（北別館１階）☎72-2111

特別児童扶養手当を受給している人は、所得状況届を
次の期間内に提出してください。提出が遅れると、手当
を受けられなくなりますのでご注意ください。
詳しくは、８月初旬に対象者へ郵送でお知らせします。
提出期間 ８月26日（月）〜９月11日（水）
※土日祝日を除く
受付時間 午前８時30分〜正午
午後１時〜５時

6

特別障害者手当、障害児福祉手当所得状況届の提出は
９月11日（水）まで
申

福祉課障がい者福祉係（東別館１階）☎72-2111

特別障害者手当、障害児福祉手当を受給している人
は、所得状況届を次の期間内に提出してください。提
出が遅れると、手当を受けられなくなりますのでご注
意ください。
詳しくは、８月初旬に対象者へ郵送でお知らせしま
す。
提出期間 ８月26日（月）〜９月11日（水）
※土日を除く
受付時間 午前８時30分〜正午
午後１時〜５時

7

必要書類
①郵送されてきた通知文書
②特別児童扶養手当証書（該当者のみ）
③印鑑
④障害者手帳など（交付を受けている人のみ）
⑤本人確認書類（運転免許証など）
⑥マイナンバーが確認できる書類
（通知カードなど、親子と扶養親族分）
⑦その他必要な書類

必要書類
①郵送されてきた通知文書（所得状況届、同意書）
②印鑑
③平成30年中（平成30年１月〜12月）の所得を確
認できる書類（年金振込通知書、通帳写など）
④本人確認書類（運転免許証など）
⑤マイナンバーが確認できる書類
⑥その他必要な書類

コンビニで
後期高齢者医療保険料を納付できるようになりました
国保年金課医療・年金係☎72-2111

７月以降に発行する納付書を対象に、コンビニエンスストアで後期
高齢者医療保険料を納付できるようになりました。納付書の裏面に記
載しているコンビニであれば、全国どこでも納付できます。
※７月中旬に送付した納付書からコンビニ納付が可能です

納付できるコンビニエンスストア
セブン-イレブン、ローソン、
ファミリーマート、ポプラ など

注意点 次の場合はコンビニで納付することができません
・納付書にバーコードが印字されていない場合
・納付書に記載されている納期限、またはコンビニ支払い期限を過ぎ
た場合
・納付書の破損、汚損などによりバーコードが読み取れない場合
・各期の金額が30万円を超える場合
・納付書の金額を訂正した場合
・年金天引き、または口座振替で納付している場合

広報おごおり R１・８・1
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問合せ先

秘書広報課男女共同参画推進室 ☎722111

男女共同参画セミナーを開催しました！
主役はわたしたち〜令和の時代のまちづくりと男女共同参画〜
６月29日に村山由香里さんを講師に迎え、男女共同参画セミ
ナーを開催しました。講師の村山さんは、小郡市男女共同参画
社会推進審議会の会長でもあり、小郡市の第２次計画の見直し
に関する答申にも携わっていただきました。
講演内容の一部を紹介します。

平成（1989年〜2019年）はどんな時代だった？
・人口減少社会に突入し、高齢社会となった
・情報発信の劇的な変化があった。インターネットが巨大
メディアとなり、スマホ、SNSの普及により、個人で情
報発信や集約ができるようになった
・女性支援から男女共同参画、そして女性活躍へと視点が
変化した
アンケートより（一部抜粋）
これからは？
・働き方改革で、企業は劇的に変わっている
・ITの活用により個人でできることが増え、フリーランス
が増えている
・男性の家事育児が当たり前の時代になり、まちづくりの
在り方も変わる

令和の時代のまちづくりに必要なもの
・誰もが発信者になれるため、まちづくりに関わる若い人
が出てきている。多様な価値観の人々と連携して一緒に
やっていくことも必要になる
・家庭の中から男女共同参画の視点をもつことが必要

おごおり女性ホットライン

・新しい時代の新しいまちづくりを考
えていかなければならないのだと改
めて感じます
・働き方の変革、もっと若い人に聞い
てほしい。新しいまちづくり（生き
方）参考になりました
・大学の不正入試やDVの多さなど、
まだまだ女性が苦しめられている現
実があると思います。いろいろな学
び、教育、施策が必要だと思います
・管理職の成り手となる女性の意識も
変えて育てていかねばと思います
・男や女ではなく、一人ひとり個人と
して尊重される社会であってほしい

☎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。

11
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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.417

奨学金制度について
市は毎年、各校区で教育条件整備の署名活動に取り組んでいます。その成果として、徐々に奨学金制度の充
実が図られてきました。（公財）福岡県教育文化奨学財団の奨学金制度は、教育の機会均等を保障し、部落差別
をなくす人を育てるために作られた解放奨学金制度の意義と成果を引き継いだもので、成績条項がないなど、
活用しやすい制度となっています。
経済的な理由により、進学を断念したり、中途退学せざるを得なくなったりする子どもを出さないためにも、
奨学金制度の有効活用と、さらなる改善・充実を求めていかなければなりません。

福岡県教育文化奨学財団

高校奨学金制度

利子・利息はつきません

●貸与額
種

類

入学
支度金

奨学金

内

容

通学種別

公

●入学金・教科書など入学時の一時的な学費に充
てるために貸与（予約募集のみ）
●入学時の１回のみ（入学前の３月下旬に貸与）

●授業料や校納金など日常的な学費に充てるため
に貸与
●学校種別・通学種別に応じ、貸与月額を選択

●募集方法
・予約募集 高校入学前（中学３年生時）に募集
※現在募集中（中学校にお問い合わせください）
・在学募集 高校在学中に募集
・緊急募集 高校在学中、家計の急変で奨学金を
緊急に必要とする場合、随時申込み
●申込先

貸

在籍する中学校、高校

自

宅

自宅外

与

立

額
私

立

50,000円

100,000円

月額 18,000円

月額 25,000円

月額 15,000円
月額 10,000円
月額 23,000円
月額 20,000円
月額 15,000円

月額 15,000円
月額 10,000円
月額 30,000円
月額 20,000円
月額 15,000円

●注意事項
・予約募集、在学募集は年１回のみ実施
・保証人１人（保護者可）
・成績条項はありません
・返還が必要です
●問合せ先
教務課教務係☎72-2111
（公財）福岡県教育文化奨学財団☎092-641-7326

説明・相談会を開催します
人権教育啓発センターで、奨学金制度や就学支援金制度などの説明・相談を受け付けます。制度の内
容や申込書の書き方など、お気軽にご相談ください。
●日時

８月１日（木）〜16日（金）／午前９時〜午後５時
※土日祝日を除く
※８月８日（木）・９日（金）は午後８時まで受け付けます
●会場・問合せ先 人権教育啓発センター☎80-1080

広報おごおり R１・８・1
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奨学金制度

（福岡県教育文化奨学財団）

Q

Ｑ＆Ａ

奨学金を受けるには県内居住者で
なければなりませんか。

Ａ．保護者の生活の本拠地は、県内でなければ
なりません。しかし、単身赴任で家計支持
者が一時的に県外で生活している場合は対
象となります。また、保護者が県内居住者
であれば、生徒本人が県外の高校に進学し
ても対象となります。

Q

奨学金の返還方法を
教えてください。

Ａ．奨学金は奨学生に貸与されるもので、卒業
後、奨学生本人が返還することになります。
返還は、貸与終了後６か月経過後から始ま
ります。返還期間・金額は学校の種別によ
り異なります。また大学などへの進学や傷
病などにより返還が困難になった場合は、
申し出により返還が猶予される制度があり
ます。

※分からないことや心配なことは、在籍する中
学校や進学した高校、教務課、または右ペー
ジの説明・相談会でお気軽にご相談ください
※母子・父子家庭や父母のいない子どもを対象
にした「修学資金・就学支度資金」の貸付もあ
ります。詳しくは、子育て支援課児童家庭係
（あすてらす１階）☎72-6666にお問い合わせ
ください

「奨学金制度」
と

Q 「高等学校等就学支援金制度」の
違いがわかりません。

Ａ．「奨学金制度」
右のページの「奨学金制度について」を
ご覧ください。この制度は貸与ですので、
将来返還しなければなりません。貸与額
は高校進学後に決めることができます。
「高等学校等就学支援金制度」
中学校卒業後、高等学校などに進学す
ると授業料を納めなければなりません。
しかし、世帯所得が一定額未満の場合、
進学後に各学校で申請をすれば授業料相
当額の支給を受けることができます。公
立高等学校などは授業料が実質無償、私
立高等学校などは授業料軽減を図ること
ができます。

Q

奨学金を申請するか
迷っています。

Ａ．申請後に取り下げることもできるので、
迷っている場合は申請してください。在
籍する中学校、高校でお申し込みくださ
い。

子どもの育ちと学びを支援する教育条件整備署名のお礼
小郡市は、児童・生徒一人ひとりを大切にする人権・同和教育を基盤とした学校づくりや、誰もが安心して
暮らせる「人権のまちづくり」の取組を推進しています。その取組の一つとして、子どもたちの育ちと学びを支
援・充実させるために、教職員の「加配」、高校奨学金制度の改善・充実、BBクラブなどの学び場支援事業の充
実を求める署名活動を行っています。昨年は市内で３万人以上に署名いただき、県教育委員会などへの要請行
動に取り組みました。こうした取組によって、今年度も市内全ての小・中学校に人権・同和教育推進のための
教職員が加配されました。ご協力いただきありがとうございます。
本年も署名活動に取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いします。
各校区人権のまちづくり推進連絡会
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元気アップ↑ みんなでラジオ体操！
●問合せ先

生涯学習課社会教育係☎72-2111

ラジオ体操は体の代謝がよくなり、健康の維持・増
進、そして体力向上へとつながります。また世代を超え
て楽しめる日本の文化でもあります。家族で一緒に体を
動かしませんか？
●日時 ９月１日（日）
【第一部】午前９時30分〜10時
乳幼児とその保護者
〜親と子いっしょに体を動かしましょう！〜
【第二部】午前10時30分〜11時
小学生から大人まで
〜ラジオ体操の基本をおぼえましょう！〜
●会場 生涯学習センター七夕ホール
※申込不要

N H Kテレビ体操で
おなじみの
二人がやってくる！
二人の指導のもと、
楽しく体操しませんか。

た ごはじめ

多胡肇さん

し みず さ き

清水沙希さん

たなばた学遊倶楽部 心に届ける朗読講座 受講生募集
●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

心に響く朗読の仕方を基礎から学びます。発音、アクセント、イントネーション、間の取り方、感情移入の
仕方などを丁寧に指導します。
●期日 ９月５日〜11月28日の木曜日
（11月７日を除く、全12回）
※12月３日（火）に合同発表会
●時間 午後１時30分〜３時30分
●会場 生涯学習センター
●対象 50歳以上の市内在住者
●講師 竹中圭子さん
（大刀洗平和記念館朗読「祈りの会」朗読講師）
●定員 20人（定員に満たないと開講しない場合あり）
●受講料 3,000円（全回分）※支払い後の返却不可

●申込方法
窓口、ファクス、Ｅメールのいずれかで、①講
座名「心に届ける朗読講座」②氏名（ふりがな）③
生年月日④年齢⑤性別⑥郵便番号⑦住所⑧電話
番号を明記し、申込み
※Ｅメールで申込後、３日過ぎても返信が無い時
は、必ずご連絡ください
※申込多数の場合は、受講経験のない人を優先し
ます
●申込締切 ８月16日（金）／午後５時必着

家庭教育学級９月学習会

子どもを怒り過ぎて自分を責めてしまうママたちへ
●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

子どもを怒り過ぎて自己嫌悪に。そんなお母さんた
ちの気持ちに寄り添い、温かいメッセージをお届けし
ます。
●日時 ９月13日（金）
午前10時〜正午（受付９時40分〜）
●会場 生涯学習センターギャラリー
●講師 久保田陽子さん
（NPO法人ぽっぽ・わーるど副代表理事）

●受講費 300円（要申込）
●託児費 無料（未就学児まで）
※９月４日（水）までに要申込み
●申込方法
窓口、ファクス、Ｅメールのいずれかで、①氏
名（ふりがな）②住所③電話番号④託児希望の場
合はお子さんの氏名・月齢を明記し、申込み
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８月の会員作品常設展示
●展示内容
●応募・問合せ先

皆さんのご来場をお待ちしています。

書道二部（かな書道） ●会場

生涯学習センターエントランス

生涯学習課文化振興係（文化会館内）☎72-3737ファクス72-3828
〒838-0142 小郡市大板井136-1

第30回小郡市民文化祭 出品・出演者・体験教室開催者募集
●期日

11月9日（土）・10日（日）

ステージ部門

展示部門

民謡・コーラス・器楽・邦楽・舞踊・バレエ
謡曲・吟詠・着付け・その他
●会場 文化会館大ホール
●募集数 40団体
●出演時間 １団体15分（入退場時間含む）
●出演料 １〜10人 3,000円／団体
※以降、10人単位で2,000円増額
※説明会の際に納めてください
●説明会（８月30日に文化会館で開催）
詳細は、後日団体の代表者へ通知します
※説明会とリハーサルには必ず出席が必要です。
出席できない場合は、出演をお断りします

写真（六ツ切以上）・短歌・俳句・川柳・絵手紙
絵画・水墨画・書・生け花・手芸・陶芸・その他
●会場 生涯学習センター、文化会館
●出品数 一人１作品
※本人制作による未発表の作品に限る
●出品料 １作品500円（高校生以下は300円）
※申込みの際に納めてください
●説明会（８月30日に文化会館で開催）
詳細は、後日団体の代表者へ通知します

体験教室
当日、来場者が体験できる教室・講座
●会場 生涯学習センター、文化会館
●募集数 約10団体
●テナント料 １団体1,000円／日
※説明会の際に納めてください
●説明会（９月６日に文化会館で開催）
詳細は、後日団体の代表者へ通知します
※説明会で使用部屋や時間を調整します

共通事項
●対象 市内在住者
●申込方法 申込書に記入し、文化会館へ持参
※電話・ファクスでは受け付けません
※申込書は、文化会館・生涯学習センター・各校区
コミュニティセンターに設置
●申込締切 ８月22日（木）／午後５時

文化会館 初心者体験講座
文化芸術の振興、伝統文化の継承、気軽に参加できる機会づくりを目的に、
小郡市文化協会の講師による初心者体験教室を開催します。

茶道

裏千家

お茶の飲み方、お菓子
の頂き方など、初心者で
も伝統文化の茶道が気軽
に学べます。
●日時 ８月10日（土）
17日（土）
午前10時〜正午
●会場 文化会館和室
●対象 小学生以上
●受講料 500円／日
●定員 ５〜10人
●持参物 白くつ下

15
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喜多流

謡曲

日本最古の能楽「謡曲・仕舞」の体験をしま
す。祝事に役立つお謡い三番、祝舞をお伝え
します。
●期日 ①９月22日（日）②10月19日（土）
③12月１日（日）④２月８日（土）
●時間 ①③午前10時〜正午
②④午後２時〜４時
●会場 文化会館和室
※②は生涯学習センター会議室１
●対象 どなたでも
●受講料 無料
●定員 １〜５人
●持参物 白タビまたは白くつ下

●申込方法
窓口、電話、ファクス

茶道

表千家

茶道の基本的な所作を身に
つけ、お抹茶の飲み方、お客
のもてなし方などを学びます。
●期日 ９月12日・26日
10月10日・31日
（全て木曜日）
●時間 午前10時〜正午
●会場 文化会館和室
●対象 どなたでも
●受講料 500円／日
●定員 ２〜10人
●持参物 白くつ下

第18回スポーツレクリエ
第18回スポーツレクリエーション大会参加者募集
ーション大会参加者募集
兼第29回クロスロードスポーツ・レクリエーション祭予選会
兼第29回クロスロードスポーツ・レクリエーション祭予選会
●申込・問合せ先
スポーツ振興課スポーツ推進係（市野球場内）☎75-2373ファクス75-2454
〒838-0115 小郡市大保427-1 Ｅメールsports@city.ogori.lg.jp

●対象

小学生以上の市内在住者
（ふらばーるボールバレーのみ市内在勤・在学者も可）
●参加費 無料
●申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、窓口（市野球場内）、
ファクス、郵送、Ｅメールのいずれかで申込み

※ファクス、Ｅメール送信後は確認の
電話をお願いします
※申込用紙は市野球場、市体育館また
は市ホームページから取得できます
●申込締切 ８月20日（火）

ラージボール卓球

スポンジテニス

●日時 ９月７日（土）／午前８時30分〜
●会場 市体育館
●編成 １チーム６〜８人（35歳以上）
監督１人（兼選手可）、シングルス男女各２人（計４人）、
ミックスダブルス１組（２人）、交代員１人
※シングルス４人とミックスダブルス１組による対抗戦。
シングルスとダブルスに重複しての出場はオープン参加
※女性２人でのミックスダブルス出場可
※年齢基準日は平成31年４月１日現在

●日時
●会場
●編成

ふらばーるボールバレー
●日時
●会場
●編成

９月７日(土)／午後１時30分〜
市体育館
１チーム５〜８人(年齢・性別不問）
監督１人(兼選手可)、競技者５人、交代員２人
※市内在勤・在学者も可(クロスポ祭へは出場できません）
★ふらばーるボールバレーとは★
おにぎりのような変形ボールを使ったバレーボール型のレク
リエーションスポーツです。ボールのはねる
方向に意外性があり、予想のつかない動きを
します。
練習用のボールを貸し出します。興味のあ
る人は、お気軽にお問い合わせください♪

９月７日（土）／午前８時30分〜
市体育館
１チーム４〜７人（年齢不問）
監督１人（兼選手可）、
競技者４人（男女ペア２組）、
交代員２人
※ダブルスでの対戦
（男女ペアまたは女子ペアでの出場）

室内ペタンク
●日時
●会場
●編成

９月８日（日）／午前８時30分〜
市体育館
１チーム３〜６人
（年齢・性別不問）

ターゲット・バードゴルフ
●日時 ９月８日（日）／午前８時30分〜
●会場 市陸上競技場
●編成 個人（年齢・性別不問）
※雨天時は９月15日（日）に延期し、生涯
学習センター七夕広場で開催します

ライジングゼファーフクオカ
バスケットボールクリニック参加者募集
●申込・問合せ先 （一社）小郡市スポーツ協会事務局（市野球場内）☎80-5970ファクス80-5967
〒838-0115 小郡市大保427-1 Ｅメールsports@ogori-taikyo.org
●日時 ９月１日（日）／午前10時〜正午
●会場 小郡小学校体育館
●対象 小学生※未経験者、初心者も参加可
●参加費 500円（小郡市スポーツ協会登録者は300円）※教室当日、受付時に支払い
●申込方法 申込用紙に記入し、窓口・ファクス・Ｅメールで申込み
※申込用紙は、協会ホームページから取得できます
※ファクス・Ｅメール送信後は、確認の電話をお願いします
●申込締切 ８月28日（水）／午後５時
広報おごおり R１・８・1
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希み道場の３人が
全国大会に出場

6.27
thu

希み道場に通う、中島和花さん（のぞみ小６年）、
中川滉太さん（のぞみ小４年）、蓮尾悠人さん（のぞみ
小４年）が、第39回福岡県空手道選手権大会で好成績
を収め、８月に三重県で開催される全国大会への出
場を決定。激励のため、市長が希み道場を訪問しま
した。
４年連続の全国大会出場となる中島さんは「去年は
形だけの出場だったけど、今年は形と組手で出場す
るので楽しみ。小学生最後なので１番いい成績をと
りたい」と意気込みを語ってくれました。また初出場
となる中川さんと蓮尾さんは「全国のレベルがどれく
らいか楽しみ」と話しました。なお、中島さんと中川
さんは、県代表として団体戦にも出場します。

陸上で全国大会へ！
熱い決意を報告

7.8

mon

鳥栖工業高校３年の姫野稀央さん
市内在住の姫野稀央さんが、インターハイ北九州予選で5000ｍ
競歩２位に入賞し、沖縄インターハイへの出場を市長に報告しま
した。
姫野さんは、高校２年生の時のけがをきっかけに長距離から競
歩に転身。約１年でインターハイ出場を決めました。タイムを縮
めるために「推進力」や「腕の振り」を意識していると話す姫野さん。
「入賞できるように頑張りたい」と意気込みを語りました。
のぞみが丘小学校６年の淵上有紗さん、川副剛煌さん、
三国小学校６年の吉田葵唯さん
小学６年生の淵上有紗さん、川副剛煌さん、吉田葵唯さんが、
８月に神奈川県で開催される日清食品カップ第35回全国小学生陸
上競技交流大会への出場を市長に報告しました。
予選では、渕上さんがコンバインドＡ（ハードル走・高跳び）、
吉田さんがコンバインドＢ（ジャベリックボール・幅跳び）、川副
さんがコンバインドＢでそれぞれ１位となり、コンバインド種目
のトップのほとんどが小郡市の選手という素晴らしい結果となり
ました。
母親の勧めで陸上を始め、普段の練習は母親とのマンツーマン
という吉田さんは、「自己ベストを更新できるように頑張りたい」
と抱負を述べました。

17
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安武玄晃さんと立石中が
コンサートで熱演！

6.26
wed

小郡市出身のサックスプレーヤー安武玄晃さんが、
立石中学校３年生とのコンサートでの共演を前に、
レッスンを行いました。安武さんから生徒たちに対
し「自分の得意分野を生かして、いろんな景色を見て
ほしい」というアドバイスのもと、練習がスタート。
慣れないコーラスに、始めは少し歌いにくそうな生
徒たちでしたが、身振り手振りを交えた指導や、プ
ロのミュージシャンの歌や演奏を目の当たりにし、
徐々に表情が和らぎ、声が出るようになりました。
７月６日、迎えた本番。緊張した面持ちの生徒た
ちでしたが、見事に全２曲を歌い上げ、涙する観客
の姿も見られました。

ゆいり

髙原 唯里ちゃん
H29.８.21

８月

みんなのアイドルゆいり
♪２歳のお誕生日おめで
とう☆おおらかで優しい
子に育ってね！
！

みやび

きいち

中島 雅弥くん

廣田 稀一くん

H30.８.８

H29.８.９

１歳の誕生日おめでとう
☆ニコニコ笑って元気に
遊んでる雅弥くん。これ
からもすくすく大きくな
ってね！

２歳のお誕生日おめでと
う！いつもたくさんの笑
顔と幸せをありがとう。
これからも元気にすくす
く育ってね☆
このか
けいと

けいしん

ふたば

安部 二葉ちゃん

かえちゃん♡２歳おめで
とう♡これからも３姉妹
で仲良く育ってね♡

３歳のお誕生日おめでと
う☆いつも笑顔でお話大
好きなふぅちゃん。これ
からも元気いっぱい大き
くなってね！

H29.８.13

H28.８.20

あいり

そうすけ

南島 颯介くん

池上 愛莉ちゃん
H26.８.31

H30.８.３

お誕生日おめでとう！これ
からも家族で楽しい思い出
いっぱい作ろうね！生まれ
てきてくれてありがとう！
！

図書館司書が選ぶ読み聞かせ絵本
おいていかないで
林

H28.８.24

３歳おめでとう！笑顔の
可愛いななちゃんが大好
き！これからもたくさん
食べて遊んで元気に大き
くなってね！
さな

さーちゃん、３歳おめで
とう！いつもたくさんの
笑顔をありがとう！これ
からも元気いっぱい、大
きくなーれ♪

かえ

頼子／作

ななこ

黒岩菜々子ちゃん

このちゃん、２歳のお誕
生日おめでとう！いつも
元気いっぱいだね♪これ
からの成長も楽しみだよ
(^^)

.８.４4
H29.７.2
H28

成瀬 日媛ちゃん

筒井

かりん、誕生日おめでと
う！みんなかりんちゃん
のえがおがだいすきだよ。

野口 沙夏ちゃん

H29.８.30

５歳おめでとう★いつも
妹のお世話を手伝ってく
れてありがとう♪優しく
て頑張り屋さんの愛ちゃ
んが大好き★

H28.８.５

ちゃん
香くん
啓智
藤波心乃
白水

楠 敬心くん
２歳のお誕生日おめでと
う。いつも笑顔で癒して
くれてありがとう！これ
からも元気にたくさん遊
ぼうね。

かりん

福田 夏鈴ちゃん

明子／絵

H28.８.８

しん

北島 慎くん
H26.８.10

お誕生日おめでとう★こ
れからも笑顔が素敵な優
しいしんでいてね(^^)だ
いすきだよ★！

10月生まれのお子さんの写真を募集します！
写真にお子さんの名前（ふりがな）・性
別・生年月日、住所、電話番号、30字程度
のメッセージを添え、窓口、郵送、ホーム
ページのいずれかでお申し込みください。
※５歳まで（先着順）
●申込締切 ９月３日（火）
●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

あやこには、少し年の離れたお兄ちゃんがいます。お兄ちゃんは足手まといのあ
やこをおいて、そっと出かけようとしますが、すぐにあやこに見つかって「わたし
もいく」とせがまれます。
やめたやめたと言いながら、あやこがうとうとと寝た隙に、また出かけようとし
ますが、やっぱり見つかってしまいます。
お兄ちゃんと一緒に遊びたいあやこと、あやこをおいていこうとあの手この手のお兄ちゃん。きょうだい
だけに限らず、小さなお子さんがいるお家では、親子の間でも日常のよくある光景、あるいは自身の子ども
の頃を思い出す人もいるのではないでしょうか。
お兄ちゃんの気持ち、あやこの気持ちどちらに寄り添うかで、お話の感じ方が変わってくるかもしれませ
んね。

広報おごおり R１・８・1
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こんなことしたよ

のびのびキッズ
ルーム

のびのび広場

人権講座

リフレッシュ講
座

▲

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

▲

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

のびのび
キッズルーム

のびのび広場

６月14日（金）

あすてらす多目的ホール
講師 大崎保育所の先生

あすてらす和室
講師
ジェレノー・ディーンさん
治美さん

参加者の声

参加者の声

英語に触れることができて
とても楽しかったです。先
生の話の仕方もとても上手
で親子共々楽しめました
親子で楽しく参加できて良
かったです。体を使った遊
びもあったので、息子も飽
きることなく最後まで意欲
的でした

６月26日（水）
人権教育啓発センター
講師 ジェレノー治美さん

６月27日（木）
大原きぼうの森館
学習室1・2
講師 松永恵代さん

広い室内でたくさん体を動 参加者の声
かしたり、走り回ったり、
私の発する言葉が子どもに 参加者の声
普段できないことができて
先入観を植え付けているん
家でも子どもたちに虫よけスプ
楽しかったです
だと気付けたことが良かっ
レーを使ってみます。香りに癒
体を動かす遊びや親子の触
たです
されました
れ合い遊びなど、色々とあ
今、悩んでいたことに関す
楽しかったです。アロマオイル
って楽しかったです。保育
る話が聞けて心がスッキリ
のことや虫よけ対策について詳
所での様子も聞けて良かっ
しました。 ME TIME（自分
しく聞けて勉強になりました
たです
の時間を作る）で自尊心を
高めて自分も子どももハッ
ピーになれるように今から
やってみます！
！

地域子育て支援拠点事業（小郡市）

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

（ひまわり館東野内）

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。
西鉄天神
大牟田線

至福岡
うどん屋

リフレッシュ講座

『親子ふれあいあそび』 『ポジティブ
『アロマセラピー』
カウンセリング』
〜虫よけ消臭スプレー作り〜
６月20日（木）

『英語であそぼう！！』

開室時間

人権講座

つどいの広場ぽかぽか
（ひまわり館東野内）
西鉄大保駅

至久留米

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。

乳幼児の救命救急
〜起こりやすい病気や事故の予防と手当て〜
やけど、誤飲、嘔吐など子どもに起こりがちな病気や事故の対処の仕方、
災害時における備えや気をつけておきたいことなどを学びます。
もしもの時のために、対処の仕方を知っておくことは命を守るために大
切なことです。ぜひこの機会にご参加ください。
★日時 ９月４日（水）／午前９時30分〜正午
★会場 ひまわり館東野ホール
★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
★講師 日本赤十字幼児安全法指導員
★定員 20人（先着順・託児あり）
※８月９日（金）／午前９時から電話受付
※若干の教材費がかかります
※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
に入れて持ってきてください（要記名）
８月13日（火）〜15日（木）は、ひまわり館東野が休館のため、お休みです
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図書館だ より

市立図書館 ☎72-4319 ファクス72-3501
開館時間 午前10時〜午後６時
（金曜は午後８時まで）

オニのサラリーマン
じごくの盆やすみ
富安陽子／文

外遊びができない
猛暑の日でも、本があれば
子どもと一緒に楽しい時間が
過ごせますよ。

だっぴ！

北村直子／作

こぐま社

福音館書店

大島妙子／絵

ドーナツのあなのはなし

パット・ミラー／文
ヴィンセント・Ｘ．キルシュ／絵
金原瑞人／訳 廣済堂あかつき

どうしてド
地獄で働く
ーナツには穴
鬼のサラリー
が開いている
マンが主人公
か？それには、
のシリーズ最
ちゃんとした
新作。会社勤
理由があるの
めのお父さん
です。ドーナ
が大変なのは、
ツを発明した
人間界だけで
グレゴリー船長のおはなし。
はなかった!?お父さんと一緒に読みた
い絵本。

あつい あつい
垂石眞子／作

福音館書店

極北圏のあやとり
野口とも／著

誠文堂新光社

ダンゴムシ、
暑くてたまら
あやとりは
セミなど、脱
ない動物たちが、
世界のいたる
皮する生き物
涼しいところを
ところで伝承
が登場します。
探して移動中。
されています。
「もぞもぞ も
やがて、みんな
「世界の伝承
ぞもぞ
だっ
がたどり着く涼
あやとりシリ
ぴ！」繰り返す
しいところと
ーズ」の１冊。
リズムが楽し
は？爽快な結末
アザラシやカ
い、小さな自然科学の絵本です。
に読者もスッキリします。
リブーなど、極北圏ならではのあやと
りが紹介されています。

タコやん
富安陽子／文
福音館書店

南伸坊／絵

ある日、しょ
うちゃんの家に
海からタコがや
っ て き て 、「 あ
そ び ま し ょ 」。
タコと遊ぶのは
嫌だな、と思っ
たしょうちゃん
でしたが…。タコの友だちが欲しくな
る愉快な話。

お知らせ

海の生きもの
つかまえたらどうする？
杉本幹／文 松橋利光／写真
こばようこ／絵 偕成社

海でつかまえ
た貝や魚、家に
連れて帰ったも
のの、さて、ど
うしよう？カ
ラー写真とイラ
ストで飼い方な
どをくわしく教
えてくれる本です。

おはなしフェスタinおごおり
おはなしどんどん

市内で活動中のおはなしボランティアの会が、
おはなし会を開催します。素敵なおはなしが盛り
だくさんです！子どもから大人までどうぞ。
●日時 ８月25日（日）／午前11時〜午後０時30分
●会場 あすてらす２階視聴覚室
※申込不要

宇宙探査って
どこまで進んでいる？
寺薗淳也／著
誠文堂新光社

おきましょう。

宇宙好きにはたま
らない、宇宙探査情
報が満載の本。やが
ては、宇宙へ旅行に
出かけたり、移住し
たりする日が来るか
もしれません。その
前にしっかり学んで

臨時整理休館のお知らせ
館内消毒作業のため、次の期間図書館を休館し
ます。ご理解とご協力をお願いします。
●期間 ８月13日（火）〜15日（木）
※休館中の本の返却は、返却ポストをご利用くだ
さい。ただし、AV資料や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、布の絵本は開館後に図書館へ返却してく
ださい
広報おごおり R１・８・1
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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

飲酒運転の撲滅

小郡警察署管内の犯罪・交通事故の発生状況

平成30年の県内の飲酒運転事故発生件数は144件で、全国ワースト
６位です。お酒はなかなか抜けません。家族や職場の同僚などに飲酒
運転防止を呼び掛けるなどして、飲酒運転撲滅に取り組みましょう。
また、ふらつきながら走る車や、酒を飲んで車を運転しようとしてい
る人を見たら、110番通報してください。
「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」そして「見逃さない」
○刑法犯発生件数 140件（−63件）
○交通事故発生状況 発生件数 150件（−17件）

■H30
40

31

30

28

20
10
0

11

7

4
空き巣

4

車上ねらい

2
0
部品盗

0 0
オートバイ盗 自転車盗

23

17

万引き

※（ ）は、昨年同月比を示す

死者数

０人（−３人）

こちら１１９

毎月９日は
防火の日

（令和元年６月末現在）

■R１

負傷者数

189人（−14人）

久留米広域消防本部
三井消防署 ☎72-5101

台風から身を守るために

これから秋にかけ台風が発生しやすくなります。台風の接近が予想されているときは、早めに準備を整え、危険
から身を守りましょう。
台風が接近する前
●事前の情報収集を
市のハザードマップで、危険箇所や
避難場所をあらかじめ確認しておき
ましょう
●屋外での対策
飛ばされやすいものは屋内に収納す
るか、しっかり固定しましょう

●屋内での対策
窓にガムテープを貼るなどし
てガラスの補強をしましょう
●ライフライン断絶に備える
断水に備え、飲料水の確保。
避難に備え、非常持ち出し品
を準備しましょう

消 費生活相 談室

小郡市消費生活相談室
☎27-5188

●早めの避難
気象情報や避難に関する情報に十分
注意し、危険が迫る前に安全な場所
へ避難しましょう
台風が接近してからは身の安全を優先
し、屋外へ出ないようにしましょう

窓口開設日
毎週月〜金曜日
午前９時〜正午、午後１時〜４時

平成30年度消費生活相談の概要
平成30年度の小郡市消費生活相談室への相談件数は、情報提供を含め324件で、半数以上が60歳以上の人からの
相談です。相談内容の内訳や最近の傾向をお知らせします。
年代別の相談件数
年代
未成年
20代
30代
40代
50代
60代
70歳以上
その他

件数
７件
27件
18件
33件
45件
61件
103件
30件

相談件数の多い上位５位

主な内容・件数・最近の傾向

★通信サービス【デジタルコンテンツ、移動通信
サービス、光通信】
（62件）
スマートフォンなどを利用したSNSによる
ネット通販やアダルトサイト、儲け話などの
トラブルが増加
★商品一般
【商品を特定していない架空請求など】
（51件）
架空請求の相談が急増。相談件数は全国的
に前年比約２倍。また、はがきやメールだけ
でなく、封書を使う手口も発生

★教養娯楽品【新聞購読、パソコン、
携帯電話】
（22件）
★金融・保険サービス【融資、ファン
ド、クレジット】
（21件）
仮想通貨や投資関連の相談が増
加傾向
★食料品【健康食品、飲料】
（20件）
健康食品の定期購入トラブルが
多い（特に若年層に多い）

【アドバイス】
★架空請求は、業者には連絡せずに無視しましょう
★ネット通販は、店の連絡先や日本語の表示などが不自然でないかよく確認しましょう。また、支払方法が前払い
のみやブランド品などが極端に安価で販売されている場合は注意が必要です
★アダルトサイトのワンクリック請求は、契約が成立していないため、支払い義務はありません
★定期購入は「お試し価格」に惑わされずに、金額・契約期間・解約条件などをよく確認しましょう
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living information

くらしの情報

市役所☎72-2111（代表）
73-4466

お知らせ

01 お盆期間（８月11日〜16日）の業務のお知らせ
×は休業日です。電話番号の記載がないところは、市役所☎72-2111にお問い合わせください。なお、
開館中でも事務室は休業の場合があります。
11 12 13 14 15 16
日祝 月休 火 水 木 金

市役所
ごみ収集
し尿収集
クリーンヒル宝満
☎092-926-5300
浄化槽洗浄
コミュニティバス
おごおり情報プラザ
人権教育啓発センター
あすてらす☎72-6666

× ×
×
×
×
× × × × ×
×

× × ×

× × × × ×
× ×
× ×

みくにサービスセンター

教育センター☎73-4044
生涯学習センター☎73-2084

× × × × ×
× × ×

図書館☎72-4319
文化会館☎72-3737

× × ×

各校区コミュニティセンター

ポピーの里あじさか館は11日（日・祝）も休み

運動公園☎75-2373
体育館
古代体験館おごおり
☎75-7555

満天の湯（あすてらす内）
あすてらすサービスセンター

11 12 13 14 15 16
日祝 月休 火 水 木 金

シルバー人材センター
☎73-1881

× × ×

お知らせ

× ×

河北苑（葬斎場）☎75-5701

お知らせ

03 平和祈念の黙とうを

02 令和元年度 敬老祝い

総務課総務係☎72-2111

介護保険課高齢者サービス係☎72-2111

お願いします

広島・長崎への原爆投下から74年がたち
ます。広島市では８月６日、長崎市では８月
９日の原爆投下時刻に１分間の黙とうがささ
げられます。
市は、昭和59年12月に非核恒久平和都市
宣言を行っており、毎年それぞれの原爆投下
の日と８月15日の終戦の日に１分間の黙と
うを呼び掛けています。
原爆死没者および戦没者の慰霊と世界恒久
平和の確立を願い、下記の日時から１分間の
黙とうをお願いします。
★日時 ８月６日（火）／午前８時15分
９日（金）／午前11時２分
15日（木）／正午

金を支給します

長寿のお祝いとして、敬老祝い金を支給し
ます。振込口座情報の確認のため、８月中に
対象者へ文書を送付します。
★対象 平成31年４月２日〜令和２年４月
１日に、下表のいずれかの年齢に到達し、
平成31年４月１日〜令和元年８月１日ま
で引き続き小郡市の住民基本台帳に登録さ
れた人
★支給方法 窓口、口座振込（予定）
年齢

金額

生年月日

満88歳

５千円

昭和６年４月２日
〜昭和７年４月１日

満100歳

３万円

大正８年４月２日
〜大正９年４月１日

広報おごおり R１・８・1
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申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

ホームページ

お知らせ

04 ドキュメンタリー映画

「ぼけますから、よろしくお願いします。」無料上映会

地域包括支援センター（北別館1階）☎72-2111
本作は、平成28年にテレビで特集され、大反
響を呼び、映画化されたものです。監督本人が、
娘である「私」の視点から、認知症の患者を抱え
た家族の内側を丹念に描いています。認知症、
老老介護、介護離職などの社会問題に対し、理
解を深める機会にしませんか。
★日時

９月28日（土）
午後１時30分（受付１時〜)
★会場 生涯学習センター七夕ホール
★料金 無料（要チケット）
★チケット配布
日時 ８月１日（木）〜
午前９時30分〜正午、午後１時〜４時
場所 地域包括支援センター
配布枚数 220枚（先着順）
※１人２枚まで配布
※電話申込は不可

あらすじ
東京で働く「私」は、母の認知症を機に仕事を
やめ、実家に帰るか決心がつかず思い悩む。そ
んな時、父の「（介護は）わしがやる。あんたはあ
んたのしごとをせい」という言葉を受け、両親の
記録を撮ることが自分の使命だと思い始めた…。

令和元年小郡市民まつり

05 市民まつり「バルーン搭乗体験＆DIY体験ワークショップ」
小郡市民まつり実行委員会（商工・企業立地課商工観光係内）☎72-2111

バルーン搭乗体験（申込不要）
熱気球（バルーン）の係留飛行を行います。バ
ルーンのゴンドラに乗り込んで、地上10〜20m
の高さまで上昇し、上空からの景色を楽しむこ
とができます。
★日時 ８月25日（日）／午前７時〜９時
★会場 あすてらす多目的広場
★定員 40組程度（先着順）
★１回の飛行で搭乗できる人数
①大人２人
②大人１人と子ども２人
③子ども４人
※気象状況により中止・中断する場合あり

DIY体験ワークショップ（申込不要）
木工の楽しさを体験できる
ワークショップを開催します。
巣箱や本棚など、初心者でも
簡単にDIYを体験できます。
★日時 ８月25日（日）
午後２時〜６時（予定）
★会場 市民まつり会場
（生涯学習センター七夕広場）
★定員 15組（先着順）
★参加費 無料（材料費が必要）
※工具は用意します

小郡市民まつりのチラシを８月16日発行の広報に折込みます
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くらしの情報

お知らせ
節水にご協力ください
８月は水の使用が増える時
期ですが︑蛇口はこまめに閉
めるなど︑節水を心がけまし
ょう︒ご協力をお願いします︒
三井水道企業団
☎７２・５１０６

日︵火︶

お盆期間の
休日急患当番医︵歯科︶
８月
こいかわ歯科・小児歯科ク
リニック︵大刀洗町山隈︶
日︵水︶

☎７７・３０３３
８月
後藤歯科医院︵小郡市三沢︶
日︵木︶

士で話しませんか︒心も体も

の場です︒同じ立場の仲間同
弾いてみませんか︒

トグランドピアノ

機 会 に﹁ カ ワ イ フ ル コ ン サ ー
﹂を
GS-10

リフレッシュして︑日頃の疲
日︵月 ・ 休︶・
日

日︵水 ︶

あすてらす２階

郷土史研究会員が案内します︒

日︵月・ 祝︶

日時

分〜午後５時

市体育館

五條家御旗祭り︑良成

無料

人︵抽選 ︶

往復はがきに①イ

９月

日︵火︶

大原合戦６６０周年実行

申込締切

話番号を明記し︑申込み

ベント名②住所③氏名④電

申込方法

定員

参加費

親王御陵墓︑大円寺

行程

集合・解散

午前８時

９月

各種教室

うつ病・抑うつ状態と

☎７２・２１１１

九州歴史資料館
﹁平日古代体験﹂

申

委 員 会 事 務 局︵ 商 工 ・ 企 業

実際に発掘された土器を型

取った立体のパズルや瓦など

立地課商工観光係内︶

内容

対象

時

日時

日︵月︶／ 午 後 １

分

プラ板キーホルダー︑

５歳〜６歳︑小学生

分〜３時

８月

夏休み子ども工作教室

教室・講座

☎７２・２１１１

の模 様 を写し 取 る﹁拓 本と り﹂︑

熱して溶かした合金の鋳型へ

の﹁流 し 込 み﹂︑ 銅 矛 や 銅 鏡 を

作 る﹁鋳 造 体 験﹂な ど ︑ 古 代 に

時〜午後４時

８月７ 日︵水︶

触れる体験が楽しめます︒
日時

午前

九州歴史資料館

体験は︑無料と有料のもの
※
が あ ります︵申 込不要 ︶
会場

☎７５・９５７５

日︵金 ︶

人︵先着順 ︶

ホログラム万華鏡︑紙こま

づくり

定員

電話

無料

申込方法

８月

参加費

南北朝・大原合戦ゆかりの

申込締切

大原合戦660周年記念
事業 南北朝バスツアー

地を巡るバスツアー︒小郡市
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会場
対象

無料︵申 込 不要︶

茶話会など

診断された人の家族など
内容

日︵ 日 ︶・

日︵ 金 ︶・

参加費

８月

分〜３時

福祉課障がい者福祉係

︵月︶／ 午 前 ９ 時 〜 午 後 ４ 時

８月

日時

日︵金︶
分〜３時

１ 団 体︵個 人︶１ 時 間 程 度
※
会場 文化会館小ホール

人権教育啓発センター
１階大集会室

窓口︑電話︑ファ

申込方法

日︵日 ︶

小郡カトリック幼稚園
夏祭り＆バザー２０１９

７２・３８２８

☎７２・３７３７

申

希望する前日までに申込
※
文化会館

クス

フォークダンス︑

午後１時

８月

れを吹き飛ばしましょう︒
日時
会場
内容
フリートーク
運動靴でお越しください
※
地域包括支援センター
☎７２・２１１１

日︵金︶

８月

午後３時〜５時

日時

市役所子ども育成課

午後２時〜４時

８月

ひとり親サポートセンタ
ー出張相談会
日時
会場

︵北 別 館 １ 階 ︶
内容
販売
会場

日時

うつ病﹁家族広場﹂

☎７２・８４４１

小郡カトリック幼稚園

ショップ︑かき氷︑雑貨の

雨天決行
※
縁日︑ゲーム︑ワーク
就職や仕事などに関す
る悩みの相談

☎３２・１１４０

ひとり親サポートセンター

内容

16

26

30 23

26

☎７５・４３８０
８月
ひぐち歯科医院
︵小 郡 市 小 郡︶
☎７２・２９０４
いずれも診療時間は午前９
※
時〜午後４時

文化会館でピアノを
弾いてみませんか
弦張り替え調整のため︑ピ

午後１時

40

30

30

アノを無料開放します︒この

10

30

23

介護家族﹁笑顔のつどい﹂
介護をする皆さんのつどい

30

20

18 12

25

21

10

23

23

13
14
15

会場 申

小郡大刀洗シルバ

ー人材センター
☎７３・１８８１

夏休み親子木工体験

会場
対象

受講料

時〜午後３時

午前
申込締切

２︐０００円

日︵金 ︶

４︐７００円
８月

福岡県危険物安全協会

９月６日〜

月

気道を体験しませんか︒

側︶

会場

１時

分

無 料︵ ス ポ ー ツ 安 全

市 武 道 場︵ 市 体 育 館 西

分〜３時

毎 週 金 曜 日︵全 ６ 回︶／ 午 後

日時

日の

体づくりや護身術にもなる合

た無理のない稽古で︑健康な

女性や熟年者も自分に合っ

合気道体験教室

☎０９２・２７３・１１５０

申

願書は各消防署・出張所で
※
取得できます

あすてらす２階
ボランティア活動室
受講後︑ボランティア

団体に所属し︑ボランティ
人︵先着順︶

ア活動に参加可能な人
定員
参加費

木 を 組 み 立 て て 作 る〝 宝 箱 〟
を親子で作ってみませんか︒
筆記用具︑バスタオ
９月６日︵金︶

☎７３・１１３１

ボランティア情報センター

申

申込締切

ル１枚︑昼食

持参物

分

日︵土︶／ 午 後 １

８月
分〜３時

平田家住宅主屋︵土間︶

小学生を含む家族
古賀友貴さん
︵Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 技 術 顧 問︶
５組︵先着順︶

日

参加費

保険料は実費︶
９ 月 ２ 日︵月 ︶
小 郡 合 気 道 会︵鹿 毛︶

申込締切
申

験

☎ ０ ９ ０・３ ６ ０ ７・９ ４ ５ ０

試

受験資格
〜平成
れた人
申込方法

昭和

年４月２日

年４月１日に生ま

申込書を持参︑郵送

日︵日︶

日︵金︶

申込書は窓口またはホーム
※
ページから取得できます
申込期間
９月

８月５ 日︵月︶〜
第一次試験日

あすてらす

三井水道企業団総務課

試験会場
申

☎７２・５１０６

年４月１日に生ま

平成５年４月２日

消防吏員６人

久留米広域消防本部
消防職員採用試験
採用予定数
受験資格
〜平成
れた人
申込期間

日︵金︶

８ 月５日︵月︶
〜

申

久留米広域消防本部人事

研修課

☎３８・５１６３

年４月１日に生ま

平成４年４月２日

一般事務１人

山神水道企業団
職員採用試験︵高卒程度︶

採用予定数

受験資格

〜平成

れた人

申込方法

は郵送

申込書を持参また

申込書は山神水道企業団︑
※
小郡市役所︑またはホーム

８月

日︵日︶

日︵金︶

ページから取得できます

申込締切

９月

山神水道企業団

第一次試験日

試験会場 申

礼

☎０９２・９１９・５０３０

お

〜小郡市社会福祉協議会〜

堀内 利子︵亡夫 保︶

日︵火︶消 印 有

松崎

○ 香 典返し 寄附 者︵敬 称略 ︶

申込書は各消防署︑各出張
※
所︑小郡市役所︑ホームペ

匿名

肥 山明 美︵亡 夫隆 治︶

○一般寄附

宝城南

秋山 範重︵亡母 典子︶

日︵日︶

干潟
月

久留米商業高等学校

試験会場

第一次試験日

ージから取得できます

郵送は８月
※
効

14

日時
時
会場
対象
講師
定員

日︵ 火 ︶・

分

分

日︵金︶の う ち い ず

９月

危険物取扱者保安講習
日時
︵木︶・
れか１日

︻午前の部︼午前９時

〜午後０時

分

分

宮ノ陣クリーンセンタ

〜４時

︻午後の部︼午後１時
会場

ー環境交流プラザ
危険物施設で危険物の

22

１組２〜３人
※
参加費 無料
電話

ＮＰＯ法人文化財保存工

申込方法
申

学研究室
☎７３・１５１０
月・水・金曜の午前中のみ
※

セラピューティック・ケ
アボランティア養成講座

対象

取扱作業に従事する危険物

一般事務１人

三井水道企業団
職員採用試験
採用予定数

土木１人

23

22

23

11

60

20

30

10

30

14

14

30

23

20

優しくなでることで︑心と
体 に 癒 し を も た ら す﹁ セ ラ ピ

取扱者で︑前回の講習を受
日から３年目の人など

ュ ー テ ィ ッ ク ・ ケ ア ﹂を 学 ん
日︵火︶

けた日以降の最初の４月１

９月

広報おごおり R１・８・1
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で︑地域で活動しませんか︒
日時

17

10

19
30

30
30

30

30

10

17

10

20
20

30

夏バテを予防しよう！
夏バテとは、高温多湿な夏の暑さによる体調不良の総称をいいます。自立神経
が乱れ、体温調整が正常に機能しなくなることが原因だと考えられています。夏
バテの人は、体力が失われている分、熱中症や夏風邪などの病気につながるリス
クも高まります。対策をして、夏の疲れに負けない日々を過ごしましょう！

夏バテ予防は食事から
１日３食をきちんと食べよう！
バランスの良い食事は、朝・昼・夕の３食でしっかり食べることから始まります。特に朝食抜きの食
生活は、水分不足やエネルギー不足に繋がり、パワーを出すことができません。少しずつでも、食べる
習慣をつけましょう。バナナ、おにぎり、温かい汁物、サンドイッチ、ヨーグルトなどがおすすめです。

主食・主菜・副菜をそろえよう！
「主食」
「主菜」
「副菜」のそろった栄養バランスの良い食事をめざしましょう。特に和食はおすすめです。
主食

主菜
ごはん・パン
麺など

炭水化物を多く含み、
エネルギーのもとになる

副菜
肉・魚・卵
大豆製品

たんぱく質を多く含み、
体を作るもとになる

野菜・海藻
きのこなど
ビタミン・ミネラル・食物繊維
を多く含み、体の調子を整える

夏バテ予防におすすめの野菜・果物
夏野菜や南国で採れる果物はビタミン類が豊富で、夏に停滞しがち
な新陳代謝を促してくれます。
・夏野菜…なす、きゅうり、トマト、ピーマン、
オクラ、にがうり（ゴーヤ）など
・夏の果物…すいか、キウイ、バナナ、メロンなど
※果物は糖質も多く含まれているので、食べ過ぎには注意が必要です
（例：りんご１／２個、またはバナナ小１本が１日の目安です）

甘いもの・冷たいものの食べ過ぎに注意！
甘いものばかり食べると、血の巡りが悪くなり疲労感が増すだけでなく、糖尿病のリスクも高めます。
適量（１日100kcal〜200kcal）を心がけましょう。また、冷たいものばかり食べると、食欲不振や胃もたれ、
便秘などを起こします。「１食に１品は温かいものを食べる」
「冷えている飲み物は氷を入れずに飲む」な
ど、胃腸を冷やさないように注意しましょう。

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。☎72-6467
毎週月〜金曜日 午前９時〜11時／午後１時〜４時（あすてらす休館日を除きます）
●問合せ先

健康課健康推進係☎72-6666
広報おごおり R１・８・1
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ちょっと足を の ば して
久留米広域圏・筑後川流域クロスロード広域イベント情報

第13回フッペルと共に
映画「月光の夏」上映

DAZN Presentsサガン鳥栖
パブリックビューイング
in久留米シティプラザ
＜久留米市＞

＜鳥栖市＞

終戦記念日に平和のシンボルであるピアノ「フッ
ペル」を囲んで、平和コンサートを開きます。希望
湘南ベルマーレ戦のパブリックビューイングを開 者はフッペルを演奏できます。（当日会場で申込み）
催します。サガン鳥栖グッズが当たる抽選会も実施。 コンサート終了後、映画「月光の夏」を上映します。
日時 ８月17日（土）／午後７時〜（６時30分開場）
第13回フッペルと共に
会場 久留米シティプラザ六角堂広場
日時 ８月15日（木）／午前11時〜
※申込不要、入場無料
会場 サンメッセ鳥栖１階ロビー
筑後川流域クロスロード協議会事務局
内容 ベートーベン作曲「月光」の演奏希望者の演奏
（鳥栖市総合政策課内）☎85-3551
映画「月光の夏」上映
日時 ８月15日（木）／午後０時30分〜
会場 サンメッセ鳥栖４階ホール
花火動乱蜂
＜久留米市＞
※入場無料
県の無形民俗文化財に指定された、江戸時代から
鳥栖市文化芸術振興課☎85-3645 85-3647
伝わる豪快な仕掛け花火です。巣をつつかれた蜂た
ちが一斉に外に飛び出すように、花火が四方八方に
うきはのぶどう狩り＆なし狩り
飛び散ります。
＜うきは市＞
期日 ９月15日（日）
会場 王子若宮八幡宮王子池周辺（久留米市山本町）
甘くやさしい香りに包まれたフルーツの宝庫うき
久留米観光コンベンション国際交流協会
は市。夏はぶどう狩り（８月上旬〜９月下旬）、なし
☎31-1717 31-3210
狩り（８月上旬〜10月下旬）の季節です。新鮮でと
れたての美味しさを味わってみませんか。
日時 ８月上旬〜10月下旬／午前９時〜午後５時
おおき堀んぴっく2019
＜大木町＞
会場 うきは市内の観光農園
堀の水上に敷いたゴザを走る競技やハンギリ競争
観光会館土蔵☎0943-76-3980 0943-76-4039
など、大木町の堀を楽しむイベントです。
期日 ９月１日（日）／午前９時〜午後５時
会場 道の駅おおき
堀んぴっく実行委員会（大木町商工会）
ʻʻちくご遊学ʼʼ久留米広域圏の情報を
☎0944-32-1336 0944-33-0303
ホームページでご覧いただけます。
http://www.kttnet.co.jp/kurume-koiki/

編 集 後 記

九州北部を中心に降った猛烈な
大雨は︑小郡市でも住宅や商業施
設が浸水したり︑道路が冠水した
りするなど多くの被害をもたらし
ました︒被災された方々に心より
お見舞い申し上げます▼梅雨は明
けますが︑これから秋にかけて台
風が発生しやすくなります︒市が
作成しているハザードマップや︑
広報６月１日号﹁水害の経験から学
ぶ﹂をご覧いただき︑災害が起きる
前 の﹁事 前 の 備 え﹂に つ い て ︑ 確 認
をお願いします︒ぜひ日頃から防
災対策に努めましょう︒︵Ｙ︶

ひとのうごき
人

口
男
女

世帯数

令和元年７月１日現在
（ ）は前月比

59,660人
（＋13人）
28,378人
（−２人）
31,282人
（＋15人）
24,683世帯
（＋35世帯）

今月は 後期高齢者医療保険料

市県民税

下水道使用料 介護保険料

の納付月です。
納付に便利な口座振替を！
収納課、国保年金課
介護保険課、下水道課
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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

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８月１日（次号：令和元年８月16日）

■発行

国民健康保険税

○午前９時〜午後４時

