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小郡百人一首
市は郷土の歴史に関心を深めてもらうために、
市内の70歳以上の高齢者から聞き取った市内各地
区に残る伝承やかつての小郡の様子を125首の短
歌にした小郡百人一首を文化庁の補助を受けて、
作成しました。
作成した百人一首は、市内の小中学校や各校区
公民館に配布しています。
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小郡市からのお知らせ

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の
申請を受け付けています
臨時福祉給付金について
福祉課地域福祉係
☎72-2111内線445 73-2555
子育て世帯臨時特例給付金について 子育て支援課児童家庭係 ☎72-2111内線474 72-7481
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両給付金の申請を受け付けています。対象となる可能性のある人には、６月末に申請書を郵送していますの
で、期限内に申請してください。詳しくは申請書をご覧ください。
臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の概要
申請先 平成26年１月１日時点で
種 類
対象（下記を全て満たす人）
給付額
住民票がある市町村
対象者１人につき
提出書類 ①申請書
平成26年度分の市民税（均等割）が課税
１万円
②その他添付書類（申請書参照）
されてない人
※老齢基礎年金や
臨時福祉
※本人確認書類は保険証でも可
※課税されている人に生活の面倒を見
児童扶養手当等
給付金
申請方法 郵送または持参
てもらっている人（扶養親族など）や
の受給者は、
※持参（土日祝日、12月29日〜１
生活保護受給者は除く
１万5,000円
月２日除く午前８時30分〜午後
５時）の場合、10月31日までは
①平成26年１月分の児童手当・特例給
北別館１階中会議室で受付け。
付を受給している人
子育て世帯
11月以降は、福祉課または子育
②平成25年の所得が、児童手当の所得 対象児童１人に
臨時特例
て支援課へ持参
制限限度額未満の人
つき１万円
給付金
申請期限
※臨時福祉給付金の対象者や生活保護
平成27年１月５日（月）
受給者は除く
給付金詐欺にご注意ください
市や厚生労働省がATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いするほか、「臨時福祉給付金」や
「子育て世帯臨時特例給付金」のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

お盆期間（８月13日〜15日）の業務のお知らせ
13（水）14（木）15（金）

13（水）14（木）15（金）

市役所（72-2111）

生涯学習センター（73-2084）

ごみ収集（内線153）

図書館（72-4319）

し尿収集（内線153）

文化会館（72-3737）

クリーンヒル宝満（内線153）

各校区公民館

コミュニティバス（内線142）

のぞみがおか生楽館（75-6607）

人権教育啓発センター（内線433）

小郡交流センター（72-2846）

あすてらす（72-6666）

運動公園（75-2373）

満天の湯（あすてらす内）

体育館（内線555）

あすてらすサービスセンター

古代体験館おごおり
（75-7555）

三国サービスセンター

シルバー人材センター（73-1881）
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教育センター（73-4044）
※■は休業日です。河北苑（葬祭場）は、この期間中、業務休業はありません。
また、開館中でも事務室は休業の場合があります

広報おごおり H26・8・１
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問合せ先

８月は児童扶養手当の
現況届の提出期間です
提出

子育て支援課児童家庭係
☎72-2111内線474
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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。
対象者には、８月初旬に案内を送付しますので、
案内のとおり手続きを行ってください。
現況届の提出がない場合、８月分以降の手当てを
受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続期間 ８月29日（金）まで
時間 午前９時〜午後４時30分
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、ひとり親医療証⑦平成26年度
（25年分）所得証明書（平成26年１月２日以降の転
入者のみ）⑧養育費等に関する申告書⑨その他必
要な書類（別居監護申立書など。案内を参照）
※現況届の手続きは、必ず本人が行ってください。
郵送、代理人での手続きはできません
※保険証は受給者および児童全員分が必要

ひとり親家庭等
医療証の更新について
受付

国保年金課医療・年金係
☎72-2111内線422
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現在のひとり親家庭等医療証の有効期限は、９月
30日までです。
更新を希望する人は、更新手続きを行ってくださ
い。
手続期間
８月29日（金）まで
必要書類
①健康保険証
②ひとり親家庭等医療証
③児童扶養手当証書
④障害者手帳等
⑤遺族年金・障害年金等
の証書
⑥平成26年度（25年分）所
得証明書または源泉徴
収票（平成26年１月２
日以降の転入者のみ）
※③〜⑥は該当者のみ

現在、お持ちの
医療証の有効期限
をご確認ください

※画像は更新後の医療証です

差押不動産を公売します
収納課☎72-2111内線132

市は、市税の滞納処分により差し押えた不動産を公売します。売却代金は、滞納市税に充当するこ
とになります。公売は、少しでも高額で落札されるよう、また、公正を期すため入札により行います。
公売物件や参加申込方法の詳細は、市ホームページまたは収納課までお問い合わせください。

三国小学校

至久留米

広報おごおり H26・8・１

三沢駅

3

車検のコバック●

県道久留米・小郡線

公売日時
８月20日（水）午前10時〜
公売会場
市役所北別館２階第一研修室
※滞納市税などが完納された場合は、公売が中止に
なることがあります

至福岡

位置図

西鉄天神大牟田線

公売物件
○土地 小郡市横隈字十三塚1694番4
宅地 109.89㎡
○建物 小郡市横隈字十三塚1694番地4
居宅・木造セメント瓦葺２階建 昭和51年築
床面積 １階53.80㎡ ２階27.36㎡
西鉄天神大牟田線三沢駅から徒歩13分

ココ

如意輪寺
●レーブ・
ド・ベベ

三国郵便局
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の
学費 援
を支
負担

福岡県教育文化奨学財団の奨学金制度

小郡市では毎年、市内各校区で教育条件整備の署名活動が取り組まれています。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す。
経済的な理由により、進学を断念したり、中途退学を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・拡充を求めていかなければなりません。

平成27年度 奨学生案内（高校・高専・専修学校高等課程）
●貸与額のめやす（参考：平成26年度実績額）
種

類

内

容

通学別

入学
・入学時の１回のみ
支度金 ・入学金や教科書など入学時の一時的な学費に
（無利子） 充てるために貸与（予約募集のみ）

奨学金
（無利子）

・授業料や校納金など日常的な学費に充てる
ために貸与
・学校種別や通学種別に応じ、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
（期限は、在籍する中学校に問い合わせてください）
・在学募集 高校在学中に募集
・緊急募集 高校在学中、家計急変で奨学金を緊急に
必要とする場合、随時申込
●申込は在籍中学校・高校などまたは市教務課にご相談
ください。

自

宅

自宅外

貸

公

与

立

額
私

立

年額50,000円

年額100,000円

月額18,000円

月額 30,000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 20,000円
月額 10,000円
月額 35,000円
月額 25,000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
・奨学金は返還が必要です
※小郡市奨学金（井手奨学金）は、平成25年11月
の申込をもって終了しました
●問合せ先
教務課教務係☎72-2111内線512
（公財）福岡県教育文化奨学財団
☎092-641-7326

高校奨学金の説明・相談会を実施します
人権教育啓発センターで高校の奨学金制度の説明・相談会を実施し
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。
と

き

ところ

８月１日（金）〜15日（金）
【土日を除く】午前９時〜午後５時
８月13日（水）〜15日（金）は、午後８時まで受け付けます。
人権教育啓発センター☎80-1080
広報おごおり H26・8・1
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人権・部落問題シリーズ
料の
授業
援
を支
担
負

No.357

高等学校等就学支援金制度が変わりました！

平成26年４月の新入生から、原則として国公立私立を問わず授業料を支払うことになりましたが、市町村民
税所得割額30万4,200円（年収910万円程度）未満の世帯には就学支援金が支給されます。また、市町村民税所得
割額が15万4,500円（年収590万円程度）未満の私立高校生がいる世帯には支援金の加算があります。この支援金
（加算分含む）は学校が生徒に代わって受領し、授業料に充てられます。ただし、申請しないとご利用できませ
ん（申請とは、自分から申し込むことです）。
●支給限度額（月額）
就学支援金

公立高校

全日制

9,900円

通信制

520円

定時制

全日制

私立高校
など

定時制
通信制

加

算

しんがく

9,900円
9,900円

き げん

しんせい

て つづ

までに申請の手続き

2,700円

9,900円

がっこう

◉進学した学校で期限
をしてください
しんせい

し けんみんぜい

◉申請には、市県民税
のうぜいつう ち しょ

世帯の市町村民税所得割額
により1.5〜2.5倍の加算

納税通知書などが
ひつよう

必要です

小郡市では６月から右の市県民税納税通知
書を送付しています。この通知書の保管の
呼びかけは、全国に先駆けた取組みです。
※平成26年３月以前の入学者については、旧
制度による就学支援の対象となります
※「わからない」、「心配なこと」などは、進学
した学校の担当者や中学校の先生に相談し
てください
●問合せ先

人権・同和教育課☎72-2111内線532

修学資金・就学支度資金の貸付
母子・寡婦家庭や父母のいない子どもを対象に貸付（無利子）を行っています。
●貸付金限度額のめやす（参考：平成26年度）
学校の種類
高等学校
大

学

高等専門学校
短大・専修学校
（専門課程）

貸付の種類

修学資金（月額）

18,000円

私

立

30,000円

就学支度資金

150,000円

410,000円

就学支度資金

370,000円

580,000円

就学支度資金

150,000円

410,000円

就学支度資金

370,000円

580,000円

修学資金（月額）
修学資金（月額）
修学資金（月額）

●申込・問合せ先
5

国公立

広報おごおり H26・8・１

45,000円
21,000円

45,000円

平成26年10月１日から
父子家庭まで対象が
拡大します

54,000円
32,000円

53,000円

子育て支援課児童家庭係☎72-2111内線474

問合せ先

老若男女で担う

企画課男女共同参画推進係 ☎722111内線222

協働のまちづくり

６月28日に、男女共同参画セミナーを開催しました。中嶋玲子さん（県男女共同参画センター前館長）を講師
に迎え、年齢や性別に関わらず、みんながいきいきと暮らせる地域づくりについて講演していただきました。
講演会の内容の一部を紹介します。
◆人権とは、どんな人でも、どんな環境にいる人で
も、認められ、尊重される権利のこと
◆「男女共同参画」というと想像しにくいかもしれな
いが、自分の子どもや孫が、性別に関係なく個性
を尊重される社会、と考えてみると分かりやすい
◆男女共同参画は、男性VS女性ではない。男性と女
性が一緒にがんばること
◆今の社会は、男性も生きづらい社会。男性の人権
を守るためにも、男女共同参画社会の実現を
き

き

◆「輝々として生きる」そのために、①打ち込むこと
があること ②人の役に立っていること、人から
必要とされていること の２つが大切
◆地域で役職を頼まれたときは、男性でも女性で
も、「私でよければがんばります」という姿勢で

日本女性会議2014札幌

〈参加者アンケートから〉
・大変勉強になった。１時間半の講演が短く
感じた
・自分にできることを、進んでやろうという
気になった
・今回の講演を機に、まず家庭の中から取り
組みたい

− 未来の景色は、わたしたちが変える。−

日本女性会議は、男女共同参画に関する国内最大級のイベントで、今年で31回目を迎えます。今年の
テーマは「未来の景色は、わたしたちが変える。」です。
◆期日 10月17日（金）〜19日（日）
◆申込締切 8月29日（金）
◆会場 札幌コンベンションセンター（札幌市） ◆問合せ先
◆申込方法
日本女性会議2014札幌実行委員会 事務局
①郵送またはファクス
☎011-728-1255 ファクス011-728-1229
※申込先は市企画課で配布の申込書に記載
Eメールjoseikaigi-info@joseikaigi2014sapporo.com
②「日本女性会議2014札幌」ホームページ
※参加にかかる費用の一部を助成します。
（http://www.joseikaigi2014sapporo.com/）
詳しくは市企画課男女共同参画推進係（内線222）に
お尋ねください

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

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。

（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。
広報おごおり H26・8・1
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たなばた学遊倶楽部
たなばた学遊倶楽部
●申込・問合せ先

ふるさと学講座受講生募集
ふるさと学講座受講生募集

生涯学習課社会教育係☎72-2111内線523

ファクス73-5222

小郡の歴史を勉強する講座です。小郡市史跡案内ボランティアが講師となり、生涯学習セ
ンターからバスで史跡見学します。
回

期

日

主な学習内容

１ ９月24日（水） オリエンテーション「小郡の歴史解説」
概要解説・見学
２ 10月１日（水）「やよいの道〜市北部〜」
三沢遺跡、横隈山遺跡など
概要解説・見学
３ 10月８日（水）「黄泉の道」
津古１号墳、横隈山古墳など
概要解説・見学
４ 10月15日（水）「まほろばの道」
上岩田遺跡、小郡官衙遺跡など
概要解説・見学
５ 10月22日（水）「参勤交代の道〜市南部〜」
在郷町古飯、光行土居など
概要解説
６ 10月29日（水）
「合戦の道」

●時間
●会場

午後２時〜４時
生涯学習センター、
各見学地
※第２回〜５回は生涯学習センターで講義
後、見学
●対象 市内在住で50歳以上の人
●定員 20人（先着順）
※応募人数が７人に満たない場合、開講で
きないことがあります
●受講料 500円（全６回分）
●応募方法
生涯学習センター窓口またはファクスで
次の①〜⑧を明記のうえ、申込み
①講座名「ふるさと学講座」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
●応募開始 ８月11日（月）

平成26年度
「家庭の日」
「オアシス運動」
作品募集
平成26年度
「家庭の日」
「オアシス運動」
作品募集
●応募・問合せ先

小郡市青少年育成市民会議（生涯学習センター内）☎72-2111内線522
〒838-0142 小郡市大板井1180-1

（社）福岡県青少年育成県民会議では「家庭の日」、「オアシス運動」
（あいさつ運動）について理解を深め、実
践活動を大きく広げるために作品を募集します。
●作品のテーマ
「家庭の日」または「オアシス運動」
（あいさつ運動）
●対象
小学生、中学生、高校生および特別支援学校生の作文、ポスター
●応募資格
県内に居住または県内の学校に通学する児童・生徒
●応募上の注意
◯作文
・400字詰め原稿用紙（Ｂ４横・たて書き）を使用し、鉛筆書き
・鉛筆は、ＨＢかＢの濃さのものを使用
・枚数は小学生２枚、中学生・高校生３枚程度
◯ポスター
・絵材は自由。
テーマは「家庭の日」か「オアシス運動」
・用紙は「４つ切り」
（約538㎜×378㎜）
※応募数は１人１点とし、鉛筆の濃さや用紙サイズは指定されたものを使用すること
（指定に合わないものは、選考の対象となりませんのでご注意ください）
●応募方法 持参または郵送
●募集締切 ９月17日（水）

7
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ペルセウス座流星群観測会
ペルセウス座流星群観測会
●問合せ先

生涯学習課社会教育係☎72-2111内線523

ファクス73-5222

三大流星群のひとつ「ペルセウス座流星群」の観測会を開催します。
小郡市天文スタッフによる星座の説明も行います。
事前申込みは不要です。当日直接会場へお越しください。
●日時 ８月12日（火）／午後９時〜11時30分
※天候不良などで中止の場合は、当日の正午に生涯学習センター
正面に掲示します
●会場 生涯学習センター七夕広場
●参加費 無料
●持参するもの 敷物、虫よけなど
●主催 小郡市天文スタッフ

小郡市家庭教育学級
小郡市家庭教育学級 織姫☆彦星キャンパス
織姫☆彦星キャンパス 一般受講者募集
一般受講者募集
●申込・問合せ先

生涯学習課社会教育係☎72-2111内線523 ファクス73-5222
Ｅメールsyogai-katei@san.bbiq.jp 〒838-0142 小郡市大板井1180-1

学童期・思春期ベガＡ学級９月学習会
『小郡・大刀洗フィールドワーク〜戦争の遺跡を訪ねて〈拡大版〉〜』
昨年度大好評だったこのフィールドワーク。ふるさとの歩んだ歴史、戦争
当時の暮らしや子ども達に思いを馳せ、消えゆく遺跡を訪ねてみませんか。
子どもに伝えていきたい平和への想いを深める１日です。
●講師 石川由美子さん（大刀洗空襲を語りつぐ会）
●日時 ９月９日（火）
午前９時〜午後３時（受付 ８時45分〜）
●会場 生涯学習センター
●費用 1,600円程度（受講費、昼食代、施設入館料含む）
●申込方法
窓口、ファクス、Ｅメールのいずれかで、氏名（ふりがな）・年齢、住所、
電話番号、託児の有無・お子さんの氏名・月齢を明記し、申込み
※応募多数の場合は、抽選

８月会員の作品常設展示について 皆さんのご来場をお待ちしています。
●展示内容

書道２部

●会場

生涯学習センターエントランス

小郡市文化協会活動紹介〜文化サークルで広がる友達の輪〜
茶道部

表千家班

今年の４月から始めた、新しいサークルです。
初心者３人ですが、忙しい毎日の中でお茶を点て、
お菓子を味わいたいと頑張っています。
お茶に興味のある人は、一度見学においでくださ
い。
●日時

毎月第２・４火曜日
午後６時30分〜９時30分
●会場 市体育館２階和室
●問合せ先 藤井☎75-5413
広報おごおり H26・8・１
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第25回小郡市民文化祭 出品・出演者募集

ステージ部門

民謡・コーラス・器楽・舞踊・バレエ・謡曲・吟詠・着付け・その他

●期日 11月８日（土）・９日（日）
●会場 文化会館大ホール
●募集数 30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
11〜20人 6,000円／団体
21〜30人 9,000円／団体
※以降、10人単位で3,000円増額
※第１回目の説明会で出演料を納めてください

●説明会

期日 ９月上旬予定
会場 文化会館
※説明会の詳細は、後日団体の代表者へ通知します
※ステージプラン・プログラムなどは、後日打合せを
します
※ステージ部門に応募する人（団体）は、必ず説明会・
リハーサルに出席してください。リハーサルに出席
できない人（団体）は、出演をお断りする場合があり
ます

展示部門

写真（六つ切以上）・短歌・俳句・川柳・絵手紙・絵画・水墨画・書・手芸・陶芸・その他

●期日 11月８日（土）・９日（日）
●会場 生涯学習センター、文化会館
●出品数 １人１作品
※本人製作による未発表の作品に限ります

共通事項

●出品料 １作品500円（高校生以下は300円）
※申込時に出品料を納めてください
●説明会 期日 ９月上旬予定
会場 文化会館
※説明会の詳細は、後日団体の代表者へ通知します

●応募資格 市内在住者
●応募方法 小郡市民文化祭出品・出演申込書に必要事項を記入のうえ、文化会館へ持参
※電話・ファクスでの応募は受け付けません
※申込書は、文化会館・生涯学習センター・各校区公民館に置いています
●応募締切 ８月26日（火）／午後５時
●応募・問合せ先 生涯学習課社会教育係（文化会館内）☎72-3737 〒838-0142 小郡市大板井136-1
9
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第13回スポーツレクリエ
第13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24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24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

スポーツ振興課事業係（市野球場内）☎75-2373

●日時 ９月13日（土）・14日（日）／午前９時〜
●対象 小学生以上の市内在住者（ソフトバレーのみ市内在勤・在学者も可）
●参加料 無料
上位入賞チームは、11月９日（日）に
●募集締切 ８月31日（日）
基山町で行われるクロスポ祭に出場！
※申込用紙は、市野球場と市体育館に置いています

13日
（土）
開催種目
13日
（土）
開催種目
ラージボール卓球

スポンジテニス

会場
編成

会場
編成

市体育館
１チーム６〜８人（35歳以上）
監督１人（兼選手可）、競技者男女各２人（計４人）
およびミックスダブルス選手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26年４月１日現在

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）

14日
（日）
開催種目
14日
（日）
開催種目
ソフトバレーボール

室内ペタンク

会場
編成

会場
編成

市体育館
１チーム４〜９人
監督１人（兼選手可）、競技者４人、交代員４人
種目 【Ａ】35歳以上の部
コート内では常に男女各２人がプレーすること
【Ｂ】小学生の部
４年生以上の小学生。男女比不問
【Ｃ】フリーの部
年齢・男女比不問。市内在勤・在学者も可
※Ｂ・Ｃはクロスポ対象外
※申込チーム数によりＡ・Ｃの区分をなくして実施する場
合あり
※年齢基準日は平成26年４月１日現在

立石小学校体育館
１チーム３〜６人
（年齢・性別不問）

ターゲット・バードゴルフ
会場
編成

七夕広場
個人
（年齢・性別不問）
※雨天時は９月21日（日）

ニュースポーツ「アジャタ」を紹介します
アジャタとは、スポーツ玉入れで、６人の選手が
合計100個のボールをバスケットに入れるまでの時
間を競うスポーツです。
写真は、昨年のクロスポ祭の様子です。

広報おごおり H26・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

高齢者の交通事故と
「田園型交通事故」に注意！
！

今年６月末現在の管内（小郡市・大刀洗町）の交通事故の発生件数
は、236件となっており、前年同月比でプラス31件と増加傾向で推
移しています。
７月７日には、大刀洗町で道路を横断中の歩行者と車による交通
死亡事故が発生し、今年の死者数は３人、前年同期比プラス３人と
増加しています。このうち２人の高齢者が亡くなっています。
さらに、管内で多発しているのが、「田園型交通事故」です。
これは、非常に見通しの良い交差点で、車両が出会い頭に衝突する
交通事故です。原因の一つとして、「コリジョンコース現象」が挙げ
られます。コリジョンコースとは「そのまま進めば衝突する進路」を
意味し、お互いの車両が交差点に接近し合った場合、お互いが周辺
視野内の一点にとどまって動かない状態に見えるため、認識しにく
いという現象です。
●見通しのよい交差点でも、あらかじめスピードを落とし、意識し
て左右を確認し、交差道路の通行車両の動きに注意しましょう

小郡警察署管内の犯罪および交通事故の発生状況
■H25

（６月末現在）

■H26
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部品盗

○刑法犯発生件数
○交通事故発生状況
発生状況
死者数
傷者数

58

6
オートバイ盗 自転車盗

13
万引き

２６２件（−１１２件）
２３６件（＋３１件）
２人（＋ ２人）
２９１人（＋１８人）

平成26年度福岡県警察官採用試験（第２回）
●採用予定数

警察官Ａ（大学卒程度） 男性87人、女性10人、武道指導２人
警察官Ｂ（高卒程度）
男性103人、女性14人
●受付期間
８月11日（月）〜９月１日（月）
●第一次試験 ９月21日（日）

毎月９日は
防火の日

こちら１１９

台風対策は大丈夫！？

台風は事前の備えで被害を軽減できます。事前の備えをはじめ、
以下の台風対策ポイントを確認しておきましょう。
事前に備えよう
・非常食品などの非常持ち出し品を準備する
・指定されている避難場所への経路を確認する
・家族で緊急時の連絡手段について話し合う
・ハザードマップを入手する
台風が接近する前に
・最新の台風情報の確認をする
・家の周りを再点検する
・窓や雨戸を補強する
台風が接近してから
・河川や用水路の見回りは絶対にやめる
・屋外（屋根の上など）での作業は絶対にやめる
・外出は控える
※これらの行動による死亡事故が全国で発生しています
避難勧告・避難指示に従う
・市町村から避難勧告や避難指示があったら、速やかに避難を
開始する
・避難勧告が出されていなくても、危険を感じたら自主的に最
寄りの避難所に避難する
避難について
・避難する際には、火の元、ガスの元栓、電気のブレーカーを
落とし戸締りを確認する
・避難の際は持ち物を最小限にして、両手が自由に使えるよう
にしておく

11
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久留米広域消防本部
三井消防署 ☎72-5101

久留米広域消防本部
消防職員採用試験

申
久留米広域消防本部人事研修課
☎38-5163 38-5172
HP http://www.ﬁre-city.kurume.fukuoka
⃞
.jp/ﬁre/index.html

職種・人員 消防吏員６人程度
受験資格
昭和63年４月２日〜
平成 ９年４月１日までに生まれた人
試験日 10月19日（日）
会場 久留米市立櫛原中学校
申込期間 ８月４日（月）〜22日（金）
※郵送は19日（火）消印有効
※試験案内・受験申込書は
・消防本部人事研修課
・久留米、三井、浮羽、三潴消防署と
各消防出張所
・久留米広域市町村圏事務組合事務局
・久留米市、小郡市、うきは市、大刀
洗町および大木町の庁舎の総合案内
など
に置いているほか、ホームページでも
案内しています。

消 費生活相 談室

小郡市消費生活相談室
☎72-2111内線144

窓口開設日
毎週月・火・木・金曜日
午前９時〜正午、午後１時〜４時

平成25年度消費者相談の概要

平成25年度に小郡市消費生活相談窓口に寄せられた相談件数は、情報提供も含め300件で、前年度に比べ16％増
加しています。
平成25年度も携帯電話やパソコンからアダルト系サイトに接続し、意図しないまま登録が完了となり高額な料金
を請求されたなどの相談が非常に多く寄せられました。
年代別では、60歳以上の相談の割合が年々増加しており、全体の相談件数の46％を占めています。その多くは悪
質商法などの契約に関する相談で、悪質な業者が高齢者にターゲットを絞っている様子がうかがえます。

過去５年間の相談受付件数の推移

（件）

400

300

平成25年度の年代別相談受付件数
未成年７件

不明18件
258件

233件

300件

20歳代
29件
30歳代
25件

194件 188件

200

40歳代
44件

60歳以上
138件

100

0

50歳代
39件
21

22

23

24

25（年度）

平成25年度に相談が多かった商品・サービス
順位

項

目

件数

主 な 内 容

１

運輸・通信サービス

60件

出会い系・アダルト系サイト、インターネット回線

３

教養娯楽品

20件

新聞、スマートフォン、タブレット端末、学習教材

食料品

16件

車両・乗り物

16件

２
４
５

金融・保険サービス

30件

商品一般

19件

レンタル・リース

16件

投資、借金、保険

商品を特定しない架空請求、アンケート調査

健康食品など、賃貸アパート、自動車（付属品含む）

最近の消費者被害の傾向
○「劇場型勧誘」
「送りつけ商法」が増加
業者が役回りを分担し、パンフレットの送付や電話
での勧誘で、消費者が得をするように信じ込ませて
実体不明の金融商品を買わせる「劇場型勧誘」や健康
食品などを送りつけて代金を払わせる「送りつけ商
法」の被害が、高齢者を中心に目立っています。

○インターネット通販の増加
インターネット通販の前払いによるトラブル
も急増しており、代金を払ったのに商品が届
かない、商品は届いたがコピー商品だったな
ど通販サイトそのものが偽サイトというケー
スもあります。

アドバイス

・うまい話やもうけ話を鵜呑みにしていませんか
・必要ないと思ったら、電話は早めに断り、業者を家の中に入れないようにしましょう
・注文していない商品が届いたら、受け取りを拒否して宅配業者に引き取ってもらいましょう。
家族が注文した商品かもしれないと思ったら、家族に確認してから商品を受け取りましょう
・サイトや連絡メールの内容が不自然な業者や、住所や電話番号の表記がない業者との契約は慎重に！

広報おごおり H26・8・1
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熱中症にご注意ください！
〜夏の暑さから身を守るために〜

温暖化やヒートアイランド現象などの影響もあり、
熱中症で救急搬送される人は年々増加傾向にあります。
熱中症は短い時間で進行する場合が多く、甘く見てい
ると危険です。しかし、ちょっとした工夫を生活に取
り入れることで熱中症は予防することができます。熱
中症対策を心がけ、夏の暑さを乗り切りましょう！

昨年の夏（６月〜９月）県内の熱中症
による救急搬送者数（総務省資料）

（人）
1500
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1200

1222

900

９割（2415人）が
７・８月に搬送

600
300
0

139

131
６月

７月

８月

９月

気をつけるポイント

覚えておきましょう！熱中症への対策

気温・湿度

①こまめな水分・塩分補給

気温が高い日、前日に比べて急
に気温が上がった日、湿度が高い
日、風が弱い日は注意が必要です。
屋外

日陰がなく日差しや地面からの
照り返しが強い場所、風通しが悪
い場所は特に注意が必要です。
屋内

熱中症の約30％は屋内で起きて
います。特に台所やトイレ、風呂
場などは熱がこもりやすく湿度も
高いので注意が必要です。

のどが渇く前から意識して水分を摂るようにしましょ
う。汗を大量にかいた時は水分とともに塩分を補給し
ましょう。
○酒やコーヒー・緑茶・紅茶など、アルコールやカ
フェインが含まれているものは利尿作用があるため、
水分補給には適しません。水や麦茶などを飲むよう
にしましょう。

②熱中症になりにくい室内環境づくり

室内は室温28℃・湿度60％以下になるように調節し
ましょう。冷房と扇風機の併用、すだれやよしずの使
用など、空気の流れを作り、日光を遮る工夫をしま
しょう。

③暑さを逃がす、避ける服装を

首もとをあけたり、すそを出したりして空気を流れ
やすくしましょう。素材は熱を吸収しないよう淡い色
合いで通気性がよく、汗を吸収発散しやすい麻や綿の
ものがおすすめです。
外出時は帽子や日傘で直射日光を避けましょう。ま
た、水にぬらして首に巻くネッククーラーや冷却シー
トなど、市販のグッズをうまく活用しましょう。

高齢者や子どもは要注意！
高齢者は暑さやのどの渇きを感じづらくなっているため、気づかないうちに
脱水症状になる場合があります。特に注意して対策をとりましょう。
また、子どもは体温調節が未発達なうえに、気温の影響を受けやすく注意が
必要です。特に乳幼児では体の不調をうまく伝えることができないため、周り
の大人が注意して見守ることが大切です。
その他、持病がある人、体調不良の人、肥満の人、熱中症になったことがあ
る人も特に注意が必要です。

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。☎72-6467
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
13
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健康課健康推進係☎72-6666

８月
り

い

さ

あ

り

い

この か

寺松莉衣咲ちゃん

寺松亜莉衣ちゃん

簑田 心花ちゃん

３歳のお誕生日おめでとう
♡亜莉衣ちゃんが産まれて、
今では優しいお姉ちゃんに
なったね♬元気いっぱいな
莉衣咲ちゃん、
大好きだよ♡

亜莉衣ちゃん♡1 歳のお誕生
日おめでとう♬いつもニコニ
コの笑顔に癒されているよ。
たくさんの人から愛される素
敵な女の子に成長してね☆

１歳のおたん生日おめで
とう！
心の優しい明るい女の子
に育ってね♡

H25.８.25 東野

H23.８.６ 東野

な

お

り

え

H25.８.22 大原

み

な

み

小川 夏央ちゃん

福永 理恵ちゃん

小池美七海ちゃん

１歳のお誕生日おめでと
う！これからも元気いっ
ぱい成長してね！

１歳のお誕生日おめでと
う。これからも素敵な笑
顔をたくさん見せてね。

美七海の笑顔に毎日癒さ
れてるよ☆これからも大
好きなお兄ちゃんと仲良
く元気に大きくなってネ
♡

H25.８.７ 上岩田

H25.８.17 松崎

り

な

はや と

大楠 莉菜ちゃん

鳥飼 隼斗くん

H25.８.４ 古賀

H24.８.９ 津古

１歳のお誕生日おめでと
う！毎日たくさんの幸せ
をありがとう♡宝物だよ
☆

２歳のお誕生日おめでと
う。野球の大好きなはや
と君。大きく育ってね。

H25.８.10 大崎

みち や

山本 倫也くん
H24.８.18 大保原

２歳おめでとう。明るく
優しい倫也、家族の宝物
です。

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・簡単なメッセ
お誕生日を
ージ
（30字以内）
を添えて、誕生月の２か月前
（10月生まれ→８月末）
までにお申し込みく
迎えるお子さんの
写真を募集して ださい。応募多数の場合は、先着順とさせていただきます。※５歳まで
います！
●申込・問合せ先 総務課広報統計係 ☎72-2111内線243

市立図書館
で貸し出して
います

図書館司書が選ぶ読み聞かせ絵本
『くんちゃんのもりのキャンプ』
ドロシー・マリノ／さく
まさき るりこ／やく

ペンギン社

『はじめてのキャンプ』
林

明子／さく・え

福音館書店

いよいよ夏休みも本番。海に山に、自然のなかへ出かけることが多くなる季節ですね。
『くんちゃんのもりのキャンプ』では、主人公のくまのくんちゃんが、いとこのアレックと森へキャンプ
に出かけます。森では、こまどりやかわせみと出会い、さまざまな経験をして、自分たちにとって「くま
らしいやり方」が一番であることに気づいて家へ帰ります。
『はじめてのキャンプ』のなほちゃんは、「重い荷物を持って歩く、すぐに泣かない、薪を集める、夜に
ひとりでおしっこにいく」ことを条件に、大きい子たちのキャンプに連れて行ってもらいます。くじけそ
うになりながらも、最後には「いちにんまえ」の太鼓判をおしてもらえるほどの頑張りをみせます。
子どもたちが遊びのなかでたくさんのことを学び、成長する姿が描かれた２冊です。

広報おごおり H26・8・1
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こんなことしたよ

小郡市子育て支援センター
☎ 73-5041
kosodateshien5041@suo.bbiq.jp
http://www1.bbiq.jp/ogori.kosodate/
小郡市子育て支援センターは、
市内在住の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。

６月10日（火）

のびのびキッズ
ルーム

のびのび広場

食物アレルギー
対応
調理実習交流会

のびのび
キッズルーム

のびのび教室
第２回『ミニ運動会』

のびのび教室

のびのび広場
『親子ふれあい遊び』

『運動あそび』

６月18日（水）

参加者の声
体を動かしていろんな遊
びができて楽しそうでし
た
バルーンが一番盛り上が
って楽しめました。平均
台を渡ったり、とび箱か
らジャンプしたり…とて
も喜んでいました

あすてらす多目的ホール
講師 大崎保育所の先生
参加者の声

参加者の声
同年齢の子どもが多く、
子ども同士の刺激もあ
って良かったです
体をたくさん動かす遊
びができてよかったで
す。子どもも楽しそう
にしていました

地域子育て支援拠点事業（小郡市）

家ではふれあい遊びをほとん
どしないので、することがで
きてよかったです。家でもで
きそうなのでしてみたいです
楽しいダンスやパネルシアタ
ーで子どもも大人も楽しい時
間が過ごせました。保育所の
様子も聞けて良かったです

６月５日（木） あすてらす調理室
講師 佐々木和歌子さん
参加者の声
色とりどりの美味しいお弁
当のおかずが作れて良かっ
たです
他のお母さんのお話も聞く
ことができて良かったです
どれもすごく美味しくて感
動しました。これからいろ
いろと勉強して“食べるこ
と”の好きな子どもになっ
てくれたら…と思います

メニュー

・大豆と鶏ひき肉の落とし揚げ
・卵もどき・温野菜サラダ
・ツナと青菜のさっぱり和え

６月13日（金）
生涯学習センター
研修室１・２

大原校区
（ひまわり館東野）

食物アレルギー対応
調理実習交流会

つどいの広場 ぽかぽかは、就学前の乳幼児とその保護者が
一緒に遊べる楽しいひろばです。おもちゃや絵本をたくさん
用意してお待ちしています。お子さんと一緒にぜひ遊びに来
てくださいね。
子育て講演会のお知らせ

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）

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。

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

大人気の木工教室、今年は《ひもとおし》を製作します。お子
さんの喜ぶ姿を思い浮かべながら心をこめて作ってみませんか。
●日時 ８月23日（土）／午前9時30分〜正午
●会場 ひまわり館東野学習室２・３
●講師 花田良一さん
●対象 就学前のお子さんの保護者
（お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん）
●定員 10人
●持ってくるもの 軍手
＊材料費がかかります
＊８月７日（木）午前９時から電話受付します。定員になり次第締
め切ります
＊親子教室ではなく、保護者向けの教室です。託児が必要な人は
ご相談ください

西鉄大保駅

至久留米

15

木工教室（こどものおもちゃづくり）
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８月13日（水）14日（木）15日（金）はひまわ
り館東野の休館日のため、お休みします。

２人で飲めば恋が実る！？

7.4

wed

縁結びのお酒「七夕浪漫」

小郡市飲食店組合（大曲正晃組合長）がオリジナル
日本酒「七夕浪漫」を企画・製造したことを平安市長
に報告しました。
平成25年10月に七夕神社と周辺地区が「恋人の聖
地」に選定されたことを記念して、加盟する飲食店7
店が数量限定で提供するもので、辛口の純米酒とほ
んのりフルーティーな微発泡酒の２種類。
大曲組合長は、「この七夕浪漫で恋人の聖地、七夕
の里おごおりをＰＲしていきたい」と話されました。
問合せは、事務局 深川さん（☎80-8170）まで

いざという時に備えて

第33回小郡市消防団
ポンプ操法大会

7.6
sun

第33回小郡市消防団ポンプ操法大会が三井消防署
で開催されました。
当日はあいにくの大雨でしたが、選手たちは日ご
ろの厳しい訓練の成果を披露しました。また、競技
後には、本部分団による軽可搬ポンプ操法の展示が
行われました。
大会結果は以下のとおりです。
優 勝 第６分団、準優勝 第１分団、
第３位 第５分団

のぞみが丘小校区協働の
まちづくり協議会自治会バス部会

２代目ベレッサ号お披露目会

6.28
sat

希みが丘区、美鈴が丘区が共同で運行している自
治会バス「ベレッサ号」のお披露目会が希みが丘公民
館で行われました。
お披露目となったバスは２代目で、国の補助を受
け市が購入、平安市長からのぞみ小校区協働のまち
づくり協議会（大淵泰範会長 写真右）へ無償貸与さ
れました。

大淵会長は、あいさつで「バス車両入替えにより、
７人乗りから10人乗りへと定員が増えた。希みが丘、
美鈴が丘区の皆さんに今後もご利用いただきたい」
と話されました。
また、お披露目会の後には、バス利用者とボラン
ティア運転手の意見交流会が行われ、参加した利用
者の辰本好子さんは「バスがあるおかげで買い物な
ど外に出かけることができ、とても感謝していま
す」と話されました。

広報おごおり H26・8・1
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7.11
おとなも子どもも１・２・３

fri

のぞみがおか生楽館健康講座
「ラジオ体操で健康に♪」

練習の成果を発揮！

空手道県大会で好成績

6.23
mon

のぞみがおか生楽館主催の健康講座「ラジオ体操
で健康に♪」がのぞみが丘小学校体育館で開催され
ました。
講師に廣島忠士さん（九州ラジオ体操連盟理事・１
級指導員）を迎え、ラジオ体操の動作を一つひとつ丁
寧に指導していただきました。
今回はこの講座初の試みとして、のぞみが丘小学
校の５・６年生と教職員が授業の一環で参加し、一
般の参加者と一緒に汗を流しました。

第33回福岡県少年空手道選手権大会（岡垣町開催）
で、中島和花さん（のぞみが丘小１年）が小１・２年
生女子組手の部３位、中原稜都くん（同小３年）が小
３男子形の部５位、寺﨑稜央くん（同小５年）が小５
男子形の部７位の好成績を収め、平安市長に報告し
ました。
３人は所属する希み道場で、週３回練習に励み、
その成果が今回の好成績につながりました。
８月の全国大会（宮城県開催）に出場する中原くん
と寺﨑くん（全国大会は３年生以上で実施）は、「全国
大会はレベルが高いけど、たくさん練習して頑張り
たい」と意気込みを話しました。

随想 102

「教えているつもりが・・・」
小野

勝喜（東町）

10代の多感な学生時代に、多大な影響を受けたのは、個性豊かで情熱溢れる先生方と
の出会いでした。バスケットボールを通じて、挑戦することや粘り強く継続することと
いった人としての生き方を教えて頂いたように思います。
そんな私が、16年前から小学生によるミニバスケットボールの指導をさせて頂いてい
ます。
「自分の周りの全ての事に感謝の気持ちを持とう」
「挨拶は言葉だけではなく心を伝えよう」
技術の前にある一番伝えたい大切な事を、子どもたちの前で口にする度、そんな自分はどう
なんだろうかと自分に問いただす事もしばしばです。
子どもたちの純粋な頑張りに触れるにつれ、うまくいかない原因は指導する側にあると、伝える言葉を見直してみ
たり、共に汗を流して息づかいを感じてみたりとチャレンジの連続です。まさに子どもたちから教わる事の方が多い
なと感じています。
原点に戻り、私自身がやりがいと情熱を持って指導している姿を子どもたちに見せることで、子どもたちの可能性
を引き出していきたいと思っています。
次号（平成26年10月号）は坂本武俊さん（美鈴が丘）へリレーされます
17
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living information

くらしの情報

市役所☎72-2111（代表）

九州歴史資料館企画展

03 「黒田官兵衛と城」

「徹底解説！！水城のすべて
−古代の築堤・貯水技術−」

九州歴史資料館☎75-9575 75-7834
〒838-0106小郡市三沢 5208-３

「名軍師」
「築城の名手」とされる黒田官兵衛
ゆかりの城跡や合戦にかかわる文化財から足
跡に迫る「官兵衛と城」。そして、もうひとつ。
今年は水城が築堤されてから1350年。これ
までの調査成果に基づきその全容を紹介する
「徹底解説！
！水城のすべて」を開催します。
★期間 ８月16日（土）〜９月28日（日）
★会場 九州歴史資料館第１展示室
○「黒田官兵衛と城」記念講演会
★日時 ９月７日（日）
午後１時30分〜３時30分
★講師 中井均さん（滋賀県立大学教授）
○「徹底解説！
！水城のすべて」記念講演会
★日時 ９月23日（火・祝）
午後１時30分〜３時
★講師 林重徳さん（佐賀大学名誉教授）
【講演会共通事項】
★定員 各160人
★受講料 無料
★申込方法 受付で直接、はがき、ファクス
またはインターネットのいずれかで申込み

相

談

04 営農相談会
農業振興課農政係（内線112）
★日時 ８月28日（木）／午前９時30分〜午
後４時、９月２日（火）・３日（水）／
午前９時30分〜午後３時
★会場 市役所南別館２階会議室
★内容 ①農業経営に関する相談②認定農業
者新規申請、再認定申請、申請書の
作成指導③その他営農に関する相談
※②は要事前予約。１週間前までに申請書な
どに必要事項を記載し、提出。申請書など
は、農業振興課に準備

73-4466

伝統の技を体験してみませんか

01 夏休みそば打ち
体験講座

NPO法人小郡市の歴史を守る会
☎80-1920（土日は文化財課☎75-7555）

NPO法人小郡市の歴史を守る会は、武蔵そ
ば、田中三次郎商店の協力で「そば打ち」講座
を行います。そばを実から粉にして、そば粉
を練り、切るところまで行った後、自分で作
ったそばを試食します。

８月21日（木）

★日時

午後１時30分〜４時
★会場 埋蔵文化財調査センター研修室
★定員 １グループ３人以上で７グループ
（先着順、個人参加は原則不可）
★参加費 １グループ2,500円
※当日、会場で支払い
★申込方法 電話

受講者募集

02 就職活動セミナー＆
個別就職相談

予約

福岡県若者しごとサポートセンター
事務局☎092-715-7171

就職活動で必要なポイントや面接のコツ等
を学ぶ全二部構成の研修です。第一部の就職
活動実践セミナーでは、応募書類の書き方や
面接マナーなど、就活ステップに応じた対策
ポイントが学べます。第二部では、個別就職
相談や自分の強みが客観視できる適性検査を
利用できます。

９月１日（月）

★日時
○第一部

就職活動実践セミナー
午後１時〜３時
○第二部 個別相談と適性検査
午後３時〜５時
★会場 市体育館
★対象 概ね39歳未満の就職希望者
★定員 20人程度
※参加費無料、事前予約が必要
広報おごおり H26・8・1
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申込み

問合せ先

ファクス

Ｅメール

職員募集

07 文化財発掘調査嘱託員
（常勤嘱託職員）募集

文化財課☎75-7555 75-2777
〒838-0106 小郡市三沢5147-3
★募集人員
★職務内容

１人
市内の埋蔵文化財発掘調査・
整理報告書作成業務
★受験資格 次の要件を全て満たす人
①発掘現場での文化財調査の経験がある人
②文化財発掘調査報告書の作成経験がある人
③野外の発掘現場に耐えられる体力がある人
④普通自動車免許を有している人
★任用期間 平成26年９月１日
〜平成27年３月31日
★勤務条件 平日午前８時30分〜午後５時
★給与 月額200,000円※期末・通勤手当あり
★社会保険等 健康保険、厚生年金、
雇用保険、公務災害あり
★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 ８月22日（金）／午前９時30分〜
★試験会場 埋蔵文化財調査センター
★試験内容 筆記試験・実技試験・面接
★申込方法 市販の履歴書とA4の用紙１枚に
調査歴をまとめたものを持参または郵送
★申込締切 ８月15日（金）／午後５時必着
※１次選考を書類選考で実施します
※申込者に対し、後日詳細を通知します

教室講座

08 夏休み子ども工作教室
会場

（公社）小郡大刀洗広域シルバー人材
センター☎73-1881

★日時 ８月26日（火）／午前10時〜正午
★対象 ５・６歳児、および小学生
★内容 バランスとんぼ、ビュンビュンごま
プラバンキーホルダーづくり
★持参するもの クレヨンまたは色鉛筆
★定員 20人（先着）
★参加費 無料
★申込締切 ８月22日（金）

19
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ホームページ

職員募集

05 学校給食センター

調理員（調理補助）
（臨時職員）募集

学校給食課☎72-4610 72-4619
〒838-0115 小郡市大保1476
★募集人員
★職務内容
★受験資格

３人
学校給食の調理補助業務
学校給食に関心がある
市内在住者（学生不可）
★任用期間 平成26年９月１日
〜平成27年７月31日
★勤務条件 平日の学校給食配食が行われる
日でセンター長が指定する日。午前８時
30分〜午後５時（昼休み午後０時15分〜１時）
★賃金 日額6,100円※交通費支給なし
★試験日 ８月21日（木）／午前10時〜
★試験会場 学校給食センター会議室
★試験内容 面接
★申込方法 市販の履歴書を持参または郵送
★申込期間 ８月４日（月）〜18日（月）必着
※申込者には、後日詳細を通知します

ちょっと気になる七夕人権考座

06 障がい者の人権
人権・同和教育課（内線532）
さまざまな人権課題をテーマにして「ちょ
っと気になる七夕人権考座」を開催していま
す。身近にある人権問題を学び、人権の大切
さについて考えてみませんか。
第３回目は、「障がい者の人権」をテーマに、
障がい者が社会とのつながりを持つために必
要なこと、その意味について考えていきます。
※参加費無料・事前申込不要・手話通訳あり
★日時 ８月19日（火）
午後７時30分〜９時
★会場 くろつち会館（立石校区公民館）
★テーマ 「社会とつながる」〜重症心身障害
児（者）施設聖ヨゼフ園の取組み〜
★講師 濵本孝弘さん（作業療法士）

くらしの情報

サポネットおごおり
☎７２・３１７５

どが残ること
を 定 め る﹁ 経 営 者 保 証 に 関 す

募

月〜

集

分

月の火・木曜

ママさん卓球教室生募集
日時

回︶／ 午 後 １ 時

９月８日︵月︶

祭りは午後４時開始で︑少
※
雨 決 行 ︒ 荒 天 時 は ７ 日︵日︶

翔朋学園グラウンド

に順延

会場

翔朋学園

☎７５・４１９０

７５・４１９２

教室・講座

夏休み親子動物愛護教室

犬猫の殺処分の現状を知る

ことで︑人や動物に対する思

いやりの気持ちと命の大切さ

日︵火︶／ 午 前

分〜午後５時

８月

を学びます︒

日時

時

朝倉総合庁舎

講義後︑バスで移動し︑

集合場所

内容

県動物愛護センターを見学

大人のみの場合は要相談
※
定員
組 人︵先着順︶

１００円

日︵月︶ ※
土日除く
北筑後保健福祉環境事務

申

所保健衛生課保健衛生係

☎０９４６・２２・２７４１
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お知らせ
る ガ イ ド ラ イ ン ﹂が ︑ 中 小 企
業庁・金融庁が主導し︑策定
されました︒金融機関と相談

日︵全

市体育館

したい人は︑お問い合わせく

会場

市内在住者

分

中小企業基盤整備機構

対象

申込締切

卓球連盟︵江藤︶

翔朋学園は︑施設利用者と

翔朋学園ふれあいまつり
ボランティア募集

☎７２・１００３

申

電話

九州本部
☎０９２・２６３・０３００

第 回
チャリティヨガ教室
参加費はすべて東日本大震
災の義援金にします︒男女︑
初心者︑小学生から大人まで
日︵日︶

地域の人が一緒に楽しめる交
分〜正午

午前

流の場として︑毎年９月にふ

時

あすてらす１階

での軽食販売︑抽選会等を予

参加費

電話

小・中学生と保護者

定しています︒裏方︑販売︑

申込方法

８ 月 ４ 日︵月︶〜

対象

駐車場の整理などのお手伝い

申込期間

時〜午後８時

９月６日︵土︶
午前

時間は︑相談に応じます
※

日時

アを募集しています︒

をしていただけるボランティ

ステージイベントや︑屋台

れあい祭りを開催しています︒
無料

多目的ホール

８月

楽しめます︒
日時
会場

申込方法

３︐０００円

〜３時

11
費用

ださい︒

10

介護家族の
﹁笑顔のつどい﹂

宝満の市お盆特別営業
お盆に合わせ︑特別営業し
ます︒ご供花やお供え品のコ
日︵火︶

宝満の市店舗

午前９時〜

８月

ーナーを特設します︒
日時
会場
︵あすてらす西︶
みい農業協同組合生活課
☎７２・２０１６

残すことができるルールがで
参加費

小郡市教育委員会

義援金として５００円程度
※
タ オ ル ︑ ヨ ガ マ ッ ト︵ ま た
※
は バ ス タ オ ル ︶︑ 飲 物 は 持
参
後援

30

介護する皆さんのつどいの
場です︒今回はフリートーク
日︵金︶
分〜３時

市役所北別館２階

午後１時

８月

です︒
日時
会場
第１研修室
江 崎 ︑ 小 堂 ︶︵ 内

小郡市地域包括支援センタ
ー︵ 担 当
線 ４ ５ ５︶☎ ７ ２・７ ５ ５ １

うつ家族広場

中小企業・小規模事業の
経営者の皆さんへ
個人保証なしで金融機関か

うつ病患者がいる家族の交
流と学びの場です︒みなさん

ら融資を受けたり︑事業が破

日︵火︶

綻しても一定の生活費などを

にほっこりしていただければ
８月

と思います︒
日時

きました︒

分〜３時

午後１時

①法人と個人の資産・経理が
明確に分離されている場合

あすてらす２階
第一研修室

などで個人保証が不要にな
②多額の個人保証を行ってい

ること

リラックスタイム︑
茶話会
うつ病・抑うつ病と診

健康ヨガ教室︵松島︶
☎７３・１３９５

申

早めに事業再生や廃業を決

☎０９０・３６０３・８９１２

ても︑経営が行き詰る前に︑
断した際に一定の生活費な

30

10

11

会場
内容
対象

断された人の家族
福祉課障害者福祉係
︵内線４４２︶

19

30

30

12

30 10

10

15

10 24

30

30

20

22

26

就業支援講習会
①医療事務２級
②介護職員初任者研修

分〜午

月８日の毎週

③インターネット入門講座
日時
①９月６日〜
分
月

土曜日／午前９時
後４時
②９月７日〜

日の毎週

分〜午

○Ⅲ類

５︐０００円

受験資格

種類・受験料
甲種
３︐４００円

①②福岡県母子家庭等
就業自立支援センター
乙種

○Ⅱ類

一般事務︑学校事務︑

平成７年４月１日までに生

平成元年４月２日〜

警察事務︑土木︑林業

☎０９２・５８４・３９３１
２︐７００円
日︵水︶〜 ９

丙種
８月

まれた人

県市町村支援課行政係

談

☎０９２・６４３・３０７３

相

司法書士による
無料法律相談会

ら平成９年４月１日までに

相続や遺言︑登記など法律

日︵月︶〜

日︵日︶

平成３年４月２日か

生まれた人︒ただし︑大学

相談に無料で応じます︒事前

○Ⅲ類

インターネット受付は︑８
※
月 日︵日︶〜９月６日︵土︶

の在学期間が２年を超える
９月
８月

午前

日︵土︶

願書は久留米広域消防本部
※
各消防署と各出張所に準備
︵一 財︶消 防 試 験 研 究 セ ン

１次試験日
受付期間

時〜午後１時

あすてらす

美鈴が丘

礼

︵亡母初榮︶

小野太郎

●香典返し寄附者︵敬称略︶

〜小郡市社会福祉協議会〜

お

☎３２・６６４１

事務局

福岡県司法書士会筑後支部

会場

８月

予約は不要です︒

申

ター
☎０９２・２８２・２４２１

日︵金︶消印有効

日

日時

人を除く

月９日︵火︶

受付期間

③久留米母子家庭等就業・
自立支援センター
☎３２・１１４０

月２日の

久留米地域
職業訓練センター講習会

９月４日〜

エクセル入門
日時
分

危険物取扱試験準備講習会

インターネット受付は
※
︵火︶まで

県人事委員会事務局任用課

☎ ０ ９ ２・６ ４ ３・３ ９ ５ ６

福岡工業大学

午後１時〜４時

月９日︵日︶

行政書士試験
日時
会場

８ 月 ４ 日︵月︶〜 ９

開１

●一般寄附︵敬称略︶

堀田フクヱ︵亡夫直規︶

月５日︵金︶

みちくさ映画鑑賞会

☎０３・３２６３・７７００

研究センター

一般財団法人行政書士試験

インターネット受付は︑５
※
日︵金︶／午後５時まで

受付期間

10 23

日曜日／午前９時
分
月・木曜日／午後６時
エクセルの基本操作

０９２・２８２・２４２２

内容

午前９時〜午後５時

１︐８５０円

２︐０００円

三井消防署
受講料
教科書

三井消防署警防課

試験区分
○Ⅱ類

行政事務︑学校事務︑

福岡県職員採用試験短大
卒程度︵Ⅱ類︶・高校卒程
度︵Ⅲ類︶試験区分

７２・５９４８

☎７２・５１０１

申

月４日︵土︶

日時

１６︐０００円
人

電話予約

久留米地域職業訓練
︶

日︵日︶

会場

文字入力ができる人

〜９時

27

対象
受講料
定員
申込方法
会場 申

９

セ ン タ ー︵ 久 留 米 市 東 合 川
５

☎４４・５２０１

験

４３・２９６４

試

月

第２回危険物取扱者試験
期日

警察事務

28

18

後５時
③ ９ 月 １ 日︵月︶・ ２ 日︵火︶・
４ 日︵木︶・ ５ 日︵金︶・ ８ 日
︵月︶・ ９ 日︵火︶／ 午 後 ６ 時
分

①②クローバープラザ

分〜８時

会場
︵春 日 市︶③ 久 留 米 市 男 女 平

30

24

10

29

26

10

久留米大学御井学舎

11

等推進センター
ひとり親・寡婦の人
人

対象
人③

①

人②

定員
応募多数の場合︑①②書類
※
選考③抽選︒少数時は中止
無 料︵ テ キ ス ト 代 な

の場合あり
受講料
どで①７︐０００円②４︐

日︵月︶②

０００円③１︐２９６円が
別途必要︶
①８月

日

21

申込締切

日︵ 火 ︶③ ８ 月

会場
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８月
︵木︶

26

15

19

11

12

30

24

18

−

30

14
30

30

30

20

19

−
10

10

30

夏休みが始まりました。
いつも以上に親子で過ご
す時間が増えるこの時期、
旅行やイベントに出かける
のもいいですが、たまには、
親子で料理に挑戦してみま
せんか。
新しく入った初心者向け
の新刊です。

13歳からの
料理のきほん34

クックパッドのおいしい
厳選！野菜レシピ

アントラム栢木利美／著
海竜社

クックパッド（株）／監修
新星出版社

図書館だ より
市立図書館 ☎72-4319 開館時間 午前10時〜午後６時（金曜日は午後８時まで）
ホームページ http://www.library-ogori.jp

本のPOPコンクール
あなたのおすすめの本を
POPで紹介してみませんか
●応募資格
①小学生②中学生部門 市内在住の小・中学生お
よび市内の小中学校に通学している児童・生徒
③高校生・一般部門 高校生以上の小郡市民およ
び市内の高校・専門学校に通学している学生
●応募点数 １人１点
●募集期間 ①小学生部門②中学生部門
９月１日（月）〜12月24日（水）
③高校生・一般部門
８月１日（金）〜11月30日（日）
●応募方法 図書館で配布している応募用紙を作品
の裏に貼りつけ、市立図書館か移動図書館へ
●表彰式・記念講演会
日時 平成27年２月14日（土）／午後１時〜
会場 文化会館小ホール
※優秀作品には、賞状と賞品が贈呈されます
●応募作品について
・紹介する本のジャンルは問いませんが、マンガ、
雑誌は除く
・Ａ６（105㎜×148㎜）からＡ５（148㎜×210㎜）
までの大きさで、画用紙など厚みのある紙を使
って作成してください。形は自由です
・画材も自由。シールや小物を貼りつけることも
できます
・本の表紙やさし絵、既存のキャラクター、タレ
ントや俳優の写真など著作権、肖像権を侵害す
る恐れのあるものは使用しないでください
●その他 応募作品の著作権は小郡市に属するもの
とします。また、作品は図書館などで展
示し、返却しません

装備講習会
図書館の本のように、ビニールフィルムで
装備してみませんか。装備することで本が丈
夫に、そして長持ちします。練習用の本も用
意しますので、ぜひご参加ください。
●日時 ９月６日（土）／午前10時〜正午
●会場 市立図書館研修室
●対象 小学５年生以上
●定員 10人（先着順、要申込）
●持参するもの 30㎝以上の定規・ハサミ・
装備をしたい本２冊

「子どもと絵本」講座（全３回）
絵本やわらべうたの魅力って？
三人の先生が、実体験を交えながら、絵本
やわらべうたの魅力をやさしく楽しく紹介し
ます。ぜひ、親子で温かい時間をお過ごしく
ださい。
●期日
第１回 ９月９日（火）
講師 白根恵子さん
（佐賀女子短期大学教授）
第２回 ９月16日（火）
講師 森部恵子さん（福岡県立図書館）
第３回 ９月30日（火）
講師 児玉敦子さん（福岡コダーイセンター）
●日時 午前10時〜正午
●会場 文化会館和室
●定員 20人（先着順、要申込）
※託児あり（年齢制限・定員あり）。同時にお
申込みください
広報おごおり H26・8・1
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小郡市ホームページアドレス

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

ぶどう狩り

＜久留米市＞

巨峰の他にもピオーネやロザリオビアンコなど
の色とりどりの品種も栽培されています。
期日 ８月10日〜９月下旬
会場 久留米市田主丸町
（公財）久留米観光コンベンション国際交流協会
田主丸事務所☎0943-72-4956 0943-72-4959

うきはのぶどう狩り＆なし狩り

＜うきは市＞

夏はぶどう狩り（８月中旬〜９月下旬）＆なし狩
り（８月上旬〜10月下旬）の季節です。新鮮でと
れたての味を味わってみませんか。
期日 ８月上旬〜10月下旬／午前９時〜午後５時
会場 うきは市内の観光農園
うきは市観光協会浮羽支局
☎0943-77-5611 0943-77-5687

ファクス73・4466

フッペルと共に

＜鳥栖市＞

鳥栖市文化事業協会は、８月15日の終戦記念
日に平和のシンボルである「フッペル」を囲んで平
和コンサートを開きます。希望者はフッペルのピ
アノを演奏できます。希望者は、当日会場で申込
みをしてください。（１人３分以内、人数制限あ
り）※入場無料
日時 ８月15日（金）
午前11時〜（開場 10時30分）
会場 サンメッセ鳥栖ロビー
内容 ベートーヴェン作曲「月光」の演奏
鳥栖市民文化会館☎85-3645 85-3647

Ｅメール kohotoukei@city.ogori.lg.jp■編集

「なるほど！
！こども歴史教室2014」
めざせ!!お城博士
＜小郡市＞

テーマは「お城の歴史」！戦国弓矢作り、何でも
質問コーナーなど夏休みの自由研究にもぴったり。
ふくおか官兵衛くんもやってきます。
日時 ８月22日（金）
午後１時30分〜３時30分（受付 １時〜）
参加費 100円
対象 小学生
定員 20人（先着順）
申込方法 受付、はがきまたはファクス
会場 申
九州歴史資料館☎75-9575 75-7834
〒838-0106 小郡市三沢 5208-３

田主丸花火大会

平成26年度文化財フェスタ
「今村教会堂とキリシタン」

＜大刀洗町＞

日時
会場
内容

８月31日（日）／午後１時30分〜４時
大刀洗ドリームセンター２階展示ホール
報告
①「今村教会の歴史と新資料」
赤川正秀さん（大刀洗町教育委員会）
②「江戸初期の筑後のキリシタンについて」
古賀正美さん（前久留米市文化財保護課）
講演 「今村教会堂と鉄川与助」
土田充義さん（鹿児島大学名誉教授）
大刀洗町生涯学習課文化財係☎77-2671

パソコン http://www.kttnet.co.jp/kurume-koiki/
携帯電話 http://www.kttnet.co.jp/kurume-koiki/ i

世界遺産になった富士山に︑先
日登ってきました▼メンバーは友
人の知り合いなど初めて会う人た
ちがほとんどでしたが︑下山する
ころにはすっかり仲良くなり︑ま
た会う約束をしてきました︒広報
の取材などでもこういった﹁つなが
り﹂をつくり︑大事にしていきたい
と思っています
▼そして︑富士
山を登頂した勢
いで更なる人生
の高みを目指し
ていきます︒な
んちゃって︵Ｉ︶

総務課 広報統計係
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広報おごおり H26・8・１

ひとのうごき
人

＜久留米市＞

約6,000発の打上花火と仕掛け花火が夏の夜空
を彩ります。
期日 ８月24日（日）※雨天時は26日（火）に延期
会場 片の瀬公園筑後川河川敷
（公財）久留米観光コンベンション国際交流協会
田主丸事務所☎0943-72-4956 0943-72-4959

ʻʻちくご遊学ʼʼ久留米広域圏の情報を
ホームページでご覧いただけます。

編 集 後 記

http://www.city.ogori.fukuoka.jp/
携帯電話専用サイトアドレス
http://www.city.ogori.fukuoka.jp/mobile
QRコード対応のカメラ付き携帯をお持ちの方は︑下のQRコードを撮影してください︒

■発行 小郡市役所︵〒838 0198小郡市小郡255 1︶☎72・2111

ちょっと足を の ば して

口
男
女

世帯数

平成26年７月１日現在
（ ）は前月比

59,489人
（−27人）
28,330人
（−５人）
31,159人
（−22人）
22,924世帯
（±０世帯）

今月は 後期高齢者医療保険料

国民健康保険税

下水道使用料

市県民税

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（内線132、133）
国保年金課（内線422〜425）
介護保険課（内線452、453）
下水道課（内線342）

福岡銀行

市役所内派出所の窓口開設時間
○開設時間 午前9時〜午後4時45分

