living information

申込み先

問合せ先

ファクス

くらしの情報

市役所☎72-2111（代表）
73-4466

Ｅメール

お知らせ

04 小郡市競争入札

参加資格審査申請

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

★受付期間

６月３日（月）〜28日（金）
午前９時〜午後４時（土日除く）
★対象 市内・市外の①建設業者②建設工事
付帯業務事業者（コンサルタントなど）
③物品購入・役務提供関係事業者
★提出書類 申請要領を参照
※申請要領は、４月26日（金）以降に窓口で
配布するほか、市ホームページ（市政情報
＞入札情報＞競争入札参加資格審査申請）
から取得、郵便請求もできます
★申請方法 窓口・郵送（市外業者は郵送のみ）
※郵送の場合、６月28日（金）必着

お知らせ

05 介護予防に音楽サロン
地域包括支援センター☎72-2111
音楽は脳を活性化させ、ストレス解消、呼
吸機能の強化という効果があり、介護予防に
有効とされています。一緒に歌い、体を動か
し、簡単な楽器演奏や生演奏の鑑賞を楽しみ
ませんか。
★日時 ５月17日〜８月２日の毎週金曜
（全12回）／午後１時30分〜３時
★会場 大原きぼうの森館ホール１
★対象 市内在住の65歳以上
★定員 30人（先着順）
★参加費 無料
★申込締切 ５月８日（水）／午後５時

お知らせ

01 小郡市戦没者追悼式
福祉課生活福祉係☎72-2111

先の大戦の戦没者を追悼し、恒久平和の誓
いを新たにするため、戦没者追悼式を行いま
す。
★日時 ５月25日（土）／午前10時30分〜
★会場 文化会館大ホール

お知らせ

02 狂犬病集団予防注射
生活環境課環境係☎72-2111

今年度、まだ飼い犬に狂犬病予防注射を受
けさせていない人は、下記の集団注射か動物
病院で接種をしてください。
★日時 ５月９日（木）※今年度集団注射最終
日／午後２時30分〜３時20分
★会場 小板井ふれあい公園
（七夕通りマクドナルド西側）

申

お知らせ

06 未成年者飲酒防止強調月間
〜お酒は20歳から〜

福岡国税局☎092-411-0031
9
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03 介護家族

「笑顔のつどい」

地域包括支援センター☎72-2111
長年介護を経験されてきた池田恵子さんを
囲み、介護を通して思ったことなどを語り合
いましょう。
★日時 ５月17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

令和３年４月から、民法の成年年齢は18歳に
引き下げられますが、お酒の年齢制限は20歳の
まま維持されます。未成年者がお酒を飲むと、
脳の機能低下、肝臓などの臓器障害、性ホルモ
ンの異常などのリスクが高まります。

くらしの情報

エコのすすめ

募集

09 緑のカーテンを作ろう
生活環境課環境係（南別館１階）
☎72-2111
申

「緑のカーテン」とは、アサガオやゴーヤの
ようにつるを巻き付けて伸びる“つる性植物”
を使った自然のカーテンのことです。夏の暑
い日でも、窓の前面に葉を生い茂らせること
で、部屋に入ってくる日光を大幅に減らし、
葉は水分を蒸発させて空気中の温度を下げる
ため、まるで天然のエアコンのような涼しい
風が、葉の間を吹き抜けていきます。また、
野菜の収穫もできるので、環境にもお財布に
も優しいカーテンです。
適した植物はゴーヤ、アサガオ、ヘチマな
どがあります。プランターで育てることもで
き、支柱とネットを立てられれば、マンショ
ンのベランダでも設置が可能です。

市役所でも
実施中

ゴーヤの種を無料配布しています
★無料配布 種（約５個入り）、
育て方のチラシ
★配布期間 ４月15日〜無くなり次第終了
★配布場所 市役所本館１階受付、
各校区コミュニティセンター
ゴーヤを使った「緑のカーテン」作り方体験会
★日時 ５月11日（土）
午前10時〜正午（受付９時45分〜）
★会場 あすてらす会議室３
★定員 30人（先着順）
★参加費 無料（要申込）
※ゴーヤの種１袋と苗をプレゼント
★申込方法 窓口・電話

07 市民農園の利用者募集
農業振興課農村環境係（南別館２階）
☎72-2111
申

★場所

小郡市小郡1868-1
（陸上自衛隊小郡駐屯地西側）
★利用料金 １区画30㎡／年間4,000円
※年度途中の場合は、月割計算します
★設備 駐車場、トイレ、給水設備あり
★募集区画数 20区画（随時受付、先着順）
★申込方法 窓口

募集

08 第58回小郡フリーマー

ケット七夕市出店者募集

小郡フリーマーケット七夕市実行委員会
事務局（商工・企業立地課内）☎72-2111
〒838-0198 小郡市小郡255-1
申

★日時 ６月２日（日）／午前９時〜午後３時
※出店者受付は、午前７時〜８時30分
★会場 市陸上競技場玄関前広場
★募集数 約100ブース（抽選）
※１ブース間口３m×奥行３ｍ
（１人上限２ブース）
★注意 ①車出店ではありません②飲食品の
出店や販売はできません③申込者在住は市
内外問いません④出店場所は主催者が決定
し、当日指示します⑤上記事項や主催者の
指示に従わない場合は出店をお断りします
★出店料（１ブースあたり）
市内在住者1,000円 市外在住者2,000円
※当日受付で徴収
★申込方法 往復はがきに、代表者の①郵便
番号②住所③氏名④電話番号⑤申込ブース
数⑥出店品目を明記し、申込み。返信用は
がきには郵便番号、住所、氏名を明記
※その他の詳細は、市ホームページに掲載す
る募集要領をご確認ください
★申込締切 ５月10日（金）消印有効
※結果は５月中旬ごろまでに、全員へ通知し
ます
広報おごおり お知らせ版 H31・４・15

10

講座

12

講座

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

キャリアアップしたい女性のための講座で
す。
第１回「キラキラ輝く私の未来のために」
★日時 ５月15日（水）／午前10時〜正午
★講師 豊増三枝子さん（NPO法人ココネッ
ト所属色彩心理ファシリテーター）
★参加費 100円
第２回「気分もアガる↑モテ美尻講座」
★日時 ５月22日（水）／午前10時〜正午
★講師 川原たまきさん
（mind upトレーナー）
★参加費 100円＋バンド代300円程度
第３回「ごはんは人生を豊かに」
★日時 ５月29日（水）
午前10時〜午後１時ごろ
★講師 持丸葉子さん
（今日のごはんなあに主宰）
★参加費 100円＋材料費800円程度
第４回「知って得するマネー講座」
★日時 ６月５日（水）／午前10時〜正午
★講師 武久国壽さん
（武久税理士事務所所長）
★参加費 100円
【共通事項】
★会場 生涯学習センター
※第３回のみ、あすてらす
★対象 育児・介護・仕事から離れ、社会活
動、キャリアアップを考える女性
★定員 各30人程度
★託児 １歳〜未就学児※要申込
★託児費 １日１人100円
★申込方法 窓口・ファクス・はがき・Ｅメ
ールのいずれかで申込み
★申込締切 第１回５月７日（火）、第２回５
月13日（月）、第３回５月20日（月）、第４回
５月27日（月）／午後５時必着
※Ｅメール申込み後、３日以内に返信がない
場合はご連絡ください

11

10 高齢者サロン

じぶん磨き講座2019

広報おごおり お知らせ版

H31・４・15

推進員養成講座（無料）

申

地域包括支援センター☎72-2111

市は、高齢者の閉じこもり予防や、仲間・
健康づくりを目的に、身近なコミュニティセ
ンターで体操やゲーム、お話ができる場（サ
ロン）を開設しています。活動を支援するた
めの「推進員養成講座」を開催します。
★日時（全10回）
５月７日（火）・14日（火）・21日（火）・
28日（火）
６月４日（火）・11日（火）・18日（火）
７月16日（火）・23日（火）
８月６日（火）
午後２時〜４時
★会場 あすてらす多目的ホール
★対象 市内在住で原則全回参加可能な人
★内容 ①介護予防のための運動講話や運動
実技②サロン実施の安全管理③サロン推進
ボランティアとの交流会 ほか
★講師 （株）健康科学研究所健康運動指導士、
リハビリ専門職（理学療法士・作業療法士）
★定員 30人（先着順）
★受講費 無料
★申込方法 電話
★申込締切 ４月24日（水）／午後５時

九歴ボランティアイベント

11 大人組紐講座
九州歴史資料館
☎75-9575 75-7834
HP www.fsg.pref.fukuoka.jp/kyureki/
⃞
会場 申

★日時

基礎編：５月16日（木）
応用編：５月23日（木）
午後１時30分〜３時30分
★定員 30人（先着順）
★受講費 材料費100円
★申込方法 申込用紙に記入し、ファクス・
窓口で申込み（申込用紙は会場またはホー
ムページから取得可能）

くらしの情報

募集

15 学童保育所放課後児童

楽パソ♪講座

13 パソコン入門講座

支援員・補助員募集

各学童保育所
★応募条件 教諭免許（幼稚園、小・中学校、
高校）・保育士・社会福祉士のいずれかの
資格を持つ人、大学で社会福祉学などを専
攻した人、高校を卒業し２年以上児童福祉
事業に従事した人 など
※勤務時間・形態などは学童保育所によって
異なります。詳しくは各学童保育所にお問
い合わせください
小郡校区学童保育所 申 ☎73-4318
〒838-0143 小郡市小板井288
【支援員】
★募集人数 ３人※急募！
★勤務条件 週４〜５日勤務
（平日１日５時間程度、土曜・長期休み時
期は１日８時間程度）
【補助員】
★募集人数 随時募集（定年65歳）
大原校区学童保育所 申 ☎73-4040
〒838-0143 小郡市大保1394
【支援員】
★募集人数 １人※急募！
★勤務条件 週４〜５日勤務
（平日１日４時間程度、土曜・長期休み時
期は１日５〜８時間程度）
味坂校区学童保育所 申 ☎73-4298
〒838-0133 小郡市八坂466
【支援員】
★募集人数 ２人※急募！
★勤務条件 週３〜６日勤務、シフト制
（平日１日４〜５時間程度、土曜・長期休
み時期は１日８時間程度）
【共通事項】
★報酬 支援員時給1,000円
補助員時給 870円
※交通費などそのほかの条件は直接お問い合
わせください
★申込方法 各学童保育所にお問い合わせの
うえ、申込み
★申込締切 随時募集
※市の学童保育所は、各学童の運営委員会
（保護者会）により運営が行われています
申

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

電源の入れ方、文字入力、マウス・キーボ
ードの使い方、ワードの簡単な文書作りなど
を学びます。（パソコンのOSは、Windows
8.1、Oﬃceは2013）
★日時 ６月の月・金曜（全８回）
午前９時30分〜正午
★会場 生涯学習センターパソコンルーム
★対象 18歳以上のパソコン初心者
★定員 14人（多数の場合抽選）
★受講料 3,800円
★テキスト代 700円
★申込方法
窓口・ファクス・はがきのいずれかで、①
氏名②住所③年齢④電話番号⑤講座名「パ
ソコン入門講座」を明記し、申込み
★申込締切 ５月14日（火）／午後５時必着

募集

14 託児ボランティア
スタッフ募集

申

生涯学習課社会教育係
（生涯学習センター内）☎72-2111

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。
預かるお子さんは、主に０歳児〜就学前が
対象となります。事前にボランティア登録を
していただき、必要に応じて依頼します。
子どもが好きな人、託児経験がある人、保
育士の資格をお持
ちの人などの申込
みをお待ちしてい
ます。詳しくはお
問い合わせくださ
い。
★申込方法
窓口・電話
広報おごおり お知らせ版 H31・４・15
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募
集
ボール代などを含む︶

申込開始

時〜

あすてらす
多目的ホール

のびのびキッズルーム

午前10時30分〜11時30分
（受付10時〜）
あすてらす多目的ホール

対 象 ２歳半〜就園前の親子
持参物 水筒
※動きやすい服装（親子共）で
ご参加ください

福岡県警察本部少年課久留米少年サポートセンター職員
未就学児の保護者40人
先着20人
５月13日（月）
午前９時〜電話受付

H31・４・15

日︵日︶／午前

５月28日（火）

要予約

広報おごおり お知らせ版

４月
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予約不要

校区（小学校） 活動内容（持参物）

三国
（のぞみが丘小） シール帳作り
持参物は
５月14日（火） ふれあい館三国 三国（三国小）
ありません
御原校区コミュ 宝城
５月21日（火）
ニティセンター （味坂・御原小）

５月29日（水）／午前10時〜11時30分 あすてらす視聴覚室（託児：和室）
師
象
育
込

11

５月 ７日（火） 希みが丘公民館

『子育てに関する講話』 前回大好評の講演会です。ぜひご参加ください
講
対
保
申

受講料を添えてテ

のびのび講演会

21

校区外の参加も大歓迎

午前10時〜11時30分

場

申込方法

５月31日（金） あすてらす多目的ホール

ニス協会事務局で申込み

ポピーの里あじさか館
大ホール

第 期
ナイターテニス︵硬式︶
スクール受講生募集

５月17日（金） あすてらす多目的ホール
５月24日（金）

会

申込用紙は受付時に配布し
※
ます

近くの会場へどうぞ

「親子で体育あそび」
５月10日（金） 予約不要

楽しい遊びのコーナーがいっぱい！
！
午前10時〜11時30分
（時間内に自由にご参加ください）

５ 月 ７ 日︵火︶〜 ６ 月

地に花﹄の生原稿や︑高松凌雲の資料を展示

親子で自由に遊ぶ場・交流の場

市テニス協会事務局

予約不要

日

申込受付後のキャンセルに
※
よる返金は行いません

申

のびのびオープンルーム

分〜９時

▲

▲

▲

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。

期

期日

午後７時

︵㈲ 小 郡 ス ポ ー ツ 内 ︶

☎７２・５３４４

０１４１

１

−

〒８３８

小郡市小郡１２２５

水曜定休
※

−

０歳〜就園前の親子対象
小郡市子育て支援センター
〒838-0127 小郡市大崎828-1
☎ 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）

日︵ 火 ︶の 毎 週 火 ・ 木 曜︵

時間

市テニスコート

10 18

のびのび教室

申

回程度︶

会場

初心者︵中学生以上︶

︵小 郡 運 動 公 園 内 ︶

対象

６人

８︐０００円

定員

受講料

15

︵コ ー ト ・ ナ イ タ ー 使 用 料 ︑

１

小郡短歌会

小雨降る久方ぶりの梅林寺梅の香りのまだ残りた
り
中原カツヱ
梅の咲く家と神社のある道をわが毎朝のウオーク
としたり
城崎 浩平
雪積めど梅に射す陽は柔らかく春の唄など小声で
歌う
末
法子
近所にて夫婦亡くなり家こわし形あるものあっさ
り消ゆる
田島 節生
赤ちゃんのこぶしに似たると名づけられ青空に白
き花満開
河合 道

お詫びと訂正 広報 月 日号 ページの展示会の説明に誤りがありました︒訂正してお詫びいたします︒
︻誤︼﹃天に星 地に花﹄の生原稿や︑題材となった高松凌雲の資料を展示 ︻正︼高松凌雲の先祖を題材にした﹃天に星
４

30

67

小郡（小郡小)

ミニ運動会
（水筒・タオル）

リフレッシュ
講座

要予約

保護者のための保育付き講座

第１回『ボクササイズ』
５月23日（木）

午前10時〜11時30分
あすてらす多目的ホール
（託児：和室）
講
対
保
申

師

那須儀治さん
（NASUパーソナル
トレーニングジム代表）
象 未就園児の保護者16人
育 生後３か月からの乳幼児
込 ５月８日（水）
午前９時〜電話受付

