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軍師 黒田官兵衛 最大の宿敵
城井 宇都宮鎮房 いざ参上�

８月

築上町八月二十四日より
大河ドラマに！
宇都宮鎮房のかぶと（天徳寺）

大野小弁正重の碑（岩丸）
No.117

宇留津城址の碑（宇留津）

勝間田彦六左衛門の碑（岩丸）

築上町のURL http://www.town.chikujo.fukuoka.jp/ E-mail : master@town.chikujo.lg.jp

椎田インター・築城インター「現場見学会」のご案内
おかげさまで、椎田インター・築城インターの改築工事も終盤を迎え、８月８日（金）夜に両インターの閉鎖を
解除し、再びご利用いただけるようになります。
工事中お世話になりました地元の皆様に、新しくなったインターチェンジをお披露目させていただきたく、次の
とおり「現場見学会」を開催します。皆様是非ご参加ください。
なお、引き続き改築工事を進めていきますので、今後もご理解とご協力をお願いします。
日時

★築城インター

８月３日（日）１０：００〜１２：００

★椎田インター

８月３日（日）１６：００〜１８：００

＜小雨決行・荒天時中止＞
見学場所

築城インターおよび椎田インター内

見学場所へのアクセス ・築城インター駐車場：JA 西部農機センター、築城社会福祉センター
（駐車場から現場までの移動は、徒歩にてお願いします）
・椎田インター駐車場：JA 椎田カントリーエレベーター
（駐車場から現場までの移動に、送迎車をご用意します）
※駐車スペースに限りがありますので、お車以外での来場をおすすめします。
注意事項

①見学区域内は各自徒歩にて移動をお願いします。
②見学区域外への立ち入りは非常に危険ですので、固くお断りします。
③猛暑が予想されますので、体調の優れない方は参加をご遠慮ください。
④中学生以下のお子様のみの参加はご遠慮ください。なお、お子様連れの方はお子様から目を離さな
いよう十分にご注意ください。

問い合わせ

西日本高速道路（株）福岡工事事務所

みやこ築上工事区

０９２（９２５）１１１８
２
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新川 久三
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副町長就任の
ごあいさつ

６月定例町議会におい
て�副町長選任の同意を
いただきました�︵任期
満了 平成 年６月 日︶
改めて�６月 日より�
引き続き�新川町長の補
佐役として�副町長に就
任しました�私にと�て�
身に余る光栄であると同
時に改めて責任の重さに
身の引き締まる思いであ
ります�
築上町も合併後９年目
を迎えますが�まだまだ
難題�課題が多くありま
す� 誠心誠意 �子育
てにやさしい・住みよい
町づくりを目指して努力
してまいります�
町民の皆様のご指導と
ご協力・ご支援を賜りま
すよう�お願い申し上げ
まして�就任の挨拶とい
たします�
築上町副町長
八野 紘海
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椎田バイパスの
インター工事完了

27

椎田バイパスの築城イン
タ�・椎田インタ�の工事が
予定どおり完了しました�８
月８日 時から従前どおり通
行できるようになります�来
年４月１日から東九州自動車
道の開通で椎田道路はすべて
有料になりますが�平成 年
３月 日までの無料区間は従
前と同じです�両インタ�工
事中には国道 号が非常に渋
滞しましたが�これで解消さ
れると思います�しかし�来
年の本線開通で近距離の方は
国道 号に殺到するのではな
いかと心配されます�
国道 号の湊から豊前市の
山田までの４車線化が重要と
なり�関係機関に強く要望を
しています�
23

盛夏の時季になり�又お盆
の月であり町民の皆様にはご
自愛お願いします�
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町長室だより
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築上町長

今年の梅雨は１�月以上続
き�湿度の多いう�とうしい
日々でした�ようやく湿度か
らは開放された今日この頃で
す�
しかし�梅雨明け後は炎天
下の暑さは厳しそうです�町
民の皆様には充分猛暑対策を
し�健康を維持されてくださ
い�

岩丸長岩の戦いで戦死�岩丸
山 中 に 墓 石 あ り︶�吉 田 六 郎
太夫�同又助︵謀殺時のお酌
を す る 役 割︶�林 太 郎 右 衛 門
等分捕せり﹂と陰徳太平記あ
ります�
一晩のうちに宇留津は陥落
し�１千人に及ぶ戦死者を出
し�翌�生捕された男女子４
百人を磔にし�死骸を海に流
したといわれています�これ
以来宇留津では白い犬は育た
ない�または飼わないことと
されていますが�昨今ではこ
の伝承も形骸化しているのか�
宇留津でも時折白い犬を見か
けるようになりました�ドラ
マでどこまでの話が放映され
るか楽しみにして於いてくだ
さい�
宇都宮鎮房の登場は�８月
日 の 放 送 か ら だ そ う で す�
３週分くらいの放送になるそ
うです�

平成26年８月

大河ドラマ８月 日︵日︶
宇留津城が舞台となる

兵衛の諜略により城を官兵衛
に明け渡し�黒田軍に味方を
して� 月７日の宇留津城攻
めに加担しました�
宇留津城主加来与次郎は高
橋氏と同盟を結び�父専順を
人質として香春城に送�てい
ました�官兵衛の諜略を受け
ましたが�父を取るか城を取
るかの判断で父を取り�２千
人 が 宇 留 津 城 に 立 て 籠 も り�
毛利軍２万５千騎�黒田と長
野および宗像総勢２万８千余
騎の大軍と対峙�腰まで浸か
る泥沼の濠で毛利勢が攻め倦
んでいた矢先に一匹の白い犬
が濠を歩いて渡るのを黒田軍
が 見 て�﹁母 里 太 兵 衛︵黒 田
武士の槍の使い手︶を先頭に
井上九郎右衛門�栗山四郎右
衛門�後藤又兵衛︵伝法寺の
正 光 寺 の 手 水 鉢 の 作 者︶�野
村太郎兵衛︵中津城での謀殺
の一の太刀を宇都宮鎮房に浴
び せ る︶�久 野 四 兵 衛�大 野
小弁︵黒田長政の身代わりで

３

24

いよいよ大河ドラマ﹁軍師
官兵衛﹂が�８月 日の放送
から九州編に入ります�８月
日は宇留津城が舞台となり
ます�
天正 年︵１５８６年︶
月に黒田官兵衛を軍監とした�
毛利三軍︵毛利�吉川�小早川︶
総勢２万５千騎で高橋元種の
小倉城攻めで�高橋氏は香春
岳城に小倉城を放棄して逃亡�
そして馬が岳城の長野氏は官
24
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町内外からのお知らせ

京築かるた 読み札大募集 !!

あなたが考えた
読み札が
かるたになる！

豊の国

皆さんが住む京築地域には、歴史や伝統文化、特産品をはじめとする地域資源（地域の宝）
がたくさんあります。
この地域をもっと知ってもらい、京築を好きになってほしいという思いから、地域の宝を
読み込んだ読み札を皆さんから募集します。
お友達やご家族と一緒に考えてみませんか。たくさんのご応募お待ちしています。
【応募要領】
○応募用紙を本庁 企画振興課、支所 生涯学習課、中央公民館、築上町コミュニティセンター（ソピア）の
窓口に設置しています。
○京築地域の名所・旧跡・偉人・祭り・農林水産物などの地域資源（地域の宝）をテーマに、文字数１２〜
１９字程度で作成してください。（応募用紙にテーマを例示しています。）
○応募用紙（裏面）に、①読み札 ②氏名 ③学校名及び学年 ④年齢 ⑤住所（電話番号）を記入のうえ応募
してください。
○どなたでも応募可能です。（居住地は問いません。）
〜応募先など、詳しくは応募用紙をご覧ください〜
【応募締切】９月１６日（火）※郵送の場合は当日の消印有効
入選作品は「豊の国 京築かるた」の読み札に採用するとともに、入選された方には同かるたを進呈します。
（友達と一緒に応募した場合も、進呈するかるたは１つです。予めご了承ください。）
問い合わせ 京築連帯アメニティ都市圏推進会議（福岡県広域地域振興課内）０９２（６４３）３１７８
E-mail：koiki@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県男女共同参画センターあすばるでは、
「地域における女性の活躍推進モデル事業」実施団体を募集します！！
実施事業

自治会等の活動に女性が積極的に参画する事の必要性の啓発や理解の促進、女性が役員を
担うためのリーダーの育成、自治会等の運営や役員の選出方法及び慣習などの見直しを図
るための取組です。

実施期間

平成２６年９月（決定通知後）〜平成２８年１月末までの２年間

採用団体数

対

象

申込方法
申込先
問い合わせ

４団体（助成金上限２０万円／年度）
次の全ての要件を満たす団体・グループ
１ 福岡県内に活動の基盤を有しており、モデル事業を実施できる体制が整っていること
２ 会芸事務を適正に遂行する能力があること
３ 営利を活動の主目的にしていないこと
４ 特定の宗教や政治活動に関わっていないこと
５ 代表者（法人の場合はその役員）が暴力団員でないこと又は暴力団員と密接に関係し
ない者であること
＜次のような団体のご応募をお待ちしています＞
①自治会等…自治会、町内会、行政区等のいわゆる地縁団体（その連合組織を含む。）
や小学校区等を単位として設置される校区コミュニティ組織。
②女性団体等…男女共同参画を推進する団体又はネットワーク組織で、モデル事業を実
施する地域に活動の拠点を有するもの。
③地域づくり団体等…①②や市町村と連携し、まちづくりを支援している団体。
「あすばる」ホームページからダウンロードした、「応募申込書」「収支予算書」に必要
事項を記入のうえ、人権課にご提出ください。
※用紙は人権課にも置いています。
福岡県男女共同参画センターあすばる
ＴＥＬ092-584-1261 ＦＡＸ092-584-1262

http://www.asubaru.or.jp/
４
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豊築地区自立支援協議会からのお知らせ
《どういう行為が虐待になるのか知っていますか？》

※虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、相談窓口まで通報してください。

1

しん たい てきぎゃくたい

身体的虐待

・殴る、蹴る、つねる。
・食べられない物を無理やり口に入れる。
・部屋に閉じ込める。
・イスやベッドに縛りつける。

3

しん り てきぎゃくたい

心理的虐待

・怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴びせる。
・差別的に扱う。
・話しかけられても意図的に無視する。

5

けいざい てきぎゃくたい

せいてきぎゃくたい

2

性的虐待

4

放棄・放任 ( ネグレクト )

・性的行為を強要する。
・性器への接触、裸にする。
・わいせつな映像を見せる。
ほう き

ほうにん

・入浴をさせない、衣類を取り替えない。
・ゴミが散乱している。
・食事を与えない。
・必要な福祉サービスを受けさせない。
・病院にいかせない。

経済的虐待

・障がい者本人の同意なしに財産や預貯金を処分・
運用する。
・日常生活に必要な金銭を障がい者本人に渡さない。
・決められた賃金を支払わない。

相談窓口：福祉課 社会福祉係
（内線２４０）

食育講演会 〜心と体を育む「食」の力〜
私たちは忙しい生活を送る中で、毎日の「食」の大切さを忘れがちです。
生きるうえで最も身近で大切な「食」について考えるため、人格形成期にある子どもを育てている方、生
産者、食育に興味のある方を対象に食育講演会を開催します。
講師は、長年思春期の子どもたちに関わる中で「食」にたどりついた、と言われる助産師の内田美智子先生。
「家庭の食卓が子どもの身体と心を育てる」ことを、助産師ならではの視点でご講演いただきます。
日 時 ８月２０日（水）９：３０〜１１：１０（開場９：００）
場 所 築上町コミュニティセンター（ソピア）多目的ホール ※入場無料
講 師 助産師・思春期保健相談士 内田美智子先生（内田産婦人科医院）
主 催 築上町学校給食地場農産物利用促進協議会
問い合わせ 産業課 農林水産係（内線２７４）

築上町プレミアム商品券発行
築上町商工会では今年度もプレミアム商品券を発
行します。
発売日
９月１日（月）〜 ※なくなり次第終了
９：３０〜１６：００（平日のみ）
発行数
５,０００セット
価 格
１セット１０,０００円
（５００円×２２枚綴１１,０００円分）
※お１人様３セットまで（小学生以上）
有効期間 ９月１日(月)
〜平成２７年１月３１日(土)
販売場所 築上町商工会本所、築城支所
※９月１日（月）に限り、コマーレ、築上町コミュ
ニティセンター（ソピア）で販売します。
問い合わせ 築上町商工会本所（５６）０３５３
築城支所
（５２）０１６６
５
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椎田・築城駅前駐輪場の
放置自転車の整理について
椎田・築城駅前駐輪場内に多くの放置自転車が見
受けられ、駐輪場の利用に支障をきたしています。
駐輪場の円滑な管理・利用のため、８月７日（木）
から長期間駐輪していると思われる自転にお引取り
の「お願い」カードを取り付けます。その後、８月
２１日（木）から 1 ヶ月間「通告」カードを取り付け、
期日を過ぎてもお引取りがない場合には、築上町駐
輪場条例等に基づき処理をする予定です。
利用者の皆様のご協力をお願いします。
なお、ご使用中の自転車でも、数日間引き続き駐
輪している場合には、カードを取り付ける場合もあ
りますので、ご了承ください。
問い合わせ 椎田駅：企画振興課（内線３６２）
築城駅：総合管理課（支所・内線１２５）
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年度築上町敬老祝金

25 31

31

80

築上町では�高齢者に対し
敬老の意を表すとともに�高
齢者福祉を増進することを目
的に�次の要領で敬老祝金を
支給しています�
対象者 ８月１日基準日にお
いて築上町に２年以上居住
し�平成 年３月 日まで
に満 歳以上になる方
祝金 １人につき年額
１２ ０００円
支給方法 対象者本人名義の
預貯金口座に振り込みます�
平
※成 年３月 日までに
歳になられ平成 年度までに
受給している方は�手続き不
要で同じ口座に振り込みます
が�平成 年４月１日から平
成 年３月 日の間で 歳に
なられる新規対象の方には口
座振込依頼書の届出案内をお
送りしていますので�まだ提
出していない方は早急に提出
してください�
支給日 ９月下旬予定
期
※日までに口座振込依頼書
を 提 出 で き な か � た 場 合 は�
提出次第随時支給します�な
お来年３月までに依頼書の提
出がない場合は今年度の受給
資格がなくなりますので�ご
注意ください�
問い合わせ
福祉課 高齢者福祉係
︵内線２５２︶
27

，

80

その５

築上町高齢者在宅福祉サービス
築上町高齢者在宅福祉サービス

26

80

平成 年度築上町戦没者
追悼式

26

15

26

26

31

10

児童扶養手当・特別児童
扶養手当受給者の皆様へ

26

26

15

現在�児童扶養手当を受給
先の大戦において亡くなら
されている方は﹁現況届﹂を� れた築上町の方々の生前をし
特別児童扶養手当を受給され
のび�その死を悼み�恒久平
ている方は﹁所得状況届﹂を
和を祈念するため�築上町戦
提出していただく必要があり
没者追悼式を行います�皆様
ます�提出がない場合は�８
のご参列をお願いします�
月以降の手当が差し止めとな
日時 ８月７日︵木︶
りますので�ご注意ください�
�
提出期間
場所 中央公民館
・児童扶養手当受給者の方﹁現
問い合わせ
況届﹂
福祉課 社会福祉係
８月１日︵金︶
�
︵内線２４１︶
９月１日︵月︶
・特 別 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 の
平成 年度全国及び福岡
方﹁所得状況届﹂
県戦没者追悼式
８月 日︵月︶�
９月 日︵水︶
８月 日は�国及び福岡県
受
で戦没者追悼式が執り行われ
※給者の方には通知を送付
しています�必要書類等を
ます�先の大戦において亡く
お忘れないようにお願いし
なられた方々を追悼し�平和
ます�
を祈念するため�正午に１分
平
間の黙祷をお願いします�
※成 年１月１日現在で町
外に居住していた人は�前
住所地発行の平成 年度所
原爆犠牲者に黙祷を
得額証明書を提出する必要
がありますので�ご注意く
８月６日は広島に�９日は
ださい�
長崎に原爆が投下された日で
﹁※
児童扶養手当の受給に関
す�当日�広島市と長崎市では�
する重要なお知らせ﹂を受
慰霊並びに平和祈念式典が執
け取�ていた方は�一部支
り行われ�６日午前８時 分
給停止適用除外事由届出書
及び９日午前 時２分に平和
の提出も併せてお願いしま
の鐘を合図に１分間の黙祷が
す�
捧げられます�皆様も�家庭
提出・問い合わせ
や職場で追悼と平和祈念の黙
福祉課 子育て支援係
祷をお願いします�
︵内線２４２︶
10 11

26

築上町では在宅での介護や介護予防のため、さまざまな高齢者在宅福祉サービスを実施しています。この
コーナーでは連載で、高齢者在宅福祉サービスを紹介しています。
今回は、「生活管理指導員派遣事業」について紹介します。
生活管理指導員派遣事業（ホームヘルパー派遣）
＜事業目的＞訪問により、日常生活に対する指導や支援を行い、できるだけ住み慣れた場所で心豊かに暮らす
こと、要介護状態への進行予防等を目的とします。
＜対象者＞おおむね６５歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯等で、介護保険の認定（要支援以
上）を受けていない方
＜利用回数等＞週１回、１時間未満
＜利用料＞１回２３０円（生活保護世帯 免除）
＜サービス内容＞掃除・洗濯・調理・整理整頓・生活必需品の買い物・薬取り・
関係機関との連絡・調整・相談・助言
＜事業所＞・自愛の家（築上町社会福祉協議会）
・やすらぎホームヘルプステーション（まもる会）
・さくらんぼ（福岡京築農業協同組合）
・愛翠苑ホームヘルプサービス（若杉会）
問い合わせ 福祉課 高齢者福祉係（内線２５２）

６
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の出展者・出場者を募集しま
第８回自治会対抗町民ソフ
築上町成人式実行委員募集
す�
トボ�ル大会参加者募集
平成 年１月 日︵日︶に
対象 築上町文化協会会員・
自治会会員・町内諸団体で町
開催される成人式の企画・運
日時 ９月７日︵日︶
民文化祭出展・出演規程を遵
受 付 ８
�
営を行う実行委員を募集して
守する団体とします�
開会式 ８
�
います�自分たちの手で成人
会
雨
式を作�てみませんか�
※場スペ�ス等の関係で希
※天の場合は９月 日︵日︶
望に添えない場合があります� 会場 日奈古グラウンド
対 象 者 平 成 ５︵１ ９ ９ ３︶
年４月２日から平成８︵１
申込期限 ９月８日︵月︶
参加資格 築上町内に在住す
期限厳守
る 歳以上の方
９９６︶年４月１日までに
問い合わせ
生まれた方
参加料 無料
中央公民館
式の対象者とは異なります
申込期限 ８月 日︵金︶
※
︵５６︶０２５１
８
のでご注意ください�
※月 � 日は除く
築上町コミ�ニテ�セン
申込・問い合わせ
募集人員 ５� 人程度
タ�︵ソピア︶
築上町体育協会事務局
活動内容
︵５２︶００６６
︵火�金︶︵５６︶００７５
・成人式開催までの間�数回
ソフトボ�ル部︵濱田正治︶
の会議に出席し�成人式の
︵５６︶２４４９
内容を企画する�
・成人式当日の運営を行う�
申込期限 ８月 日︵金︶
申込方法
①生涯学習課窓口に直接お越
しいただくか�電話で申し
込む�
②﹁成 人 式 実 行 委 員 希 望﹂と
住所�氏名�生年月日�電
話番号を明記のうえ�郵便�
ＦＡＸまたはＥメ�ルで申
し込む�
申込・問い合わせ
生涯学習課 社会教育係
︵支所・内線２６２︶

﹁築上町民文化祭﹂出展者
出演者募集

月 １ 日︵土︶� 月 ３ 日
︵月︶に開催する﹁町民文化祭﹂
11

27

29

10

11

狩猟免許試験の追加実施について

狩猟をしようとする方は、居住地の県が実施する狩
猟免許試験を受け、狩猟免許を取得し、狩猟者登録を
しなければなりません。
福岡県では、平成２６年度狩猟免許（網猟、わな猟、
第一種銃猟、第二種銃猟）試験を次のとおり追加実施
します。詳しくはお問い合わせください。
※今回は、狩猟免許事前講習会は実施しません。
【狩猟免許試験実施日程】
実施日

申込期限

試験会場
所管
福岡県庁
県庁
9月19日(金) 9月9日(火) （福岡市博多区東公園 農林水産部
７７）
畜産部

問い合わせ 行橋農林事務所（農山村振興課）（23）0381

狩猟免許取得経費助成について

15

築上町では狩猟免許を取得した方に対し、免許取得
に係った経費の助成を行っています。詳しくはお問い
合わせください。
助成対象 事前講習会受講料・テキスト代・診断書料
問い合わせ 産業課 農林水産係（内線２７４）

M

no
MO RI

『メタセの杜』
TEL.0930-52-3828

○イベント（店頭）
・お盆用品店頭販売
８月９日（土）〜１５日（金）
切花、ほおずき、盆盛、お供え物
など販売予定
○マルシェ付近
・そうめん流し
８月２４日（日）１０時〜
無料 ※なくなり次第終了

29

：：

広告欄

E TAS E

16

13

14 15 00

広告欄

わらび座
公演

コマーレの催し物 ( 大ホール )
Ｔel：５６−１７７７

原作/宮沢賢治

風の又三郎

パフォーマンスバンド『響』

10月22日(水)

18時30分開演/18時開場

８／２３（土）
チケット発売開始

チケット（全自由席）
大
人 1,000円（当日1,500円）
中・高生
500円（当日 800円）
小学生以下 無料

敬老の日 浪曲大会
9月13日(土)
チケット発売中

13時30分開演/13時開場

《出演》天津ひずる、五月一秀、伊丹秀敏、豊後家歌八
天津洋子、梅沢あやめ、的場智子
チケット（全自由席）500円 ※75歳以上無料
【チケット発売所/コマーレ・中央公民館・ソピア・メタセの杜】
７
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公益社団法人福岡県保育協会

お問い合わせください�
リサイクルプラザ体験
また�福岡県保育協会では� 学習講座
ご希望の勤務条件に合う保育
所への就職あ�せんも行�て
い ま す︵﹁福 岡 県 保 育 士 就 職
支 援 セ ン タ �﹂︶の で�ぜ ひ
ご利用ください�
申込・問い合わせ
０９２︵５８２︶７９５５
京築広域圏消防吏員採用試験

・紙ひものかご作り
日時 ８月 日︵金︶
�
持参するもの はさみ�木工
ボンド�ものさし︵ ㎝︶�
洗濯ばさみ 個�鉛筆
・ＥＭぼかしづくり
日時 ８月 日︵木︶
�
持参するもの エプロン
・紙すき
日時 ８月 日︵土︶
�
持参するもの エプロン�古
タオル１枚
・廃油石けん作り
日時 ８月 日︵金︶
９
�
13

第２回町内交流バレ�ボ�
ル大会参加者募集
日時 ８月 日︵日︶
受 付 ８
�
開会式 ９
�
会場 椎田体育館
参加資格 小学生以上の町内
居 住 者 ま た は 町 内 へ 通 勤�
通学する６人制または９人
制のバレ�ボ�ルチ�ム
参加料 １チ�ム５００円
申込期限 ８月 日︵火︶
８
※月 � 日は除く
申込・問い合わせ
築上町体育協会事務局
︵火�金︶︵５６︶００７５
：

試験日・場所
月 日︵日︶
・第１次試験
豊前市立八屋中学校
月下旬予定
・第２次試験
京築広域圏消防本部
受付期間 ８月 日︵月︶�
９月１日︵月︶
募集人員・受験資格
消 防 本 部 掲 示 板�ホ � ム
ペ�ジ等でご確認いただくか�
お問い合わせください�
受験申込書請求・問い合わせ
〒８２８�００６１

15

00 28

30

：：
：

：

：

：

：

・エコク�キング
日時 ８月 日︵金︶
９
�
持参するもの エプロン
︵今 月 の メ ニ � � は か ら
し漬けき�うり ︶
・手仕事のうた︵不定期︶

持参するもの 軍手�エプロン

30

：

：

”

持参するもの 着物の布�古布

参
※加費・材料費は実費とな
ります�
募
※集人数は各 人です�
申
※込みは開催日の３日前ま
でにお願いします�
申込・問い合わせ
環境課 環境係
︵支所・内線１５２︶

要
概

Windows8.1の操作、Excel2013入門、
年賀状作成、PowerPoint2013入門
Windows8.1の操作、
インターネット入門

講座期間
時間
（毎水曜日）
昼の部
9月3日〜 13:00
（１６講座）12月17日 〜14:30
夜の部
9月3日〜 19:00
（５講座） 10月1日 〜20:30
講座名

教室定員

【学校教育課】
●築城中学校生徒用可動式机・椅子購入（その２）
（築上町大字築城388番地 地内）
落札金額：798,000円
納
期：平成26年6月4日〜平成26年8月4日
落札業者：植田商店
●椎田小学校校舎地震補強工事
（築上町大字湊150番地 地内）
落札金額：8,440,000円
工
期：平成26年6月10日〜平成26年8月29日
落札業者：（株）C.S.NET

入札日：平成26年6月17日

豊前市大字荒堀５２５番地１

京築広域圏消防本部総務課
０９７９︵８２︶０１１９
※申込書は右記のほか�東部
分署︵上毛町︶�西部分署︵築
上 町︶�京 都 分 署︵み や こ 町
豊 津︶�勝 山 出 張 所︵み や こ
町勝山︶等に備え付けていま
す�また�消防本部ホ�ムペ�
ジ
http://www11.ocn.ne.jp/
からもダウン
~fdkei119/
ロ�ドできます�

１６名（応募が多数の場合は、パソコン同好会事務局
で選考します。）
申込方法 所定の様式に記入のうえ、築上町コミュニティセンタ
ー（ソピア）事務室へ提出してください。様式は、築
上町コミュニティセンター(ソピア)にあります。
申込期限 ８月２２日（金）１７：００まで
※習得したい講座をどなたでも応募できますが、自宅でも学習で
きる方が優先です。
※パソコン同好会ではパソコン相談室も設けています。
パソコン操作等でお悩みの方は、講座開催日の１５時から１６
時の間、築上町コミュニティセンター視聴覚室にお越しくださ
い。どうぞ、お気軽にご相談ください。
申込・問い合わせ 築上町コミュニティセンター(ソピア)
（５２）００６６

【生涯学習課】
●岩丸生涯学習センター修繕工事
（築上町大字岩丸1535番地 地内）
落札金額：5,480,000円
工
期：平成26年6月25日〜平成26年9月22日
落札業者：（有）アルテック・サンスイ

パソコン同好会では、スポットパソコン教室（後期）講座受講
生を募集します。

入札日：平成26年6月3日

スポットパソコン教室（後期）受講生募集
入札結果（６月分）
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保育士の体験実習

00

11

24

15

結婚や出産�定年等により
保育現場を離れている保育士
の皆さんの保育所等への再就
職を支援するため�保育所で
体験実習を行います�参加費
は無料で�お申し込みが必要
です�
日程
月６日︵月︶� 日︵火︶
月１日︵月︶� 日︵木︶
平 成 年 １ 月 日︵火︶�
日︵火︶の間の１日間
場所 県内の各保育所
︵ �所︶
※ 月 日︵火︶は苅田町内
の保育所で実施されます�
�
時間
定員 １回あたり５人
※右記日程以外でも随時実習
を受付ています�詳しくは
00

11

19

13

15

00 22

00 30

18 28
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27

28 24
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12 10

27

10
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平成 年度福岡県職員採用
短 大 卒 業 程 度︵Ⅱ類︶
・高
校卒業程度︵Ⅲ類︶試験
第１次試験日 ９月 日︵日︶
問い合わせ
福岡県豊前警察署 総務課
総務係
０９７９︵８２︶０１１０

�９月５日︵金︶
配布場所
郵送配布 請求先 一般財
団法人行政書士試験研究セ
ンタ�
︵〒１ ０ ０ � ８ ７ ７ ９ 日
本郵便株式会社銀座 郵便
局留 )
窓口配布 福岡県庁︵県民
情報センタ��市町村支援
課︶�地区県民情報コ�ナ�
︵北九州�筑豊�筑後�京築︶
及び福岡県行政書士会

：

望する人を対象に�就業セミ
ナ�・就業相談会が開催され
ます�
日時 ８月 日︵日︶
�
︵受付
�
︶
※参加無料�申込不要
階
場所 JR博多シテ�
会議室
内容 就業情報の提供・個別
相談︵農業法人等への就職
面接会ではありません︶
問い合わせ
福岡県農林水産部 経営技
術支援課 後継人材育成室
０９２︵６４３︶３４９５

：

：

：

海技免許の更新講習

：

インタ�ネ�トによる受験申込

：

９月９日︵火︶まで

�１︶

00

10

自衛官候補生・学生等募集

日︵土︶のうち指定する
１日
試験場 受付時又は受験票交
付時にお知らせします�
試験種目
・筆 記 試 験︵国 語�数 学�英
語及び作文︶
・適性検査
○海上・航空自衛隊航空学生
応募資格 平成 年４月１日
現在� 歳以上 歳未満の
者
受付期間

岡市東区和白東３�

：：

00 30

一般財団法人行政書士試験
研究センタ�ホ�ムペ�ジ
︵ http://gyosei-shiken.or.jp
︶
から行�てください�
試験会場 福岡工業大学︵福

13

日時 ８月９日︵土︶
受付 ９
�
講習
�
場所 サンワ�クゆくはし
持参するもの
・海技免許
・写真２枚︵縦 ㎝×横 ㎝︶
パスポ�トサイズ︵スピ�
ド可︶
・免許証に記載されている現
住所等に変更がある場合は
本籍地記載の住民票が必要
です�
・費用
小型免許更新講習
８ １００円
小型免許失効再交付講習
１４ ０００円
申込・問い合わせ
関門海技免許センタ�
０８３︵２６６︶４０２９

16 30

3.5

・Ⅱ類
試験区分 行政事務�学校事
務�警察事務
受験資格 平成元年４月２日
から平成７年４月１日まで
に生まれた方
・Ⅲ類
試験区分 一般事務�学校事
務�警察事務�土木�林業
受験資格 平成３年４月２日
から平成９年４月１日まで
に生まれた方
た
※だし�大学における在学
期間が２年を超える方を除
く�
試験日 ９月 日︵日︶
受付期間 ８月 日︵月︶�
８月 日︵金︶

年度行政書士試験

農林漁業を始めてみたい人�
農林漁業事業体への就業を希

12 00 17
30 16

4.5

27

試験期日 ９月 日︵火︶
試験場 各人宛にお知らせし
ます�
試験種目
・筆記試験︵国語�数学�英語�
︵地 理 歴 史・公 民 又 は 理 科
のうちから１科目︶︶
・適性検査
申
※込方法他�詳細はお問い
合わせください�
問い合わせ
防衛省自衛隊福岡地方協力
本部 築城地域事務所︵航
空自衛隊築城基地内︶
築上町大字西八田番地不詳
︵５６︶１１５０
︵内線２２９︶

平成

受験願書受付期間
８ 月 ４ 日︵月︶�９ 月 ５ 日
︵金︶
︵イ ン タ � ネ � ト に よ る 申
込の場合の締切りは�９月
２日︵火︶ 時まで︶
合格発表日
平成 年１月 日︵月︶
問い合わせ
一般財団法人行政書士試験
研究センタ�
０３︵３２６３︶７７００
福岡県市町村支援課行政係
０９２︵６４３︶３０７３

30

ふくおか農林漁業新規就
業セミナ�・就業相談会

27

20

月９日︵日︶
試験日
試験案内及び受験願書の配布
方法等
配布期間
郵送配布 ８月４日︵月︶
�８月 日︵金︶
窓口配布 ８月４日︵月︶

17

26

○自衛官候補生︵男子︶
応募資格 採用予定月の１日
現在� 歳以上 歳未満の
男子
受付期間 年間を通じて行�
ています�
試験期日及び試験場
受付時にお知らせします�
試験種目
・筆 記 試 験︵国 語�数 学�社
会及び作文︶
・口述試験�適性検査及び身
体検査
○自衛官候補生︵女子︶
応募資格 採用予定月の１日
現在� 歳以上 歳未満の
女子

日︵金︶・

平成26年８月

イ
※ンタ�ネ�トでの受付期間
８ 月 日︵月︶�８ 月 日
︵火︶
問い合わせ
福岡県人事委員会事務局
０９２︵６４３︶３９５６

９月

９月９日︵火︶ まで

９

25

27

21

23

29

27

18

10

，

，

26

21

27

受付期間 ９月９日 火
( ま
)で
試 験 期 日 ９ 月 日︵木︶�
日︵月︶のうち指定する
１日
試験種目
・筆 記 試 験︵国 語�数 学�社
会及び作文︶
・口述試験�適性検査及び身
体検査
○自衛隊一般曹候補生
応募資格 平成 年４月１日
現在� 歳以上 歳未満の
者

試験期日

受付期間

29

18

11

平成 年度第２回福岡県
警察官採用試験

14

18

27

26

採用予定数
・警察官Ａ︵大学卒業程度︶
男性 人�女性 人�
武道指導２人
・警 察 官Ｂ︵高 校 卒 業 程 度︶
男性１０３人�女性 人
受付期間 ８月 日︵月︶�
９月１日︵月︶
10

11

18

19

29 18

28

26

18

26

87

町内外からのお知らせ

10

00 14 13

16

16

17

：

：

�６月 日︵火︶
行橋市宮市町にオ�プン�

京都・築上自立相談支援
事務所を開設

福岡県生活困窮者自立促進
支援モデル事業

http://fscr.or.jp/meister/

10

福岡県では�生活に困�て
いる人の経済的自立を支援す
る相談窓口﹁京都・築上自立
相談支援事務所﹂を６月 日
に新しく開設しました�
ここでは�生活に困�てい
る人が困窮状態から早期に脱
却 す る こ と を 支 援 す る た め�
相談支援員が本人の状態に応
じて課題を整理し�必要な支
援・手続きにつなぐなどの相
談支援を実施しています�
対象者 京都郡・築上郡にお
住まいの方で�生活に困窮
している人
場所 行橋市宮市町２�８
ヘブンリ�ビル１階
相談受付時間
９
�
︵月�土曜
日︵祝日も開いています︶
相談・問い合わせ
︵２６︶７７０５

24

JA福岡京築営農経済本部等

00

00

30

※要予約
申込・問い合わせ
福岡県京築保健福祉環境事
務所 健康増進課 精神保
健係︵２３︶２９６６

00

17

︵申込書に押印が必要です︶
申込・問い合わせ
福祉課 高齢者福祉係
︵内線２５２︶

�１�３３ はかた近代ビ
ル５Ｆ︶
０９２︵４８１︶１３１２
電話相談 月�金曜日の
９
�
窓口相談 月�水曜日の
�
ホ�ムペ�ジ

00

24

30

ふくおか子育てマイス
タ�認定研修会開催

60

70

40

18

26

10

00

：

27

：

65

自殺防止のゲ�トキ�パ
�研修会

：

：

：

納税は便利な口座振替で

00

あなたの預貯金口座から自動的に納
税する口座振替を利用すれば、納め忘
れもなく安心です。
手続き
金融機関の預貯金通帳とその通帳に
登録してある印鑑を持参のうえ、各金
融機関で申し込みをしてください。
取扱金融機関（本・支店）
・福岡銀行
・西日本シティ銀行
・福岡ひびき信用金庫
・九州労働金庫
・ゆうちょ銀行
・福岡京築農業協同組合

16

25

税金は、納期内に納めましょう。

00

今月の町税納期限は、
９月１日（月）です。

：

：

納税

福岡県では�高齢者の皆さ
んに�その豊かな知識や経験
を生かして地域の子育て支援
の現場で活躍していただくた
めの﹁ふくおか子育てマイス
タ �﹂制 度 を 実 施 し て お り�
マイスタ�認定のための研修
会を開催します�
日時 ９月２日︵火︶ 無
※料
場所 行橋商工会議所︵行橋
市中央１丁目９�５０︶
歳以上の子育て支
対象者
援活動に関心をお持ちの方
申込・問い合わせ
福岡県 歳現役応援センタ
�内﹁ふくおか子育てマイ
スタ�﹂コ�ナ�
︵福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 １

問い合わせ 税務課 徴収係（内線 217）

ゲ�トキ�パ�とは﹁命の
門番﹂のことで�自殺をしよ
うとしている人のサインにい
ち早く気づいて�適切な対応
ができる人のことです�大切
な人を失わないために�あな
たもゲ�トキ�パ�になりま
せんか？
日時 ９月２日︵火︶
�
場所 福岡県行橋総合庁舎
４階大会議室
内 容 ﹁わ が 国 の 自 殺 の 現 状
とうつ病﹂
産業医科大学精神医学教室
教授 中村 純氏
対象 支援者�テ�マに興味
のある方
申込期限 ８月 日︵月︶

町県民税 第２期

,

00

25

27

10

29

17

38

，

14

今月の 国民健康保険税 第２期

京築地域就農・就業相談

00

名程度
定員
会開催
講座費用 １０ ０００円
新 し く 農 業 を 始 め た い 人�
︵資料�資材代含︶
農業法人等へ就業を希望した
申込期限
い人や農業に興味のある方な
８月 日︵月︶まで
ど�各種相談に応じます�
※JA福岡京築の最寄りのア
グリセンタ�にて申込書を
相談日時 ８月 日︵水︶�
８月 日︵木︶
用意しています�
�
問い合わせ
※要事前予約
JA福岡京築営農部営農企
画課︵２４︶２９６１
場所 行橋農林事務所 京築
普及指導センタ�
申込・問い合わせ
平成 年度介護職員初任
京築普及指導センタ�
者研修受講者募集
︵２３︶４２１５
対象者 介護業務に従事しよ
うとする方及び従事してい
平成 年度﹁京築農業塾﹂
る方
受講生募集
月 ７ 日︵火︶�平 成
日時
JA福岡京築では�将来の
年１月 日︵木︶のうち
就農に役立ててもらうために�
指定された火・木曜日
農作物の知識や栽培方法等の
�
を予定︵変
情報提供の場として﹁京築農
更の場合有り︶
業塾﹂を開催します�
場所
歳 ま で の 方 で� ・勝山保健福祉センタ�
受講資格
JA福岡京築管内︵豊前市�
﹁ゆいの里﹂
築 上 町�上 毛 町�吉 富 町� ・豊津福祉センタ�
行橋市�みやこ町�苅田町︶
﹁すどりの里﹂
に在住し�農業研修や就農
※期間内一部日程使用
を希望する方�
名︵築上町から
募
集人数
４名︶
講座内容 野菜及び花き�果
樹等の基礎的な栽培につい
※申込多数の場合は抽選
て講義と実習を通じて学ぶ� 受講料 ２０ ０００円
期間 ８月�平成 年３月ま
申込締切 ８月 日︵月︶
で︵約８�月︶
※期限厳守
場所
研修実施機関 麻生教育サ�
・豊築講座
ビス株式会社
※申込書は福祉課高齢者福祉
JA福岡京築本店等
・みやこ講座
係 窓 口 に 設 置 し て い ま す�

26

10

平成26年８月

：

：

：

町内外からのお知らせ

50

50

月３日︵月︶
開催日
�
問い合わせ
﹁西 日 本 新 聞 金 婚 夫 婦 表 彰
式﹂事務局
０９２︵７１１︶５６２０

就業支援講習会

問い合わせ
福岡県母子家庭等就業・自
立支援センタ�︵飯塚ブラ
ンチ︶飯塚市立岩８�１
福岡県嘉穂・鞍手保健福祉

平成26年度 身体・精神・知的障がい者職業訓練生募集ーＩＴビジネス科ー

：

日︵金︶
日︵金︶

30

採石業務管理者試験

８月４日︵月︶�９月

岩石採取に伴う災害の防止
に関して必要な知識及び技能
的事項 についての試験です�
月 日︵金︶
試験日
試験地 吉塚合同庁舎︵福岡
市博多区︶
願書の配布期間

８月４日︵月︶�９月

願書の受付期間

申込締切 ９月 日︵水︶
必着
問い合わせ
福岡県母子家庭等就業・自
立支援センタ�︵飯塚ブラ
ンチ︶飯塚市立岩８�１
福岡県嘉穂・鞍手保健福祉
環境事務所内
０９４８︵２１︶０３９０
ＦＡＸ
０９４８︵２１︶０３９１
●パソコン基礎�応用
講習内容 平日６日間︵延べ
時間︶においてパソコン
︵ワ � ド・エ ク セ ル︶の 基
礎からパワ�ポイントを使
�てのプレゼンテ�シ�ン
を学び就労に結びつける�
受講資格 県内︵福岡市�北
九州市を除く︶母子家庭の
母�父子家庭の父�または
かつて母子家庭だ�た寡婦
で�就職あるいは転職を希
望している方
期 間 ９ 月 １ 日︵月︶�９ 月
日
︵金︶
この間の毎月・水・
金曜日で実施９
�

環境事務所内
０９４８︵２１︶０３９０
ＦＡＸ
０９４８︵２１︶０３９１

：

：

平成26年８月

10

30

15
場所 福岡県行橋総合庁舎
名︵書類選考�開講
定員
人数に満たない場合は中止︶
受講料 無料︵但し�テキス
ト代１ ０００円程度は自
己負担︶
託児 有︵事前予約制�託児
対象年齢は１歳から就学前
の子どもまで︶
申込締切日 ８月 日︵金︶
必着

11

１０月３日（金）から
１２月２６日（金）まで
職場実習あり １０月３日（金）から
平成２７年１月３０日（金）まで
（土曜・日曜・祝日は休講）
訓練時間 １０：００〜１６：００
場所 田川市番田町 2 番１号たがわ情報センター
１階
株式会社 クリエイティブジャパン
０９４７（４６）１０６７
応募方法 入校には選考があります。行橋公共職
業安定所に応募書類を提出してくださ
い。
募集期間 ７月１４日（月）〜８月２８日（木）
まで
問い合わせ 福岡障害者職業能力開発校
０９３（７４１）５４３１
行橋公共職業安定所
（２３）０８０４
訓練期間
職場実習なし

北九州市若松区の福岡障害者職業能力開発校
（国立県営）では、平成２６年度の訓練生を募集
しています。
訓練コース ＩＴビジネス科
定員 １０名 ( 内職場実習付き訓練の定員１名 )
対象者
①身体障害者手帳、精神保健福祉手帳または療育
手帳を有し、公共職業安定所に求職登録を行っ
ている方で、介護を必要とせず、身辺処理がで
きる方。病気や事故等で障害を持ったために休
職中の方で、受講を希望する方は事前にご相談
ください。障害の状況によっては受講できない
場合がありますので、事前に最寄りのハローワ
ークもしくは、福岡障害者職業能力開発校にご
相談ください。
②職場実習を含めた訓練の対象者は、①の対象者
の中で、就業経験がない方、もしくは３年程度
以上の長期に渡って就業から離れている方。
※一定の条件を満たせば、求職者支援制度に基
づく職業訓練受講給付金を受給できます。
公共職業安定所にご相談ください。

30

12

30

11

15

問い合わせ
福岡県商工部工業保安課
０９２︵６４３︶３４３８

11

10

平成 年第 回福岡県西
日本新聞金婚夫婦表彰 式

29

00

30

12

12

10

16

39

13 11

●医療事務講習会
講習内容 平日 日間︵延べ
時間︶においてレセプト
作成技能を含む診療報酬に
関する知識�医療関係法規
に関する知識を学び�全国
医療福祉教育協会の医科２
級医療事務実務能力認定試
験の合格を目指し就労に結
びつける�
受講資格 県内︵福岡市�北
九州市を除く︶にお住まい
の母子家庭の母�父子家庭
の父�またはかつて母子家
庭だ�た寡婦で�就職ある
いは転職を希望している方
期 間 ９ 月 日︵火︶� 月
６ 日︵木︶こ の 間 の 毎 火・
木曜日で実施９
�

12

月 日︵日︶
試験予定日
試験当日の託児は無し
場所 飯塚市立岩公民館
名︵書類選考�開講
定員
人数に満たない場合は中止︶
受講料 無料︵但し�テキス
ト検定料の一部７ ０００
円は自己負担︶
託児 有︵事前予約制�託児
対象年齢は１歳から就学前
の子どもまで︶

15

12

16

，

12

，

60

30

26

西日本新聞社は�結 婚 周
年を迎えられる金婚夫婦を祝
福し�表彰します�記念式典
を開き�記念品や当日撮影す
る 記 念 写 真 な ど を 贈 り ま す�
ご家族の方からの申し込みも
受付ます�
対象 昭和 年︵１９６４年︶
に結婚され�今 年 周年を
迎 え ら れ る ご 夫 婦�︵結 婚
周年が過ぎた方で�これ
まで同表彰式に参加してい
ない方も参加できます︶
九
※州在住の方のみ
申込方法 申込書に必要事項
を記入のうえ�提出してく
だ さ い�︵エ リ ア セ ン タ �
に申込書を用意しています︶
申込期限 ８ 月 日︵金︶
必着
北九州国際会議場
場所

50
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00

00 00

０９０︵５４８８︶７８６５

問い合わせ︵有本︶

19

00

立支援センタ�︵飯塚ブラ
ンチ︶
０９４８︵２１︶０３９０

第３級アマチ�ア無線技
士養成課程講習会の開催

本講習会︵６時間︶受講後
の終了試験に合格すれば�国
家試験免除で免許が交付され
ます�
対象者 第４級アマチ�ア無
線免許取得者
日時 ８月 日︵日︶
９
�
場所 行橋市大橋１丁目９�
︵駐車場有︶
受講料 １２ ７５０円︵免
許証申請料含む１日間分︶
申込期限 ８月９日︵土︶
※定員 名になり次第締切
主 催 ︵一 財︶日 本 ア マ チ �
ア無線振興協会
０３︵３９１０︶７２１０
問い合わせ
︵株︶コムハンズ
北九州市小倉北区片野４�
３�９
０９３︵９２１︶４９４９

50

爆音機を使用する場合には�
近隣の住民の許可を得て使用
し�早朝や夜間等の迷惑がか
かる時間帯は使用しないよう
にお願いします�
問い合わせ
産業課 農林水産係
︵内線２７８︶

爆音機の使用について
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ＮＨＫ学園生徒募集中

対象者 第４級アマチ�ア無
線免許取得者
場所 築上町コミ�ニテ�セ
ンタ�︵ソピア︶︵駐車場有︶
日時 ８月 日︵日︶＊無料

15 17

，

：

15

：

00 20

就労支援

ＮＨＫ学園では�通信制の
高等学校普通科�および生涯
学習通信講座の生徒・受講者
を募集しています�まずは無
料の案内書をご請求ください�
募集内容 平成 年度高等学
校 普 通 科︵３ 年 制︶生 徒�
および生涯学習通信講座受
講者
出願期間
・高等学校普通科 転入学
月 日︵木︶まで
・高等学校普通科 後期新入
学・後期編入学
８ 月 １ 日︵金︶�９ 月 日
︵火︶
・生涯学習通信講座
通年申込受付
問い合わせ
ＮＨＫ学園
０４２︵５７２︶３１５１
案内書請求フリ�ダイヤル
０１２０︵０６︶８８８１

30

第３級アマチ�ア無線技士
免許取得のための勉強会

26

０９４８︵２１︶０３９０

00

00 00

：：

：：

福岡県母子家庭等就業・自
立支援センタ�では�町村在
住の母子家庭のお母さん�父
子家庭のお父さん︵いずれも
児童扶養手当受給者︶を対象
にハロ�ワ�クと連携して就
労を支援する事業を実施して
います�事前に相談があ�た
方のみ当センタ�プログラム
策定員が平日は対象者が居住
している町村役場等で�日曜
日はクロ�バ�プラザ︵春日
市︶で行います�
相談日
平 日９
�
日曜日９
�
問い合わせ
福岡県母子家庭等就業・自

20

くらしとこころの出張
相談会

12

弁護士による無料法律相談

13

：

00

30

職場のパワハラ�セクハ
ラ集中相談会

20

00

福岡県母子家庭等就業・自
立支援センタ�では�ひとり
親家庭の養育費などの生活上
の問題に関する弁護士による
無料法律相談を実施していま
す�
相談日時 ８月 日︵水︶
�
場所 宗像市役所 本館１階
第２相談室︵宗像市東郷１
丁目１�１︶
※要予約︵相談日前日までに
予約してください︶
問い合わせ
福岡県母子家庭等就業・自
立支援センタ�︵飯塚ブラ
ンチ︶

11

がんサロン開催

15

同じ病気を持つ方と話した
養育費の電話相談業務
い方�不安な気持ちを聞いて
﹁気持ちが沈む・眠れない﹂�
欲しい方�自分の経験を他の ﹁お 金 の こ と で 困 � て い る・
福岡県母子家庭等就業・自
患者さんに役立てて欲しい方� 今後の生活が不安﹂などお悩
立支援センタ�では�母子・
お気軽にご参加ください�
みの方はいませんか？司法書
父子家庭または離婚協議中の
士・保健師が無料で相談をお
方を対象に専門相談員が養育
日時 ８月８日︵金︶
�
受けします�ひとりで悩まず� 費の電話相談業務を実施して
相談してみませんか？
います�
場所 中津市民病院２階講堂
受付時間
対象者 がんの患者さん及び
日時 ９月８日︵月︶
ご家族対象者︵市民病院以
９
�
平日の９
�
外で治療中の方も参加可能
問い合わせ
場所 ハロ�ワ�ク行橋
です︶
福岡県母子家庭等就業・自
申込期限 ９月１日︵月︶
※事前電話予約必要
立支援センタ�︵飯塚ブラ
内容 交流会
問い合わせ
申込・問い合わせ
ンチ︶
中津市民病院 相談支援セ
福岡県京築保健福祉環境事
０９４８︵２１︶０３９０
ンタ�︵担当 平岡︶
務所 健康増進課 精神保
０９７９︵２２︶６５２１
健係︵２３︶２９６６
母子家庭・父子家庭の
30

福岡県労働者支援事務所で
は�電話と面談による職場の
パワハラ・セクハラ集中相談
会を実施します�
相談は無料�秘密は厳守し
ます�また�相談内容により
弁護士相談も連携して行いま
す�
日時
９月３日︵水︶�４日︵木︶
９
�
相談会場と連絡先
福岡県北九州労働者支援事
務所
０９３︵５９２︶３５１６

10

13

00
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町内外からのお知らせ

平成27年度 障がい者の職業訓練生募集
北九州市若松区の福岡障害者職業能力開発校（国立県営）では、平成２７年度の訓練生を募集しています。
◇募集訓練科及び定員
科 名
コンピューター製図科
プログラム設計科
商業デザイン科
ＯＡビジネス科
福祉住環境科

定員
応募対象者
２０名
来年３月（本年９月卒業も含む）に高等学校、短大、大学などを卒業見込みの
２０名
方で身体障害者手帳所持者、または取得可能な方。身体障害者以外の障害をお
２０名
持ちの方は相談ください。
２０名
（定員は第１回と第２回募集の合計です。今回の募集は各科１０名程度です。）
２０名

◇訓練期間等 平成２７年４月９日（木）〜平成２８年３月１７日（木）８：４５〜１５：５５
ただし、プログラム設計科のみ２年間。
◇受付期間
８月１日（金）〜１０月１日（水）まで
◇申込方法
行橋公共職業安定所に応募書類を提出してください。
問い合わせ
福岡障害者職業能力開発校 ０９３（７４１）５４３１
行橋公共職業安定所（２５）８６０９

平成２７年度一般コミュニティ助成事業（財団法人自治総合センター）の募集について
一般コミュニティ助成事業とは、（財）自治総合セン ・祭り用備品（太鼓・法被・幕・篠笛・提灯など）
ターが宝くじの社会貢献広報事業として受託した事業収 ・イベント用品の整備（テント・ポータブルアンプ・発
入を財源として、地域のコミュニティ活動の充実・強化
電機など）
を図るための備品（自治会集会施設備品・祭り用備品） ・対象外となるもの
購入に対して助成を行う制度です。毎年９月下旬頃に
建築物、土地の整備、中古品購入、既存施設の修理・
（財）自治総合センターから募集があります。
修繕、乗用式トラクター、乗用式草刈り機、娯楽性の
平成２７年度の助成については、築上町が推薦するコ
高い備品、宗教に関する備品など。
ミュニティ組織を事前申請にて取りまとめますので、事 募集団体数 平成２７年度申請に係る１団体（多数の場
業の活用を希望するコミュニティ団体（自治会・民俗芸
合は抽選により決定します。なお、抽選に漏れた団体
能保存団体等）は、以下に基づき申請を行ってください。 においては次年度以降の申請団体としての優先順位付
事業実施用件
けも行いたいと思いますが、この場合将来５ヵ年分の
・宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの。
１０団体様までと制限させていただきます。）
・公共性を有し、地域社会の健全な発展を図り、他の団 補助金額 １００万円〜２５０万円（１０万円単位）
体の模範となるもの。
募集期間（申請書受付期間）
対象となるコミュニティ組織
８月４日（月）〜８月２９日（金）
自治会等地域的な共同活動を行なっている団体で、築 申請書（築上町推薦団体取りまとめ分）
上町が認めるコミュニティ組織です。
企画振興課窓口にお申し出ください。
・コミュニティ組織として認められる具体例
決定方法 書類審査（昨年度の財団法人自治総合センタ
→○○自治会、○○自治会連合会、○○郷土芸能振興協
ー募集要項に合致する事業であるか審査します）。な
議会、○○郷土芸能保存会
お、応募団体多数の場合、抽選により決定します。
・コミュニティ組織として認められなかった主なケース その他
→趣味や芸術サークル、商工業者等の連絡組織、楽器演 ・助成の申請は、築上町を経由して行いますが、コミュ
奏による営利目的としている団体、楽器演奏による営
ニティ助成事業の詳細は「財団法人自治総合センター」
利目的としている団体、宗教関連団体、ＰＴＡ、体育
ホームページ("http://www.jichi-sogo.jp/) をご覧く
協会、第三セクター、観光・福祉・自然保護・文化振
ださい。
興等の特定目的で組織された団体。
・平成１４年度以降に本事業を実施された団体及び地域
助成対象事例
は対象外とさせていただきます。
・自治会集会施設の備品整備（机・椅子・コピー機・パ
申込・問い合わせ
ソコン・プリンター・テレビ・草刈り機など）
企画振興課 企画振興係（内線３６１）

人の動き（６月末現在）
人

口

男
女
世帯数
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１９,６７４人
９,４７４人
１０,２００人
８,９８７世帯

前月比
ー２９
ー ２
ー２７
ー２９

地域おこし協力隊着任のごあいさつ

いろいろやりたい事も
あ�て�のんびりしている
暇は無さそうですが�皆様
お手柔らかにお願いします�

第１期﹁地域おこし協力 いと話しにならないので資
築上町の皆様�
隊﹂として７月１日に着任 料を読みあさ�たり�探索
初めまして！
し
ました船木陽子︵ふなき に出かけたり�住民の方と
ようこ︶です�上城井活性 の交流もしたいので積極的
化センタ�を拠点に上城井 に イ ベ ン ト に 参 加 し た り�
地区で活動を開始しました� 取材も受けたり�京築地区
先ずは﹁地域おこし協力隊﹂ の活動も知�ておきたいの
のご説明を �
で会議に参加したりと�毎
…
日目まぐるしく�記憶容量
私は千葉県より参
人口減少や高齢化等の進 の少ない私の頭はパンパン
り ま し た︒千 葉 と
行 が 著 し い 地 方 に お い て� です！
いっても都市近郊型
地域外の人材を積極的に誘
フ��ストミ�シ�ンは
の農業が盛んな所で
致し�定住・定着を図るこ 上城井ふれあい協議会のＨ
農産物直売所もあり
とで�意欲がある都市住民 Ｐを作り�情報発信をする
ますし︑自分でも家
庭 菜 園 程 度 で す が︑ のニ�ズに応えながら�地 事なので�こつこつと情報
畑を行っていました︒ 域力の推進・強化を図�て を集めながら企画を練�て
これからも畑を耕し︑ いくことを目的とした２０ おります�上城井地区の皆
野山を駆け巡りいろ
０９年に総務省によ�て施 様�取材に行�た際はご協
んな食材を見つけた
行された制度です�
力 よ ろ し く お 願 い し ま す�
いです︒
築上町では第１期として 世界に向けて発信します！
趣味はワインと
私１名ですが�全国で︵
チーズの勉強︵食べ
私が夢見る暮らしとは
た り 飲 ん だ り！？︶ 年度︶隊員数９７８名�３
１８自治体︵４府県３１４ ﹁晴 耕 雨 読�空 気 の 良 い 自
をしていたので継続
してこっそりやって
市町村︶活動しています� 然豊かな環境で心豊かに穏
いきたいと思ってい
やかに過ごしたい�﹂と思�
ます︒
ているのですが�借りた畑
も耕す時間が無いまま草
ボ�ボ�の状態です�
25

着任初日は上城井活性化
センタ�にて着任パ�
テ � � を 開 い て い た だ き�
町 長 を 始 め 沢 山 の 方 々 にお
越しいただいた事に感謝す
ると共に�身の引き締まる
思いでした�
それから 日が経ちます
が�いろんな方々とお会い
したり�郷土の事も知らな
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船木 陽子

Funaki yo-ko

NPO法人しいだコミュニティ倶楽部からのお知らせ

夕涼みグランドゴルフ大会参加者募集

パークゴルフ大会の成績発表

サンスポのナイターの明かりの下で行うグラウンド
ゴルフ大会です。しいコミの人気イベントです！会
員外の方も参加できます。
秋の夜長・・・グランドゴルフを楽しみましょう！
と き
９月６日（土）
１７：３０受付 １８：００開会式
※雨天時９月１３日（土）に順延
場 所
サンスポグランド
参加対象 築上町民
参加費
しいコミ会員 ５００円
会 員 外
８００円 当日集金
競技方法
個人戦 １６ホール（２コース）の合計打数
同打数の場合 １〜５位の決定はニアピン勝負、
以下は生年月日順
定 員
９６名
締め切り ８月２６日（火）（定員になり次第〆切）
申込み
申込み書に必要事項を記入し提出してく
ださい。
問合わせ しいコミ会員事務局 ５６−００７５

６月２８日（土）パークゴルフ大会（参加者３０名）
を開催しました。
成績は下記のとおりです。みなさんがんばりました！

氏 名
２コースの合計打数
山本
順
５２
尾崎 昭冨
５３
赤司 忠徳
５３
＊準優勝、三位決定はニアピン決勝

成 績
優 勝
準優勝
三 位
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S port( スポーツ )

第１回部内卓球大会結果

A パート：優 勝
３ 位
B パート：優 勝
３ 位
ダブルス：優 勝
準優勝
３ 位

上田
田中
中野
大倉
上田
南
間所

泰三、準優勝 南 健治
敏
隆徳、準優勝 宮沢 洋二
年恵
泰三・中野 隆徳
健治・宮沢 洋二
俊明・野見山 雄児

第５３回築上郡民体育大会結果

第２回部内卓球大会結果

A パート：優 勝
３ 位
B パート：優 勝
３ 位
ダブルス：優 勝
準優勝
３ 位

・バドミントン
一般男子の部：優勝 築上町、準優勝 吉富町
一般女子の部：優勝 築上町
壮年男子の部：優勝 築上町、準優勝 上毛町
壮年女子の部：優勝 吉富町
・バレーボール
一般女子の部：優勝 上毛町、準優勝 築上町
・ソフトテニス
一般の部：優勝 上毛町、準優勝 築上町、３位 吉富町
・卓球
一般の部：優勝 築上町 A、準優勝 築上町 B、３位 吉富町 A

第６回築上町内バドミントン大会結果

男子Ａ：優勝
男子Ｃ：優勝
女子Ａ：優勝
女子Ｃ：優勝

神 ・一木
松田・松本
神明・平池
大畑・椋本

組／男子Ｂ：優勝
組
組／女子Ｂ：優勝
組

山添・浦岡

組

中川・枦淵

組

間所
町田
宮沢
有浦
南
竹本
間所

俊明、準優勝 南 健治
豪
洋二、準優勝 奥本 正己
健一
健治・宮沢 洋二
孝文・有浦 健二
俊明・副島 貞夫

第６回自治会対抗卓球大会結果

Ａパート
Ｂパート

優 勝
準優勝
３ 位
優 勝
準優勝
３ 位

椎田中Ａ
別府・築城・有安合同
椎田南・奈古合同
越路
日奈古
西高塚

メタセの杜パークゴフル協会第３回会員地区親睦大会結果

・団体の部：優勝 豊前からす天狗、準優勝 小倉ヤッターマン
３位 椎田キラメキAチーム
・個人の部＜男子＞優勝 島津 須美男、準優勝 鈴川 武司
３位 吉元 三千穂
＜女子＞優勝 成吉 美代子、準優勝 橋本 富代
３位 中村 ひろ子

▲越路

▲椎田中

児童館からのお知らせ
児童館からのお知らせ
築上町子どもフェスティバル納涼祭開催
今年も子どもフェスティバル「納涼祭」を開催しま
す。ぜひ遊びに来てください。
＊雨天の場合は児童館内で実施します。
＊受付で名前を書いてください。児童館の保険の対象
になります。
日 時 ８月２日（土）１７：００〜２０：００
場 所 児童館

＜わくわくチャレンジ教室＞
○作って遊ぼう
日 時 ８月１６日（土）１３：００〜１５：３０
材料費 プラバン工作１回３０円

＜子育て支援センター＞
○ステキなお話し会
日 時 ８月２６日（火）１１：００〜１１：３０
場 所 児童館
講 師 読み聞かせグループ
「ママのショートケーキ」の皆さん
対象者 未就学児親子
申込・問い合わせ 児童館（５７）４３００

九州電力からのお願い
カズラが伸びて高圧線に接触すると停電の原因になります！！
皆さまのお住まいの地域で、電柱にカズラが巻き上がっているのを見かけたら、
最寄の九州電力へ連絡をお願いします。
停電事故の未然防止にご協力をお願いします。
連絡先 ０１２０（９８６）１０３
担当者 山下、高田
九州電力（株）行橋営業所 設備建設グループ
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◎図書館の８月の休館日は、５日・12日・19日及び26日です。
◎開館時間は午前９時〜午後５時３０分までです。
◎図書は６冊まで、１５日間借りられます。
（ＣＤは２枚まで、８日間です。）
◎利用者カードの申し込みは図書館で行っております。

（本人確認のために免許証または保険証等が必要です。中学生・高校生は生徒手帳・学生証
などでも可。小学生は保護者による申請書の記入が必要です。）

【図書館おすすめの本】
おとなの教養／池上

彰（あきら）著

学ぶべき教養とは何か ? 現代人必須の 7 科目とは、
「宗教」
「宇宙」
「人類の旅路」
「人間と病気」
「経済学」
「歴史」
「日本と日本人」。7 科目のエッセンスを講義形式で明快に説く決定版。現代人の「生きる力」
＝教養の本質が一気に身につく !

５0 歳からのおしゃれ暮らし ／中山 庸子（ようこ）著
家具や食器、ファブリックと長く上手につきあう…。ものと一緒に歳月を生きる心地よい暮らしの
ヒント。

病名のない診察室／豊田

美加

著

かつて天才外科医として名を馳せた薗枝温は、最愛の妻を亡くした喪失感に苛まれる。失意の薗枝
は『くこ医院』で診療を再開。原因不明の症状に悩む患者たちに漢方中心の診療を行うことで薗枝
も自分らしさを取り戻していく…。

ケネディのいちばん長い日／ロバート・ドノバン 著 波多野 裕造（はたの ゆうぞう）訳
ジョン・Ｆ・ケネディ大統領の知られざる従軍時代の激闘の歴史を綴る。
日米戦争たけなわの南太平洋。ケネディ艇長の魚雷艇「ＰＴ１０９」に向かって敵艦が猛スピード
で突進してきた。ケネディ艇長の生死を分けた決断とは？

ふしぎなトラのトランク／風木

一人（かぜき かずひと）著他

町に、トラがやってきました。ふつうのトラではなりません。トランクを下げ、ひとりあるいてい
たのです。トラは、レストラン、図書館、おふろやさんへ行きました。そこでトランクを開くと…?
ふしぎがいっぱいつまった楽しいファンタジーです。

【築上町の住民は中津市の図書館が利用可能となりました！】
築上町と中津市の住民は相互に図書館資料の貸し出し利用が可能となりました。
中津市の図書館資料を借りるには、中津市立図書館に利用者登録をする必要があります。貸し出し日数や貸し出し点数
は中津市の利用規約によります。

【築上町図書館の蔵書検索が自宅のパソコンでできますよ！】

その手順は

① インターネットで「築上町図書館」又は「 http://library.town.chikujo.fukuoka.jp/」にアクセス。
② トップページ右側の「蔵書検索」をクリック。 ③ 書名などの検索条件を入力。
④ 検索をクリック。 ⑤ 図書名をクリック。
上記で検索した図書が貸出中の場合は、インターネットで予約もできますよ。
その手順は、「検索結果詳細表示」の画面で、図書が貸出中で有ることを確認し、画面右上の利用者番号（利用者カー
ドの番号）及び４ケタのパスワード（初期設定は誕生日の月日）を入力のうえ、ログインし、画面下、予約依頼をクリッ
クしてください。
詳しくは築上町図書館にお問い合わせください。

自宅などで検索。
貸出中の場合は予約が
できるよ！

蔵書検索・貸出中の図書の予約
連

絡

築上町図書館

【ブックスタートボランティア募集中！】
ブックスタートとは、4か月児健診の際に町内在住のすべての赤ちゃんと保護者にメッセージ
を伝えながら本を手渡す運動です。町ではブックスタートボランティアとして活動していただけ
る方を募集しています。絵本を読んであげた時の赤ちゃんの笑顔は最高ですよ！！ぜひ私達と一
緒にボランティア活動をしてみませんか？ 次回ブックスタートは、８月５日・９月２日（火曜
日午後１時から１時間程度）会場は 保健センター「チアフルついき」です。
お問い合わせは築上町図書館まで。
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保健だより

食育レポート『わくわくクッキング in 食育月間』
６月７日

６月14日

初めの一歩コース

●参加者：３０人
●鶏そぼろ弁当を
作りました！

初めの一歩コース

●参加者：２９人
●サンドイッチ弁当を
作りました！

〜４日間通したアンケート結果より〜
今日のクッキングに参加
してどうでしたか？
とても楽しかった９３％
今日のような料理教室が
あったら、また参加したい
ですか？
参加したい

今日作った料理をおうちでも
作ってみようとおもいますか？
はい

７８％

９３％

４回とも誰一人怪我や火傷をすることなく、無事に実施することができました。当日見守っていただいた保護
者の方、ボランティアの方、本当にありがとうございました！参加者の男女の割合はおよそ男：女＝２：３でし
た。また、１〜３回目は小学２年生が一番多く、最終回の２８日は小学４年生が一番多く参加されました。
４回とも参加した児童の親御さんからは「初回で作った鶏そぼろを、家で作ってくれるようになりました」と
嬉しい言葉を聞くことができました。

６月21日

チャレンジコース

●参加者：２９人
●おにぎり弁当を作りました！

６月28日

感謝コース

●参加者：２８人
●旬の彩り弁当を作りました！

豊築休日急患センターからのお知らせ

８月１８日（月）１０：００〜１１：００、保
健センターチアフルついきで健康相談を行います。
血圧測定、検尿などの健康チェック並びに保健師
が健康に関する相談に応じます。利用を希望され
る方は当日会場にお越しください。健康手帳をお
持ちの方は、ご持参ください。

毎月２回、休日急患センターに九州歯科大学の
口腔外科医（口腔がん専門医）が来ます。
８月の来所日 ３日（日）、１７日（日）
お口の中に異常のある方、心配がある方は来所く
ださい。
問い合わせ 豊築休日急患センター
０９７９（８２）８８２０

こころの健康相談日のお知らせ
こころの悩みや不安など、精神保健福祉士が相談をお受けします。思春期の悩みや、アルコール、薬
物に関する相談も受け付けます。あなた自身のことや、ご家族・ご友人など身近な人のことなど、ひと
りで悩まず、話してみませんか？
日 時 ： ８月６日 /９月３日（水） １３：００〜１７：００（要予約）
場 所 ： 保健センター チアフルついき
予約・問い合わせ 保健センターチアフルついき（支所・内線７１０）
平成26年８月

☎︵５２︶０００１︵支所・内線７１０︶

チアフル健康相談のお知らせ

●住民課 健康増進係
保健センターチアフルついき

今日参加しようと思った理由は？
（複数回答可）（延べ人数）
・料理を習いたかったから（５３人）
・料理が好きだから（５２人）
・一人で作れるようになりたいから（４４人）
・誰かに作ってあげたいから（３７人）
・おうちの人に勧められたから（３６人）
・家族を助けたいから（２４人）
・友達や兄弟に誘われたから（３人）
・学校で「お弁当の日」が始まるから（２人）
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「心の相談電話」のご案内

〜家族のための、電話相談がはじまりました〜
精神障がいのある家族を、家族だけで抱えていませんか？
同じように悩み、いろいろなことを経験してきた家族が電話相談に応じます。
誰かに想いを聴いてほしい・・・・
たすけあい、ささえあい、ひとりじゃないという思いでつながっていけたら・・・
○対象者：心の病（統合失調症、うつ病、発達障がいなど・・・）をもつ方のご家族
○相談時間：毎週金曜日 １３：００〜１６：００
○相談専用ダイヤル：０９３（３７１）０５５３
※面談ご希望の方は予約をお願いします
※秘密は守ります。地域の福祉情報提供も行います。
＜問い合わせ＞ 家族電話相談事務局（公社）福岡県精神障害者福祉会連合会
電話番号：０９２（４０６）０６４６

食生活改善推進会に入りませんか？
築上町食生活改善推進会をご存知ですか？食を通してボランティア活動を行う団体
で、現在６７名の会員がいます。
築上町では、食生活改善推進会に入るための養成教室を隔年で実施しており、今年
度も下記の日程で行います。養成教室を修了し、推進員として家族、お隣さん、地域
のみなさんにボランティア活動のできる方、一緒に学びませんか？老若男女問いませ
ん！！

食育や生活習慣病予防の
学習を行い、習った料理
をご近所さんや、子育て
中のママたちに伝えたり
しています。

＜教室日程＞
平成２６年
9月10日（水）/ ９月24日（水）/10月８日（水）/1０月22日（水）/11月12日（水）
11月26日（水）/12月10日（水）
平成２７年 １月14日（水）/ ２月 ４日（水）/ 3月４日（水）全10回
受講場所：保健センターチアフルついき
募集人数：２０人
申込〆切：８月２２日（金）
主な内容：食品衛生について、生活習慣病についての学習、運動についての学習と実技、バランス食や生活習慣病
予防食の調理実習、献立を立てるグループワーク など
学習時間：計２0時間程度（8割の出席が必須）
※受講後に町長より修了証書が交付されます。
申込・問い合わせ 住民課 健康増進係（支所・内線７１０）

食生活改善推進会
おすすめの簡単料理紹介

鶏のからあげ
《八津田校区推進員お勧め簡単レシピ》

材料（４人分）
鶏もも肉・・・1枚（約３００ｇ）
しょうゆ・・・小さじ２
酒・・・・小さじ１ ⎫
（Ａ）
⎬
おろししょうが・・・小さじ１／２
こしょう・・・少し ⎭
たまご・・・・１個
揚げ油・・・・・・・適宜
上新粉（米粉）・・・５０ｇ

作り方

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

①鶏もも肉は皮がついたまま、せんいをたち切るように３〜４ｃｍの四角いブツ切りにする。
②ビニール袋に①の鶏肉と、（A）の調味料をいれてよくもむ。
③②に上新粉を入れ、ふくろに空気を含ませて、外からぽんぽんと叩いてまぶしつける。つぎに卵を割り入れて、ふくろ
の外からよくもむ。
④揚げ油を中温に温め、③のとり肉を入れ、ゆっくりとあげる。最後に火を強くして、少し温度を上げるとカラッとあがる。
＊冷めてもおいしいので、お弁当にいかがですか？

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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築上町の話題

町のイベントや地域の話題を紹介します。「投稿のひろば」では、情報や投
稿記事を募集しています。ぜひ、ご連絡ください。
総務課 情報政策係（内線 335）

開 かずの巨大金庫公開！！
６月１９日〜７月７日まで、旧藏内邸にて、倉庫の中で半世紀近
く開けられていなかった大型金庫２基が初公開されました。この金
庫は長年開けられず、テレビ番組の企画で専門家によって開けられ
ました。中には何も入っていませんでした。高橋館長は「炭鉱が栄
えた時代の雰囲気を伝える貴重は資料になると思います」と語って
いました。

鳳山関が結婚式
松 〜おめでとうございます〜
６月１９日、東京都内のホテルで、築上町出身の大相撲
幕内松鳳山関の結婚披露宴が開かれました。昨年３月に結
婚し、同１０月に長男の志希也君が誕生しています。５月
の夏場所では勝ち越しを決めており、今後ますます活躍が
期待されます。

キ ャンプ場オープン、神事で安全願う
６月２９日、牧の原キャンプ場で、山の安全祈願祭・キャンプ場
開きが行われました。安全祈願祭に続き、そうめん流しやヤマメの
つかみ取り、ステージショーなどのイベントも開催され、家族連れ
など大勢の人で賑わいました。

京 築フェスタin北九州市
６月２９日、門司港レトロで京築フェスタin北九州市が開催
されました。
フェスタは京築７市町で作る京築アメニティ都市圏推進会議
が地域振興を目的として毎年実施しているものです。当日は２
２団体が出店し、地元の特産品や加工品の販売の他、子ども神
楽のステージもあり、多くの来場者で賑わいました。

第 ６４回「社会を明るくする運動」推進大会
７月４日、コマーレで第６４回「社会を明るくする運動」推進大
会が開催されました。この運動は、犯罪や非行の防止と罪を犯した
人たちの更生について理解を深め、犯罪や非行の無い明るい社会を
築こうとする全国的な運動です。
当日は、（株）ヒューマンハーバー代表取締役社長の副島勲さん
による「再犯のない社会づくりを目指して」と題した講演会も行わ
れ、多くの町民が参加し、耳を傾けていました。
20

平成26年８月

人 権擁護委員の委嘱について
築上町の人権擁護委員に久保孝吉さんが平成２６年７月１日
付けで法務大臣から委嘱されました。任期は３年です。家庭内
のもめごとやトラブルなど人権に関する悩みや困りごとがあり
ましたら、お気軽にご相談ください。

〜お疲れさまでした〜
任期満了に伴い、人権擁護委員の椋本欣二郎さんが退任され
ました。
椋本さんは、平成１１年５月１日の就任以来、１５年２ヶ月
の長きにわたり人権擁護委員として活動され、人権思想の普及
高揚に努められました。

▲椋本欣二郎さん

▲久保孝吉さん

浜 の宮海岸清掃
７月６日、浜の宮海岸で、海の安全祈願祭と海岸清掃が行わ
れました。安全祈願祭では、海の事故が起きないように安全を
祈願し、海岸清掃では、小中高生や住民が大勢参加して大切な
海をきれいにしようと清掃活動を行いました。皆様、ご協力あ
りがとうございました。

水 難救助隊訓練
７月１２日、八津田漁港で、築上町水難救助隊による水
難訓練が実施されました。
海難事故で投げ出され、溺れている人がいるとの想定の
もと、海で遭難者を発見した隊員が救急車と応援船を要
請。二隻の漁船で救出し、心肺蘇生を施しながら陸上に上
げ、救急車に引き渡しました。
海難救助は厳しい条件下での活動が多く、日頃から訓練
が必要になります。隊員らは真剣な眼差しで訓練に取組ん
でいました。

投 稿 の ひ ろば
築上４H クラブ主催体験田植え祭
６月２８日、葛城神社の田んぼで、築上４
H クラブ主催の農業体験を通して行われる食
育行事の一環として、手植えによる田植え祭
が行われ、築上町、福岡市、飯塚市、及び大
分県北部から約４０名の親子が参加しました。
田植えについての講座の後、楽しく田植えを
行いました！！！
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室です�
写真の浴室隣の湯上りの間︵脱衣
所︶は城井谷の山並みを借景に�枯
流れの石組と降り蹲踞︵おりつくば
い︶を設え�ソテツが植えられ�夏
の湯上がりに涼みながら煎茶をいた
だき�庭を鑑賞する風情のある茶室
です�また裏庭には泉石組を設え�
荒々しい自然石を配し�針葉樹の巨
木が立つ�山中を意識した涼感ある
庭です�
この夏�旧藏内邸で煎茶をいただ
きながら�風鈴と水の流れの音に涼
んでみませんか�
︵文化財保護係 高尾栄市︶

第三十六回
せんちゃ
旧藏内邸と煎茶
旧藏内邸では入場料と別に三百円
で煎茶と郷土のお菓子を提供してい
ます�とても評判よく皆様から喜ば
れています�どうして旧藏内邸では
煎茶なのかといいますと�藏内家は
煎茶を好みとし�煎茶文化の美的意
匠や様式が建物や庭園に色濃く表れ
ているからです�
煎茶は抹茶に比べ歴史は浅く�江
戸時代初期に黄檗宗︵本山は京都府
宇治市萬福寺︶開祖の隠元が始め�
のち文人や画家の間で広まり�明治�
大正時代に流行しました�一方抹茶
は鎌倉時代�栄西禅師が中国から伝
え�後に日本独自の茶の湯�茶道と
して広がります�
抹茶席が閉鎖的な小空間に﹁わ
び・さび﹂の独自の精神文化を創造
するのに対し�煎茶席は室内からの
庭や眺望を重視した明るく開放的空
間に風雅を楽しみます�
さて住宅と庭園を建設した藏内保
房は古美術に造詣が深く�特に煎茶
文化の代表者でもある江戸時代の文
人画家�田能村竹田の書画収集家と
して有名でした�また庭園の園池に
やや張り出した八畳間の茶室からは
大きな池と正面背後に滝石組が山水
画のように見える�まさに煎茶文化
の山水への愛好が表れた開放的な茶

緑
伸平

のふるさと協力隊
藤田
夏の暑さもいよいよ本番
を迎える季節になりました�
皆さんいかがお過ごしでし
�うか�
さて�６月末から７月中
旬にかけての活動では�築
城地区及び椎田地区の通学
合宿�八津田小学校の田植
え授業�海開き�キ�ンプ
場開き�マリンスポ�ツ体
験教室と様々な行事のお手
伝いをしました�同時に�
鶏糞まき�田植え�水田の
除草作業�スイ�トコ�ン
収穫・出荷�里芋の植えつ
け�山での間伐作業など農
林業での貴重な体験をする
ことができました�
キ�ンプ場開きでは�寒
田地区で取れた素材を使い
石釜で焼きあげたピザの販
売を手伝いました�評判は
上々で沢山のお客さんで賑
わいました�海開きでは�
大勢の人たちと朝清掃を行
い�以前お世話にな�方々
と再会して話が弾みました�
関東平野が延々と続く茨城
県で育�た私にと�て�海
と山の距離が近い築上町の
地理はおもしろく感じられ

ます�地平線い�ぱいに
青色が広がり開放的な景
観の浜宮�風に涼みなが
ら清流と鳥のさえずりを
楽しめるキ�ンプ場�同
じ町内でもま�たく違う
顔をも�ていますね�海
と山どちらも楽しめる築
上町が贅沢でうらやまし
く感じました�
各地での田植えもよい
経験になりました�今ま
で水田に入�たことがな
か�たので�最初のころ
は動くことさえも四苦八
苦しました�そんな私を
尻目にあ�という間に苗
を植えつけていく田植え
機�機械化の凄さと便利
さを実感しました�一方
で手植え体験では�様々
な参加者の人たちと作業
し持ち寄�たお弁当をい
ただきました�お年寄り
が語る�かつての人々が
寄り合�て集落行事とし
て大切にされてきた田植
えの雰囲気を感じること
ができました�また�ア
メンボ�トンボ�カエル�
ヘビなど様々な生物たち
と出会い�水田が生物の
命を守�ていることも知
りました�田んぼは�い

ろいろなことを学び考え
させられる場所です�
特に印象深いのはジ�
ンボタニシに関する話で
す�もともとは外国から
持ち込まれて野生化し大
繁殖して水稲の苗を食い
尽し害虫と言われるジ�
ンボタニシですが�水位
の調整などが上手くでき
れば雑草のみを食べ�除
草剤なしでの栽培ができ
るそうです�人間の都合
によ�て害虫とも益虫と
も呼ばれるジ�ンボタニ
シ�人間と自然や生物が
上手にバランスを取りな
がら付き合�ていくこと
がいかに難しいことかと
考えさせられました�
日々の活動・生活の中
で自分の無知や不勉強さ
を痛感させられます�皆
さんにお尋ねする場面が
沢山あると思います�今
後もご指導お願いしま
す！

▲キャンプ場開きにて

No.４
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行事予定表 8月1日〜9月10日
1日㈮
2日㈯

・子どもフェスティバル納涼祭(17：00〜20：00・児童館)

3日㈰

・休日相談医
吉富町…よしとみ整形外科リウマチ科クリニック
☎0979-25-2225
豊前市…豊築休日急患センター ☎0979-82-8820

4日㈪

・おっぱい育児相談(10：00〜12：00要予約
・保健センターチアフルついき)

21日㈭

5日㈫

・乳児健診【3・4か月児：H26年3月2日〜H26年4月5日
生まれ、7・8か月児：H25年12月生まれ】
（保健センターチアフルついき）
・離乳食教室(10：30〜11：30要予約
・保健センターチアフルついき)

23日㈯

7日㈭

・戦没者追悼式(10：30〜・中央公民館)
・子育て相談(10：30〜11：30・児童館)

8日㈮
9日㈯
10日㈰

・長崎原爆記念日
・休日相談医
豊前市…重岡胃腸科外科医院
豊築休日急患センター

22日㈮

24日㈰

・休日相談医
豊前市…清田整形外科医院
大川病院
豊築休日急患センター

25日㈪

・福岡県巡回交通事故防止相談(10：00〜16：00・行橋市役所)

26日㈫

・おっぱい育児相談(10：00〜12：00要予約
・保健センターチアフルついき)

27日㈬

・1歳6か月児健診【H24年12月〜H25年1月生まれ】
（保健センターチアフルついき）
・補聴器相談(9：30〜10：30・コミュニティセンター)
・補聴器相談(11：00〜12：00・自愛の家)
・社協心配ごと相談(9：30〜15：00・自愛の家)
・可燃性粗大ごみ収集日：築城地区
・粗大ごみ収集日：葛城地区・臼田・椎田西の線路から山
側・椎田南

☎0979-82-1011
☎0979-82-8820

29日㈮
30日㈯
31日㈰

・休日相談医
築上町…古賀整形外科内科医院
豊前市…豊前病院
豊築休日急患センター

9月1日㈪

・おっぱい育児相談(10：00〜12：00要予約
・保健センターチアフルついき)

12日㈫

・おっぱい育児相談(10：00〜12：00要予約
・保健センターチアフルついき)

13日㈬

・盆休日相談医
豊前市…渡辺整形外科
☎0979-82-2371
みぞぐち泌尿器科クリニック☎0979-84-0840
豊築休日急患センター ☎0979-82-8820
・補聴器相談(10：00〜11：00・コミュニティセンター)
・補聴器相談(13：00〜14：00・自愛の家)
・社協心配ごと相談(9：30〜15：00・自愛の家)
・粗大ごみ収集日：西角田地区・鬼塚・椎田中の線路から
山側

14日㈭

・盆休日相談医
豊前市…小林整形外科医院
豊築休日急患センター

☎0979-82-2438
☎0979-82-8820

15日㈮

・終戦記念日
・盆休日相談医
築上町…片山医院
豊前市…豊築休日急患センター

☎52-0505
☎0979-82-8820

5日㈮

17日㈰

・休日相談医
豊前市…梶原内科泌尿器科クリニック☎0979-82-2456
豊築休日急患センター ☎0979-82-8820

7日㈰

18日㈪

・人権相談(13：30〜15：30・築城人権センター)
・チアフル健康相談(10：00〜11：00受付
・保健センターチアフルついき)

19日㈫

・おっぱい育児相談(10：00〜12：00要予約
・保健センターチアフルついき)
・妊婦さんの調理交流会(10：00〜13：00要予約
・保健センターチアフルついき)

☎56-1730
☎0979-82-2309
☎0979-82-8820

2日㈫

・乳児健診【3・4か月児：H26年4月6日〜H26年5月2日
生まれ、7・8か月児：H26年1月生まれ】
（保健センターチアフルついき）
・離乳食教室(10：30〜11：30要予約
・保健センターチアフルついき)

3日㈬

・こころの健康相談日(13：00〜17：00要予約
・保健センターチアフルついき)
・補聴器相談(13：30〜14：30・コミュニティセンター)
・補聴器相談(10：00〜11：00・自愛の家)
・社協心配ごと相談(9：30〜15：00・自愛の家)

4日㈭

・子育て相談(10：30〜11：30・築城社会福祉センター)

6日㈯

16日㈯

平成26年８月

☎0979-82-3127
☎0979-82-2309
☎0979-82-8820

28日㈭

11日㈪

23

・親子相談(9：00〜12：00要予約
・保健センターチアフルついき)

・休日相談医
築上町…宮崎リハビリテーション医院☎56-1035
豊前市…豊築休日急患センター ☎0979-82-8820

8日㈪
9日㈫
10日㈬

●コマーレ・築上町図書館

・おっぱい育児相談(10：00〜12：00要予約
・保健センターチアフルついき)
・妊婦さんの調理交流会(10：00〜13：00要予約
・保健センターチアフルついき)
・補聴器相談(10：00〜11：00・コミュニティセンター)
・補聴器相談(13：00〜14：00・自愛の家)
・社協心配ごと相談(9：30〜15：00・自愛の家)

休館日

毎週火曜日

：

6日㈬

・広島原爆記念日
・こころの健康相談日(13：00〜17：00要予約
・保健センターチアフルついき)
・補聴器相談(10：00〜11：00・自愛の家)
・補聴器相談(13：30〜14：30・コミュニティセンター)
・社協心配ごと相談(9：30〜15：00・自愛の家)
・粗大ごみ収集日：八津田・東高塚・峯原・浜宮・高杉住
宅・新開・西高塚の線路から山側

20日㈬

・行政相談(10：00〜15：00・自愛の家、
コミュニティセンター)
・1歳児すくすく教室【H25年8月生まれ】
（保健センターチアフルついき）
・補聴器相談(11：00〜12：00・コミュニティセンター)
・補聴器相談(13：00〜14：00・自愛の家)
・社協心配ごと相談(9：30〜15：00・自愛の家)
・粗大ごみ収集日：湊地区・椎田東・椎田中・椎田西の線
路から海側・西高塚の線路から海側

のびのびっ子通学合宿を行いました。
・日時 ： 平成２６年６月２３日（月）～２８日（土）
・参加児童 ： 築城小・上城井小・下城井小 計26名
・場所 ： 築上町コミュニティセンター ソピア
【１日のスケジュール】
5：30 ⇒ 5：45
⇒
起床 朝食調理・掃除

6：45 ⇒ 7：45 ⇒
16：30
⇒
朝食
登校 学校 夕食調理・清掃

17：45 ⇒ 18：45 ⇒ 20：45 ⇒ 22：00
夕食
もらい湯
夜の集い
就寝

写真の岡田 勝広様他たくさんの
地域のお宅のお風呂を
「もらい湯」としてお借りしました。

お父さん・お母さんも経験した
事がないかもしれない、洗濯板
での洗濯を体験しました。

食進さんの指導の下、
みんなと協力しながら
調理をしました。

通学合宿とは、小学校５・６年生を対象に行っている事業で、子どもたちが家庭から離れ集団生活をする中
で、自立心や社会性を養うことを目的とした生活体験事業です。
子どもたちは、炊事・洗濯・掃除など日常生活に必要な作業をすべて自分の力で行いながら通学します。
今後もこの事業を通じ、築上町にたくましい子ども達が増えることを期待しています！合宿にご協力いただ
いた運営委員・協力者総勢３４名のみなさん、もらい湯をご提供いただいた２１件の地域のみなさんありがと
うございました。
【問い合わせ：生涯学習課 社会教育係（支所・内線２６３）】

