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築上町
緑のふるさと
協力隊
10 年の歩み
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さん
2013

築上町では
「緑のふるさと協力隊」
事業に取り組んで１０年目
の節目に、歴代の隊員が
集合しました。
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夜空を彩る西角田花火大会開催
１０月４日、西角田漁港で第２回となる西角田花
火大会が開催されました。当日は、約１，２００人
が訪れる盛況ぶりで、来場客は秋の夜の大輪の花火
に酔いしれました。
この花火大会は、過疎化が進む地域を活性化し、
地元を元気づけようと、住民有志が企画し、実行委
員会を設立しました。キャッチフレーズは「ふるさ
と創世！笑顔・感動・絆」。
特設ステージでは、小原子供神楽、西角田小の竹
太鼓、ブラスバンド演奏などを披露し、大会の最後
には、西角田小・小原小の児童が東日本大震災の復
興支援ソング「花は咲く」を合唱。花火が打ち上げ
られ、拍手と歓声があがりました。
なお、大会当日集まった募金は、東北と広島へ寄
附を行いました。

秋の全国火災予防運動
１１月９日（日）から１５日（土）までの間、秋の火災予防運動が実施されます。
これからの時期は、空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります。次のいのちを守る７つのポイントに注意し、
火災防止といのちを守る活動に努めてください。
【３つの習慣】
◯ 寝たばこは、絶対やめましょう。
◯ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用しましょう。
◯ ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消しましょう。
【４つの対策】
◯ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置しましょう。
◯ 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用しましょう。
◯ 火災を小さいうちに消すために住宅用消火器を設置しましょう。
◯ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくりましょう。
※期間中は、消防団による夜警活動や朝の７時と夜の７時にサイレンを吹鳴します。火災と間違えないようにご注
意ください。
問い合わせ 総務課 行政係（内線３３３）

「未来へはばたく京築」走ろう！つなごう！東九州道！
東九州自動車道（豊前ＩＣ〜上毛間）マラソン

「豊の国県境マラソン」

東九州自動車道（豊前ＩＣ〜上毛間）の開通イベントとして１市２町（豊前市・築上町・上毛町）でマラソン大
会を開催します。参加者には大会オリジナルタオルを差し上げます。また完走者には完走記録証を発行します。
日 時
平成２７年２月１５日（日） 受付８：００〜
場 所
東九州自動車道 豊前ＩＣ（料金所予定地）
※県道２２５号線 野地塔田線豊前ＩＣ北（仮称）交差点付近
種 目
・ハーフマラソンレース ２，０００人（１８歳以上（高校生除く））
（２時間４０分以内で完走可能な方）
・５キロレース ３００人（中学生以上）
（４０分以内で完走可能な方）
・３キロレース ２００人（小学４年生以上）（２５分以内で完走可能な方）
参加料
一般
３，０００円
小・中・高校生 １，０００円
申込方法 募集要項内の専用振替振込用紙またはインターネットでお申込みください。
募集期間 １１月４日（火）〜１２月１５日（月）
※申込用紙は、豊前市役所、築上町役場、上毛町役場などで配布します。
※定員になり次第締め切ります。
問い合わせ 豊前市総合政策課 ０９７９（８２）１１１１（内線１３４３）

２
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平成 年防犯功労者
防犯栄誉金章受賞
〜おめでとう
ございます〜

新川 久三

小学校で能の授業
東日本大震災で一時築上町に避難し�
現在は千葉県に在住している橋岡佐喜
男さんを講師に招き�椎田小学校と築
城小学校で能の授業を開催しました�
これは�日本の伝統文化に親しんで
もらおうと総合的な学習の時間を使�
その後のお披露目会に私も見学へ行

開かれます�この園遊会に全国町村長
会のご推挙を受け�宮内庁から私共夫
当日は天皇陛下を初め�各皇族の方

当日は一定の緊張の中�粗相の無い

ように振る舞いたいと思います�

町民文化祭始まる

月１日から町民文化祭が幕を開け

過ごされますようご祈念申しあげます�

の皆様にはご自愛を頂き�ご健勝にて

いよいよ向寒の候となります�町民

しあげます�

えます�今後の皆様の精進をお祈り申

の文化祭の成功の秘訣ではないかと考

工夫を凝らし�歴史の積み重ねが現在

います�このことは関係者一同が毎年

おり�近隣の人々から羨ましがられて

比して相当レベルの高いものとな�て

本町の文化祭は他の市町の文化祭に

と舞台では芸術の発表会があります�

祉施設�学校�保育園等々の展示作品

舞台に文化協会各専門部�自治会�福

センタ�︵ソピア︶�中央公民館等を

ます�コマ�レ�築上町コミ�ニテ�
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町長室だより
築上町長

すこし冷気を感じますが�菊花香る
素晴らしい季節となりました�町民の
皆様には十分秋を謳歌していることと
存じます�

健康を求めて
秋といえば�スポ�ツ・食欲等が想
広報ちくじ�うで住民健康診査のお知

きました�わずか４時間の授業でした

て行われたものです�

らせがあると思います�私も健診を受

が�子ども達は完璧に踊りきりました�

い浮びますが�まずは健康が第一です�

け�病気を発見しました�そして�病

子どもの能力というのは本当に素晴ら

日�東京都の明治記

気部分を定期的に観察する大事さを我

しいものです�

９月

国地域安全運動中央大会にお

が身を持�て経験し�十分に健診の大

念館で開催された平成 年全

いて�安東喜八郎さん︵椎田

切さが理解できたとともに�有難さが

月６日に赤坂御苑で秋の園遊会が

秋の園遊会の招待を受けて

西︶が�平成 年防犯功労者

分かりました�
３年前に町職員健診のエコ�検査で
指摘されたものを今回処置し無事に終
了しました�
何につけても病気の予防と健康診査
ろです�町民の皆様にも住民健診を漏

にお会いすることができ�一生に一度

婦に招待状が届きました�

犯指導員として活動し�地域

れなく受診していただくようにお願い

は大事だなあと改めて思い知�たとこ

の防犯に貢献してきたことが

あるかないかの真に身に余る光栄の至

平成２年からは豊前警察署防

協会の会長を務めるとともに�

から平成 年まで椎田町防犯

した�安東さんは�平成元年

防犯栄誉金章表彰を受賞しま

26

します�

極です�
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26

認められ�今回の受賞となり
ました�
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１１月１２日〜１１月２５日は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
１１月１２日から１１月２５日（女性に対する暴力撤廃国際日）までの２週間は、「女性に対する暴力をなくす運
動」期間です。
暴力は、その対象の性別や加害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
特に、夫やパートナーからの暴力や性犯罪、ストーカー行為等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害す
るものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
この運動期間に女性に対する暴力について考え、身近に潜む暴力を見逃さない、どんな理由があっても暴力は許さ
ないという強い意思を持ち、安全で安心して生きていける社会づくりを推進していきましょう。
※築城支所１階ロビーの一角に「女性に対する暴力をなくす運動」の一環として関連書籍や冊子等の展示コーナーを
設置しています。是非お立ち寄りください。

「女性に対する暴力」には次のようなものがあります
＊DV〈ドメスティック・バイオレンス〉…夫・パートナーからの暴力
・身体的暴力：殴る、蹴る、物を投げつける、刃物などで身体に突きつけるなど
・精神的暴力：大声で怒鳴る、無視する、屈辱的発言で傷つける、人前で馬鹿にしたり恥をかかせる、反論や自分の
考えを言うことを許さないなど
・性的暴力：性行為を強要する、避妊に協力しない、ポルノビデオや雑誌を無理やり見せるなど
・経済的暴力：生活費を渡さない、外で働かせない、借金をさせる、金銭的自由を与えないなど
・社会的暴力：友人などの付き合いを制限する、行動を監視する、電話やメールの内容を細かくチェックするなど
※家庭に子どもがいる場合は、DVは子どもの心身にも深い影響を与えます。
＊ストーカー行為…しつこくつきまとい電話を繰り返す、待ち伏せをする、行動を監視していると思わせる、相手の
名誉を傷つけるなど
＊性犯罪…刑法上の強姦や強制わいせつ、のぞきや盗撮、痴漢など
＊売買春…強制売買や児童買春など
＊セクシャルハラスメント〈性的嫌がらせ〉…性的な噂の流布、職場でわいせつな話や写真の掲示、性的な関係の強
要など

***もし、暴力の被害にあってしまったら、ひとりで悩まず相談してください ***
★女性に対する暴力について専門の相談窓口があります★
相

談

窓

口

電話番号

受

付

時

間

配偶者暴力相談支援センター（京築） 0930-23-2460

月〜金／8：30〜17：15

※祝日を除く

福岡県女性相談所

092-711-9874

月〜金／9：00〜17：15

※祝日を除く

福岡県配偶者からの暴力相談支援
センター

092-716-0424

月〜金／17：15〜24：00
土・日・祝／9：00〜24：00

福岡県男女共同参画センター
「あすばる」

092-584-1266

9：30〜16：00 ※休館日を除く
18：00〜20：30も可※祝日ではない金曜日のみ（休館日：
第４月曜日を除く月曜日※８月は月曜日も開館、8/13.14.15）

福岡県警察犯罪被害者相談電話
092-632-7830
「ミズ・リリーフ・ライン」
（心のケア）

月〜金／9：00〜17：45
※祝日を除く

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間ー11月17日〜11月23日ー
夫やパートナーからの暴力、職場でのセクシュアルハラスメントなど、悩みや困りごとがあったら１人で悩まず
にお電話ください。秘密は厳守されます。
相談日時
１１月１７日（月）〜２１日（金） ８：３０〜１９：００
１１月２２日（土）・２３日（日）１０：００〜１７：００
電話番号
０５７０（０７０）８１０
担当者
人権擁護委員・法務局職員
問い合わせ 福岡法務局 行橋支局（２２）０４７６
４
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築上町臨時職員募集
○職種

保育士

・募集人数
・業務内容
・応募資格
・雇用期間
・勤務日数
・勤務地
・賃 金

○職種

１名
保育業務
任用時に６４歳に達していない者で保育士
資格を有する方
平成２７年１月５日（月）から平成２７年
３月３１日（火）まで（更新あり）
月に１１日程度
築城保育所
時間給８５０円

学校給食調理補助員

・募集人数
・業務内容
・応募資格
・雇用期間

２名
学校給食の調理補助等
昭和２５年４月２日以降に生まれた方
平成２７年１月５日（月）から
平成２７年３月３１日（火）まで
・勤務日数 月に１１日程度（交代制）
・勤務地
築上町小・中学校
・賃 金
時間給７７５円
・申込期間 １１月４日（火）〜１１月１４日（金）
（土・日曜日、祝日を除く
８：３０〜１７：００）
・提出書類 雇用申込書、履歴書
※募集要項・雇用申込書、履歴書用紙につ
いては、総務課人事秘書係及び築城支所
総合管理課に備えつけています。
申込・問い合わせ 学校教育課 学校教育係
（支所・内線２５０〜２５３）

広告欄

M

E TAS E

no
MO RI

『メタセの杜』
TEL.0930-52-3828

○イベント
マルシェ（大型テント前）※雨天の場合は中止
・フリーマーケット
１１／９（日）・２３（日）９時〜１６時
・車輌展示会
九州三菱自動車販売（株）行橋店
１１／１５（土）・１６（日）１０時〜１８時
・もちつき大会
１１月下旬（松鳳山関出演予定）
※詳しくは店頭にて
・直売所・道の駅連携イベント
京築はひとつ！スタンプラリー開催！
１１／１（土）〜１１／３０（日）
☆京築の直売所・道の駅の商品を期間限定で、
店内にて販売します。
※１１／３０（日）は航空祭のため、駐車場が大変混雑すると
予想されます。店は通常通り営業します。
５
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・加入保険
・申込期間

労災保険
１１月４日（火）〜１１月２０日（木）
（土・日曜日、祝日を除く
８：３０〜１７：００）
・提出書類 雇用申込書、履歴書、保育士証の写し
※募集要項、雇用申込書、履歴書用紙につ
いては、福祉課子育て支援係に備えつけ
ています。
申込・問い合わせ 福祉課 子育て支援係
（内線２４０・２４２）

○職種

一般事務補助

・募集人数
・業務内容
・応募資格
・雇用期間

２名
パソコン入力業務及び資料作成
昭和２５年４月２日以降に生まれた方
平成２７年１月７日（水）から
平成２７年３月３１日（火）まで
（更新あり）
・勤務日数 月に２０日程度
・勤務地
築上町役場 本庁 第３会議室
・賃 金
日額６，０００円
・加入保険 社会保険・雇用保険
・申込期間 １１月５日（水）〜１１月１８日（火）
（土・日曜日、祝日を除く
８：３０〜１７：００）
・提出書類 雇用申込書、履歴書
※募集要項・雇用申込書、履歴書用紙につ
いては、総務課人事秘書係及び築城支所
総合管理課に備えつけています。
申込・問い合わせ 税務課 町民税係（内線２１２）

広告欄

コマーレの催し物 ( 大ホール )
Ｔel：５６−１７７７

冨永裕輔 新春コンサート
ギター：西田 勇 クラリネット：原口晃二
賛助出演：築城コーラス ラ・カンパーニャ

1月25日(日)14:00開演/13:30開場

【チケット】※指定席はコマーレのみ取扱い
指定席：3,000円（当日3,500円）
自由席：1,500円（当日2,000円） チケット
発売中
未就学児膝上観賞無料

【チケット発売場所/コマーレ・中央公民館・ソピア・メタセの杜】

町内外からのお知らせ

入札日：平成26年7月24日

【産業課】
●液肥散布用バキューム車購入
（築上町大字湊1287 地内）
落札金額：9,500,000円
納
期：平成26年9月4日〜
平成27年3月31日
落札業者：三菱ふそうトラック・バス
（株）九州ふそう
中津・日田支店

入札日：平成26年9月2日

【建設課】
●奥池2ため池改修工事

入札結果（９月分）
（築上町大字船迫 地内）
落札金額：40,890,000円
工
期：平成26年9月5日〜
平成27年3月20日
落札業者：隆和組（有）

入札日：平成26年9月19日

【下水道課】
●椎田処理区管渠築造工事（5-4工区）
（築上町大字椎田 地内）
落札金額：13,960,000円
工
期：平成26年9月29日〜
平成27年1月7日
落札業者：（有）正栄建設

●椎田処理区管渠築造工事（5-5工区）
（築上町大字椎田 地内）
落札金額：17,400,000円
工
期：平成26年9月25日〜
平成27年1月8日
落札業者：丸建舗設工業
●椎田処理区管渠築造工事（5-7工区）
（築上町大字椎田 地内）
落札金額：11,580,000円
工
期：平成26年9月26日〜
平成27年1月5日
落札業者：中村組

平成２６年分給与所得の年末調整説明会
対象者・日時・場所
・豊前市の方
１１月２０日（木）１０：００〜１２：００
豊前市総合福祉センター２階
・築上郡の方
１１月２０日（木）１４：００〜１６：００
豊前市総合福祉センター２階
・行橋市の方
１１月１９日（水）１０：００〜１２：００
行橋市民会館
・京都郡の方
１１月１９日（水）１４：００〜１６：００
行橋市民会館

※対象者は法人、個人を問いません。指定日時に来ら
れない場合は、他の日時でも構いません。お越しの
際は、公共の交通機関をご利用ください。
持参するもの

事前に送付している「年末調整関係書
類」のうち次の書類
①平成２６年分年末調整のしかた
②平成２６年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の
作成と提出の手引き
問い合わせ

行橋税務署 法人課税部門
（２３）０５５９

社会福祉法人築上町社会福祉協議会職員募集
・募集人数
・業務内容
・応募資格

１名
地域福祉事業全般
平成２年４月２日から平成９年４月１日ま
でに生まれた高校卒業以上の方。
（高等学校・短期大学・専門学校・大学卒業
見込み含む）
・採用年月日 平成２７年４月１日から採用
・第１次試験
日 時
平成２７年１月中旬
場 所
築上町椎田社会福祉センター
講義研修室
試験内容 教養試験（高校卒業程度）、
一般性格診断検査試験
・第２次試験
日 時
平成２７年１月下旬
場 所
築上町椎田社会福祉センター
生活相談室
試験内容 面接試験等

・申込期間

１１月４日（火）〜１２月３日（水）
（土・日・祝日は除く）
８：３０〜１７：００
※試験日時については、申込集約後にご連絡
します
※郵送の場合は、１２月３日（水）
１７：００必着で、書類が完備しているも
のに限る。
・勤務条件 築上町社会福祉協議会就業規則等による
・申込方法 築上町社会福祉協議会に履歴書を提出又は
郵送してください。
申込・問い合わせ
社会福祉法人 築上町社会福祉協議会
〒８２９ー０３０１
築上郡築上町椎田８６１番地１
築上町椎田社会福祉センター「自愛の家」内
（５６）２２２３

６
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今月の町税納期限は、
１２月１日（月）です。

納税

税金は、納期内に納めましょう。

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

納税は便利な口座振替で

問い合わせ 税務課 徴収係（内線 217）

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。
住宅改造資金助成事業
＜事業目的＞高齢者等の皆さんが在宅で安心してすごせるように、住宅改修費の一
部を助成します。
＜対象者＞
①介護保険の認定で「要支援・要介護」の認定を受けた方又は重度身体障害者等
の高齢者等世帯
②介護保険住宅改修費支給限度基準額（２０万円）に達している方
③在宅されている方（築上町に住所を有する方。入所、入院していないこと。）
④世帯生計中心者の住民税及び前年度所得税課税年額が非課税の世帯に属する方
＜対象となる改修＞玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所など、高
齢者等が利用する部分。維持、補修的な工事は除く。
（例）手すりの設置、スロープ設置などによる段差解消、引き戸への取替え、滑り
にくい床材への変更 等
＜助成額＞対象工事の３０万円までを上限とします
・原則、この助成は当該住宅につき、１回限り。
・工事、部品などで、この事業の対象となるもののみ。（対象とならないものは、
個人負担となります。）
・当該年度の予算の範囲内
※必ず、改修工事をする前にご相談ください。（申請の際、見積書、改修前の平面
図、改修を必要とする部分の写真等が必要、調査員による調査もあります。）
問い合わせ 福祉課 高齢者福祉係（内線２５２）

教育診断及び教育相談

11

今月の 国民健康保険税 第５期
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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
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70
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平成 年１月から記帳・
帳簿等の保存制度が変わ
りました
築上郡教育支援委員会では�
就学前︵来年度入学予定︶及
び小中学校のお子様を対象に�
学校生活や日常生活において
不安をお持ちの方の教育診断
及び教育相談を行います�
﹁言葉が遅れている�話し
方が不明瞭である�興味が広
がりにくい�やりとりが苦手
である�落ち着きが無い�視
線が合わない�動作がぎこち
ない﹂など�お子様について
気になるところがあれば�お
気軽にご相談ください�
月 日︵金︶
日時
９
�
詳
※細な時間等は後日お知ら
せします�
場所 吉富フ��ユ�会館
相談員︵予定︶
別府大学短期大学部
教授 足立 圭司氏
京築教育事務所
指導主事 三坂 志のぶ氏
出席者 教育診断テスタ��
児童生徒及び保護者または
後見人
月 日︵水︶
申込期限
申込・問い合わせ
学校教育課 学校教育係
︵支所・内線２５３︶

平成26年11月

個人の白色申告の方で事業
や不動産の貸付等を行う全て
の方は�平成 年１月から
﹁記帳と帳簿書類の保存﹂が
必要となりました�
○対象となる方 事業所得�
不動産所得又は山林所得を
生ずべき業務を行う全ての
方︵所得税の申告の必要が
ない方を含みます�︶
○記帳する内容 売上げなど
の収入金額�仕入れやその
他の必要経費に関する事項
○帳簿等の保存 収入金額や
必要経費を記載した帳簿や
取引の際に作成・受領した
納品書�請求書�領収書な
ど
詳
※しくは国税庁ホ�ムペ�
ジ (http://www.nta.go.jp)
をご覧いただくか�最寄り
の税務署にお問い合わせく
ださい�
問い合わせ
税務課 町民税係
︵内線２１５︶

得�教育等における健全な発
達を支援するため�補聴器購
入費用等の一部を助成します�
対象者 次の要件をすべて満
たす 歳未満の児童
⑴築上町に住民票がある方
⑵原則として�両耳の聴力レ
ベルが デシベル以上 デ
シベル未満で�身体障害者
手帳の交付対象とならない
方
⑶補装具費支給意見書︵聴覚
障害者用︶を作成できる医
師から�補聴器の装用によ
り言語の習得等一定の効果
が期待できると判断された
方
但
※し�対象児童と同じ世帯
に�町民税の所得割額が
万以上の方がいる場合は�
助成の対象外となります�
助成額 補聴器購入基準額の
２／３にあたる額�但し�
町民税非課税世帯の場合�
基準額の全額を助成します�
必要書類
⑴交付申請書
⑵指定医師の意見書
⑶補聴器購入費見積書
⑷世帯全員の町県民税課税証
明書
ま
※た�必要に応じてその他
の書類を提出していただく
場合もあります�
問い合わせ
福祉課 社会福祉係
︵内線２４２︶

７
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築上町では�福岡県の補助
制度に基づき�平成 年 月
１日から�身体障害者手帳の
交付対象とならない軽度・中
等度難聴児に対し�言語の習
26

18

30

26

軽度・中等度難聴児補聴
器購入助成事業

町内外からのお知らせ

：

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
※し込みは開催日の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︶

平成 年１月 日︵水︶
�
場所 行橋市中央公民館
１階大会議室
講義
・暮らしの中の危険
・成年後見制度
・サポ�タ�として知�てお
くべき心得
申込・問い合わせ
商工課 商工観光係
︵支所・内線１８０�
１８３︶

きたいことなどを話してみま
せんか？みなさんが集ま�て
介護について気軽に話すこと
ができるつどいです�
月５日︵金︶
日時
�
場所 保健センタ�チアフル
ついき
参加費用 無料︵交通費は個
人負担︶
対象者 在宅で介護している
方�今後介護する予定があ
る方�介護について関心の
ある方等
月 日︵木︶
申込締切
申込・問い合わせ
福祉課 高齢者福祉係
︵内線２５２︶

：
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00

企業及び働く皆様へ
月 日︵水︶を﹁ノ�
残業デ�﹂にしませんか？

：

地域の防犯情報などを記
載した﹁ふ�けい安心
メ�ル﹂の配信登録

30 21

福岡県警察から県内で発生
した事件情報等を記載した
メ�ル ふ(�けい安心メ�ル )
を配信しています�
﹁ふ�けい安心メ�ル﹂に
登録すると不審者情報や振り
込め詐欺などの情報がメ�ル
で送られてきます�ぜひ登録
し�ご活用ください�
：

︵ＱＲコ�ド︶

20

厚生労働省では�毎年 月
を﹁仕事と生活の調和推進期
間﹂と位置づけており�福岡
労働局ではメリハリをつけた
働き方を浸透させるため﹁今
日は定時で帰ろう！﹂をス
ロ�ガンに� 月 日︵水︶
を一斉ノ�残業デ�とするよ
う呼びかけています�
毎日残業ではなく�働き方
にメリハリをつけることが大
切です�まだノ�残業デ�を
導入していない職場も�この
機会にいかがでし�うか�
問い合わせ
福岡労働局労働基準部監督
課
０９２︵４１１︶４８６２

11

16

：

問い合わせ
福岡県新社会推進部
生活安全課
０９２︵６４３︶３１２４

30
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00 27

：

：

：

認知症や高齢者在宅介護
者のつどい

11

11

10

認知症の方や高齢者を在宅
で介護している方で�日頃の
困�たことや大変なこと�聞

13 12

19

：

：

12

：

：

13

消費生活サポ�タ�養成
講座受講生募集

00

場所 築城体育館
参加資格 町内在住者又は通
勤�通学の中学生以上及び
町内スポ�ツクラブ加入者
︵町内者が半数以上︶で編成
されたチ�ム
種目 レデ��スの部４人制
で実施
参加費用
１チ�ム １ ０００円
月 日︵金︶
申込期限
申込・問い合わせ
築上町体育協会事務局
︵火�金︶︵５６︶００７５

13

11

リサイクルプラザ体験学
習講座

14

16

12 ，

15

00 27

30
30

00

00 21

00 21

30

00 21

10 11

10

地域や職場等で消費者教育
を担う人材︵消費生活サポ�
タ�︶を育成する講座を開催
します� 入
※場無料
消費生活サポ�タ�とは？
悪質商法や製品事故等によ
る消費者被害を防止するため�
消費者問題について基礎的な
知識を習得し�高齢者等への
情報提供などをしていただく
ボランテ�アの方のことです�
月 日︵金︶
申込締切
名程度
募集人数
申
※込用紙は商工課に置いて
います�
○１日目
月 日︵水︶
日時
�
場所 行橋市中央公民館
１階大会議室
講義
・契約の基礎知識�やさしい
法律の基礎知識�
・消費者トラブルの現状と対
処法
○２日目
日時
10 12

12

・紙ひものかご作り
月 日︵金︶
日時
�
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
月 日︵木︶
日時
�
持参するもの エプロン
・廃油石けん作り
月 日︵金︶
日時
９
�
持参するもの
軍手�エプロン
・エコク�キング
月 日︵金︶
日時
９
�
持参するもの エプロン︵今
月のメニ��は﹁揚げ大根
のそぼろあんかけ﹂︶
・手仕事のうた︵不定期︶

50 11

00 10

：：

00 30

10 11

第９回築上町内駅伝大会
参加者募集
月７日︵日︶
日時
雨天決行
受 付８
�
開会式９
�
場所 アグリパ�ク周回コ�
ス
参加資格 築上町に在住又は
通勤通学する方
種目
○ 子ども会・小学生・ 仮 装 の 部
㎞︵１区 ㎞�２区�４
区１㎞︶
○中・高・一般の部
㎞︵１区２㎞�２区�４
区 ㎞︶
○地域交流大会の部
㎞︵１区 ｋｍ�２区�
４区１㎞︶
た
※だし�地域交流大会の部
は京築地区総合地域スポ�
ツクラブ会員に限る
参加料
○子ども会・学生チ�ム
１チ�ム
５００円
○大人が入�たチ�ム
１チ�ム １ ０００円
月 日︵火︶
申込締切
申込・問い合わせ
築上町体育協会事務局
︵火�金︶︵５６︶００７５

日時

月 日︵日︶
受 付８
�
開会式９
�
21

00

00

00 00

00 25 ，

12

12

11

11

1.5

1.5

17 11

4.5

6.5
1.5

4.5

第２回町内ソフトバレ�
ボ�ル交流大会参加者募集

町内外からのお知らせ
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人の動き（９月末現在）

第 回中津市民病院健康
教室

月 日︵土︶
日時
�
場所 中津市民病院
２階講堂
講師 中津市民病院
副院長 日高 啓氏
問い合わせ
中津市民病院 相談支援セ
ンタ�
０９７９︵２２︶６５２１

前月比
ー２２
ー２０
ー２
ー８

１９,６３２人
９,４８４人
１０,１４８人
９,０１６世帯

男
女
世帯数

となりません�
問い合わせ
福岡県後期高齢者医療広域
連合
０９２︵６５１︶３１１１

70

口

人

その他 譲渡する子犬がいな
い場合は中止となります�
申込・問い合わせ
福岡県京築保健福祉環境事
務所 保健衛生課 保健衛
生係
︵２３︶２２４５

10
：
00

子犬の譲渡会

11

第 回福岡県ねんりんスポ
�ツ・文化祭︵メインイベ
ント︶の開催について
どなたでも自由に入場でき
︵無料︶�観覧いただけます�
ぜひご来場ください�
月８日︵土︶
日時
開場
�
場所 そぴあしんぐう︵糟屋
郡新宮町大字上府１１２１
�１︶
内容
�
合唱フ�ステ�バル
�
式典・記念講演
︵講師 女優 あき 竹城氏︶
その他
作品展示
︵おじいち�んおばあち�
んの絵コンク�ル︶
・各種体験コ�ナ�・ 歳
現役応援センタ�出張相談
会など
問い合わせ
実行委員会事務局
０９２︵５８４︶３３７７

平成26年11月

14 11
：
00 29

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、
国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、そ
の抑止を図ることを目的として、平成１８年６月に、「拉致問題その他北
朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」は施行されました。
その法律では、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年
１２月１０日から同月１６日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とす
ることとされました。
我が国喫緊の国民的課題である「拉致問題」の解決を始めとする北朝鮮
当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取組むべき課題と
される中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
●平成26年度人権講演会「拉致問題を考えるみんなの集い」
日時 １２月１１日（木）
開 場１３：３０〜 講演会１４：００〜１６：００
場所 アクロス福岡イベントホール
講演 「ブルーリボンに願いをこめて」
講師 飯塚 繁雄さん
（拉致被害者田口八重子さんの兄で北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表）
定員 ８００名（先着順）
※参加無料、申込不要、手話 通訳・要約筆記あり
問い合わせ 福岡県保護・援護課 ０９２（６４３）３３０１

10

14

１２月１０日〜１６日は
北朝鮮人権侵害問題啓発週間です

30 11 11

福岡県立築城特別支援
学校﹁学校祭﹂

26

14

13
10
：
：
15
30

月８日︵土︶
日時
９
�
場所 福岡県立築城特別支援
学校
内容 児童生徒作品展示�Ｐ
ＴＡ作品・食物販売�生徒
作品販売�福祉施設等の作
品展示・販売�福祉バザ�
問い合わせ
福岡県立築城特別支援学校
︵５２︶３１２１
月４日︵火︶
申込期間
� 月 日︵月︶
名
募集人員
︵定員になり次第締切︶
要
※予約
○これから犬を飼う人のため
の講習会︵事前講習会︶
月 日︵水︶
日時
�
︵受付
�
︶
場所 福岡県京築保健福祉環
境事務所 会議室
対象者 福岡県在住で 歳以
上の方︵代理受講は認めま
せん︶
その他 講習会後に個別面談
を行い�譲渡可能と判断さ
れた方のみ子犬の譲渡会に
参加できます�
○子犬の譲渡会
月 日︵水︶
日時
�
︵受付
�
︶
場所 福岡県京築保健福祉環
境事務所 会議室
対象者 ﹁これから犬を飼う
人のための講習会︵事前講
習会︶﹂を受講して�譲渡
可能と判断された方
内容 子犬選び�講習会�子
犬のしつけ方など

９

20

14
：
00

福岡県後期高齢者医療制度
の被保険者を対象に生活習慣
病の予防及び早期発見・治療
を目的に健康診査を実施して
います�
平成 年度の受診期限は平
成 年３月 日です�まだ受
診していない方は�実施医療
機関等でお早めに予約のうえ�
受診してください�実施医療
機関については�受診票と一
緒に一覧表をお送りしていま
す�
受診の際は�﹁被保険者証
︵保険証︶﹂と広域連合が郵
送した﹁受診票﹂�自己負担
金５００円が必要です�受診
票が見当たらない場合は�再
発行しますのでお問い合わせ
ください�なお�生活習慣病
で治療中の方は�受診の対象
27
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年に一度は健康診査を受
けまし�う！

町内外からのお知らせ

12

せん�女性の臨床心理士が丁
寧にお聴きします�
○福岡県警察本部犯罪被害者
相談電話︵ミズリリ�フラ
イン︶
︻電話番号︼
０９２︵６３２︶７８３０
︻受付時間︼月曜�金曜日
９
�
︵祝日・年末年始を除く�︶
●犯罪被害給付制度
殺人などの故意の犯罪行為
によ�て�御家族をなくされ
た御遺族のほか�障害が残�
たり�入院を伴う長期治療を
受けた被害者の方が�何ら公
的救済や加害者から十分な損
害賠償を受けることができな
か�た場合に�国から給付金
が支給されます�
支給される要件や申請手続な
ど詳しくは次までお問い合わ
せください�
問い合わせ
福岡県警察本部被害者支援
・相談課
０９２︵６４１︶４１４１
豊前警察署総務課総務係
０９７９︵８２︶０１１０

○自衛隊説明会
︵自衛官の募集について︶
月３日︵月︶・
日時
月４日︵火︶
�
場所 豊前市役所
３階会議室
問い合わせ
福岡地方協力本部築城地域
事務所︵築城基地内︶
︵５６︶１１５０

築城基地航空祭
築城基地を一般公開し�ブ
ル�インパルスなどの自衛隊
機の飛行展示が行われます�
月 日︵日︶
日時
８
�
場所 航空自衛隊 築城基地
その他
基地内に一般駐車場を設け
ておりません�︵二輪車を含
む︶
ただし�自転車は駐輪可能
です�ご来場の際は�公共交
通機関をご利用ください�脚
立及び三脚を利用しての撮影
は禁止します�シ�トを広げ
ての場所取り�ペ�トを連れ
ての入場はお断りします�
問い合わせ
築城基地渉外室 広報班
︵５６︶１１５０
︵内線２０７︶

暴力団被害集中相談

暴力団等による暴力被害者
の早期救済を目的に�警察・
弁護士会・暴追センタ�及び
各自治体等が連携して次のと
おり面接�電話による集中相
談を実施します�
月８日︵土︶
日時
�
相談電話番号
０９３︵５８２︶２１４０

場所 北九州市安全・安心相
談センタ�︵北九州市役所
２階︶
問い合わせ
︵公財︶福岡県暴力追放運
動推進センタ�
０９２︵６５１︶８９３８

海技免許の更新講習

月 日︵土︶
日時
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
詳
※細については�事前にお
問い合わせください�
申込・問い合わせ
関門海技免許センタ�
０８３︵２６６︶４０２９

11

ポリテクフ�ステ�バル
﹁学園祭﹂開催

多様な模擬店�イベントを
準備しています�キ�ンパス
見学会やものづくり教室も同
時開催します�
日時
○ポリテクフ�ステ�バル
月 日 土(︶・ 日 日(︶
�
○ものづくり教室
︵対象者 小中学生︶
月 日 土(︶・ 日 日(︶
�
︵受付９
�︶
○キ�ンパス見学会
月 日︵日︶
�
︵受付９
�︶
場所 九州職業能力開発大学
校
問い合わせ
九州職業能力開発大学校
学務課
０９３︵９６３︶８３５３
16

11 11

http//www.mode.go.jp/
asdf/tsuiki/
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自衛官候補生募集

17
：
00

月 日︵土︶・
試験日時
月 日︵日︶
受験資格 平成 年４月１日
現在� 歳から 歳未満の
男子
月８日︵水︶
受付期間
� 月 日︵水︶

10
15
：：
00 30

3.5

15
：
00

15
：
00

月は﹁労働保険適用促
進強化期間﹂です
労働者︵パ�ト・アルバイ
トを含む︶を一人でも雇�て
いる事業主は�労働保険︵労
災保険・雇用保険︶に加入す
ることが法律で義務付けられ
ています�
まだ�加入手続がお済でな
い事業主の方は�労働者の方
が安心して働ける職場作りと
安定した事業経営を図るため�
所轄の労働基準監督署・公共
職業安定所︵ハロ�ワ�ク︶
で加入の手続きを行�てくだ
さい�
問い合わせ
福岡労働局総務部労働保険
徴収課
０９２︵４３４︶９８３５
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月 日から 月１日は
﹁犯罪被害者週間﹂です
25
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11

毎年 月 日から 月１日
までは�﹁犯罪被害者週間﹂
に定められています�
犯罪の被害にあわれた方々
への理解や被害者支援の必要
性について県民の皆様に呼び
かけております�
●犯罪被害者相談電話
﹁ミズ・リリ�フ・ライン﹂
福岡県警察では�犯罪の被
害にあわれた方々の心のケア
を行う専用の相談電話﹁ミズ
・リリ�フ・ライン﹂を開設
しています�匿名でも構いま

27
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町内外からのお知らせ
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平成26年11月
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直売所・道の駅連携イベ
ント 京｢築はひとつ！﹂
月１日︵土︶
期間
� 月 日︵日︶
内容
○スタンプラリ�開催
期間中にのぼりのあるお店
�所以上スタンプを押し
て応募すると�抽選で 名
様に二千円相当の景品が当
たります�
○期間限定連携商品
各店舗一押しの京築の逸品
が�期間中に限り�他直売
所でも買えます�
○イベントの開催
各直売所・道の駅ごとにそ
れぞれイベントが実施され
ています�
問い合わせ
京築普及指導センタ�
地域係︵２３︶４２１５

・二次募集
﹁労働条件相談ほ�とラ
試験日
イン﹂開設
平成 年２月 日︵土︶
厚生労働省では�若者の
願書受付
﹁使い捨て﹂が疑われる企業
平成 年１月 日︵月︶
等への取組強化の一環として�
�平成 年２月 日︵金︶
平日夜間・土日に�誰でも労
必着
働条件に関して�無料で相談
試験科目 国語・作文・面接
できる電話相談窓口﹁労働条
名
募集定員
件相談ほ�とライン﹂を開設
修業年限 ２年
しました�労働者・使用者に
受験資格
関わらず誰でも無料で�全国
中学校卒業︵見込︶者およ
どこからでも利用でき�匿名
びそれ以上の学力を有する
での相談も可能です�
者
フリ�ダイヤル
奨学金制度
０１２０︵８１１︶６１０
・福岡県看護師等修学資金
︵はい！ろうどう︶
・江口姉妹基金︵福岡県医師
携
会奨学金︶
※帯電話・ＰＨＳからも
利用可能
問い合わせ
受付時間
豊前築上医師会看護高等
平日︵月・火・木・金︶
専修学校
�
０９７９︵８２︶０６０７
土日
�
介護事務講習会
※月６日︵土︶は
�
年
※末・年始︵ 月 日�１
月３日まで︶は除く�
開
※設は平成 年３月 日
︵火︶まで

豊前築上医師会看護高等専
修学校准看護師生徒募集

試
※験予定日
平成 年１月 日︵土︶
試験当日の託児はなし
場所 飯塚市立岩公民館︵飯
塚市新飯塚２０�３０︶
人
定員
︵書類選考�開講人数に満た
ない場合は中止︶
受講料 無料
︵但し�テキスト・検定料の
一部５ ０００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︶
申込期限
月 日︵金︶必着
申
※込希望の方は市町村福祉
課及び県保健福祉環境事務所
社会福祉課に備え付けの申込
書に記入のうえ�送付してく
ださい�福岡県母子寡婦福祉
連合会のホ�ムペ�ジからも
ダウンロ�ドできます�
申込・問い合わせ
福岡県ひとり親家庭等就業
・自立支援センタ�︵飯塚
ブランチ︶
０９４８︵２１︶０３９０
24

養育費の電話相談業務

ください�
受付時間
平日の９
�
問い合わせ
福岡県ひとり親家庭等就業
・自立支援センタ�︵飯塚
ブランチ︶
０９４８︵２１︶０３９０

福岡県ひとり親家庭等就業
・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�
相談は�平日は対象者が居
住している役場等で�日曜日
はクロ�バ�プラザ︵春日
市︶で行います�ご希望の方
はご連絡ください�
相談日
平 日９
�
日曜日９
�
問い合わせ
福岡県ひとり親家庭等就業
・自立支援センタ�︵飯塚
ブランチ︶
０９４８︵２１︶０３９０

ひとり親家庭等の就労
支援

16
：
00

16 17
：：
00 00

45

月１日︵土︶
日時
� 月 日︵日︶
応募方法 豊築地区の直売所
・道の駅に備え付けの応募
用紙に�必要事項を記入し
て提出してください�
問い合わせ
京築普及指導センタ�
地域係︵２３︶４２１５

11

福岡県ひとり親家庭等就業
・自立支援センタ�では�母
子・父子家庭または離婚協議
中の方を対象に養育費の電話
相談業務を実施しています�
相談を希望する方は�ご連絡

平成26年11月
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講習内容 介護報酬請求業務
に関する知識を学び介護事
務管理士試験の合格を目指
し就労に結びつける
受講資格 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�この
資格を活かし就職あるいは
転職を希望している方
月２日︵火︶
期間
� 月 日︵金︶
平日昼間５日間︵９
�
︶この間の毎火・木
で実施

11

12

試験日程
・一次募集
月 日︵土︶
試験日
月 日︵月︶
願書受付
� 月 日︵金︶
必着
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：
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第５回旬の豊築産農産物
を使�たレシピコンテス
ト参加募集

町内外からのお知らせ

講習内容
パソコン基礎�応用
平日６日間︵延べ 時間︶に
おいてパソコンのマウス操作
に始まりワ�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︶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
平成 年１月 日︵月︶
�１月 日︵金︶
この間の毎 月・水・金曜
日で実施
平日６日間
９
�
︵延べ 時間︶
場所 宗像市役所 会議室
︵宗像市東郷１丁目１番１
号︶
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︶
月 日︵金︶
申込締切日
必着
問い合わせ
福岡県ひとり親家庭等就業
・自立支援センタ�︵飯塚
ブランチ︶
19

０９４８︵２１︶０３９０
第 回昂華祭︵大分県立
ＦＡＸ
工科短期大学校学園祭︶
０９４８︵２１︶０３９１
月 日︵土︶
日時
� 日︵日︶
弁護士による無料法律相談
�
場所 大分県立工科短期大学校
福岡県ひとり親家庭等就業
内容 モノづくり体験教室�
・自立支援センタ�では�ひ
ゲ�ム�模擬店等
とり親家庭の養育費などの生
問い合わせ
活上の問題に関する弁護士に
大分県立工科短期大学校
よる無料法律相談を実施して
０９７９︵２３︶５５００
います�
月 日︵水︶
相談日時
ＮＰＯ法人まちネ�ト人
�
ネ�ト九州主催﹃平成
場所 宗像市役所 本館１階
年度まちづくり勉強会﹄
第２相談室︵宗像市東郷１
開催
丁目１� ︶
希
※望者は�相談日前日まで
に福岡県ひとり親家庭等就業
・自立支援センタ�飯塚ブラ
ンチに予約してくだい�︵先
着順受付１日４人�一人当た
りの相談時間は 約 分です� )
予約番号
０９４８︵２１︶０３９０
︵平日９
�
︶
11

15
：
00

福岡の弁護士による交通
事故無料法律相談会
月８日︵土︶
日時
月 日︵日︶
�
︵お一人様 分程度︶
場所 小倉商工会館
３階会議室Ｃ
予約番号
０１２０︵５０２︶２５１
前
※日までに事前予約をお願
いします�

10 11
：
00 16 15

14 12
：
00

15
：
00
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まもなく高速道路が開通し
ます�この高速道路を�まち
の将来のためにどのように活
用すればよいか�講師を囲ん
で勉強しませんか�︵どなた
でも参加可能︶
月６日︵土︶
日時
�
場所 コマ�レ 女性ホ�ル
講師 山口大学経済学部
澤喜司郎教授
︵交通経済︶
演題 高速道路と地域振興
参加費 ５００円
︵資料代として︶
問い合わせ
ＮＰＯ法人まちネ�ト人
ネ�ト九州 事務局 北村
０７０ ５(４１７ ５)９０９

﹁男女で築く新成長戦略！
�働く�育てる�支え合う�
﹂をテ�マに�あすばる男女
共同参画フ��ラム２０１４
が開催されます�皆様�ぜひ
ご参加ください�
月 日︵土︶
日時
�
場所 クロ�バ�プラザ
︵春日市︶
内容 福岡県男女共同参画表
彰�基調講演︵講師・料理
研究家コウケンテツ氏︶�
公募企画︵講演・シンポジ
ウム・ワ�クシ��プ等︶
問い合わせ
人権課 人権係
︵支所・内線２７３︶
福岡県男女共同参画センタ
�あすばる
０９２︵５８４︶１２６１

里親制度説明会

10 11
：
00 22

家庭の様々な事情︵親の病
気�死亡�離婚�虐待など︶
で�家庭で生活することがで
きない子どもたちが増えてい
ます�そんな子どもたちを家
族の一員として育てていくの
が里親です�養育をお願いす
る子どもの年齢は０� 歳未
満で�養育をお願いする期間
は数�月�数年と様々です�
あたたかい家庭を求めてい
る子どもたちのために�里親
にな�ていただける方を求め
ています�﹁まだ里親にな
る�て決めた訳じ�ないんだ
けど・・・﹂﹁里親�てどん
なものなの？﹂など�少しで
も興味のある方�里親説明会

18

17

﹁あすばる男女共同参画
フ��ラム２０１４﹂参
加者募集

年４月

に来てみませんか？
日時
随時︵説明を聞いてみたい
という方が集まり次第︶
場所
各市町村役場︵詳細は参加
者に連絡します︶
対象者 里親制度に興味のあ
る方はどなたでも
申込・問い合わせ
福岡県京築児童相談所
０９７９︵８４︶０４０７

放送大学 平成
入学生募集

20

27

放送大学は�ＢＳデジタル
放送やインタ�ネ�ト利用し
て授業を行う�国がつく�た
通信制の大学です�心理学・
福祉・経済など幅広い分野の
科目を１科目から自宅のテレ
ビなどで学べます�学力試験
はなく� 歳以上︵全科履修
生は 歳以上︶であれば入学
でき�学士︵教養︶の学位が
とれます�短大�専門学校な
どからも編入学できます�
また� 歳以上であれば大学
院の修士科目生�修士選科生
として入学できます�
月１日︵月︶�
募集期間
平成 年３月 日︵金︶
入
※学相談を随時受け付けて
います�
北
※九州サテライトスペ�ス
は 月１日に八幡西区黒崎
のコムシテ�へ移転しまし
た�
資料請求・問い合わせ
放送大学福岡学習センタ�
０９２︵５８５︶３０３３
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：
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：
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就業支援講習会

町内外からのお知らせ
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町内外からのお知らせ

職業訓練講座の開講

豊前地区職業訓練協会

①【パソコン基礎】
■訓練期間：12月17日〜1月7日（月・水・金）
■場 所 ：豊前地区職業訓練協会（豊前市八屋1926番地）
■対象者 ：初心者
■費 用 ：受講料8,220円（別途テキスト代1,080円必要）
■定 員 ：20名
②【アーク溶接特別教育】
■訓練期間：11月28日〜30日（金〜日）
■場 所 ：豊前地区職業訓練協会（豊前市八屋1926番地）
■対象者 ：未資格者
■費 用 ：受講料15,420円（別途テキスト代1,000円必要）
■定 員 ：20名
③【小型移動式クレーン運転技能講習】
■訓練期間：12月9日〜11日（火〜木）
■場 所 ：サンワークゆくはし（行橋市今井3613-4）
■対象者 ：未資格者
■費 用 ：受講料36,000円〜40,000円
別途テキスト代1,640円必要
■定 員 ：20名

☎0979-82-1511

④【年賀状作成】
■訓練期間：11月20日〜12月9日（火・木）
■場 所 ：豊前地区職業訓練協会（豊前市大字八屋1926番地）
■対象者 ：パソコンの基本操作の出来る方
■費 用 ：受講料8,220円（別途テキスト代必要）
■定 員 ：20名
⑤【パワーポイント】
■訓練期間：11月22日〜12月6日（土）
■場 所 ：豊前地区職業訓練協会
（豊前市大字八屋１９２６番地）
■対象者 ：パソコンの基本操作の出来る方
■費 用 ：受講料8,220円（別途テキスト代1,080円必要）
■定 員 ：20名
⑥【ＣＳエクセル3級検定対策・試験】
■訓練期間：12月13日〜1月24日（土）
■場 所 ：豊前地区職業訓練協会（豊前市大字八屋1926番地）
■対象者 ：エクセル応用修了者又は同等の方
■費 用 ：受講料15,420円（別途テキスト代必要）
■定 員 ：20名
※各講座とも定員になり次第締め切ります

投 稿 の ひ ろば
●キラキラフェスティバル

●第５回フロイデ音楽祭

キラキラフェスティバルは、ストップ虐待のチャリ
ティイベントです！クリエーターの造る世界を楽しん
でいただき、子どもも大人もきらきらの笑顔で楽しん
で欲しいという思いで開催しています！
日 時 １１月９日（日）１０：００〜１５：００
※雨天決行
場 所 しいだアグリパーク
内 容 段ボール遊具、飲食店、雑貨店、ネイルアー
ト、ベビーダンス、アフリカンダンス等
問い合わせ ０９０（５２９４）０９２３
http://ameblo.jp/doudoubus/

京築で初めてのオーケストラ演奏によるベートーベンの交
響曲第九番〈合唱付〉の演奏会です。
日 時 １２月７日（日）１４：００〜１６：００
場 所 吉富町フォーユー会館
指 揮 志水醍輝
管弦楽 九州室内合奏団
コンサートマスター 扇谷 泰明
ソリスト 井上 美奈子、泉 裕子、高田 幸雄、
新見 準平
合 唱 めざそう！第九の会
チケット販売場所 コマーレ
問い合わせ よだ（０９７９（８２）１５３９）

●やまぼうしで敬老祝賀会
９月１７日、介護付有料老人ホームやまぼ
うしで、敬老祝賀会を開催しました。１０２
歳に成られた仙寿の竹内重利さんや８８歳に
成られた米寿の城戸数枝さんを表彰し、他の
方々にも記念品を贈りました。余興では、詩
吟や琴、東築城保育園の子ども達の元気なお
遊戯も開催し、楽しい一時を過ごしました。
やまぼうしは平成２６年４月に開園した新
しい介護施設です！是非一度遊びにお越しく
ださい。
さんじょうまや

●三条摩耶（キングレコード）さん

城井谷訪問

１０月１１日、東京在住の歌手三条摩耶さんは、宇都宮鎮房の姫「鶴姫」を題材
にした演歌「城井慕情」末次恵子（キングレコード）さんの曲を、是非東京の方で
歌いたいと城井谷を訪れました。
末次恵子さんは、「大河ドラマ軍師官兵衛ブームに乗って歌を通して築上町が全
国的に知っていただければ」と快諾されました。また、作詞された末広きよし（本
名：末次清・築上町広末出身）さんは、「築上町の観光ＰＲになれば」と話しをし
てくれました。
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緑
のふるさと協力隊
細かな接客態度などが例とし
て語られることが多いように
思われます�しかし�それは
あくまで表面上のことではな
いでし�うか�実は�いたる
ところにあまりに自然な心遣
いのため�見逃してしまいが
ちなおもてなしの心が潜んで
いるのです�築上町はいいと
ころだなと私が感じるのは�
裏方で配慮を欠かさない町の
方々のお陰なのだと痛感して
います�皆さんも町の中にあ
るおもてなしを探してみては
いかがでし�うか�
秋はイベント事が盛りだく
さん！会場でみなさんにお会
いできるのを楽しみにしてい
ます�

孝文

竹本

健治、３位

南

敏、準優勝

田中

優勝

伸平

今回は�龍城院集落にお世
話になりながら稲刈りを中心
とした活動を行いました�軽
トラに乗るのも初めてという
松本さんでしたが�サ�カ�
で鍛えた体力を生かして大活
躍�何事にも積極的に参加し
ていく姿勢は�私も見習わな
ければならないと思いました�
今後�ふるさと協力隊事業を
行�ているＮＰＯ法人地球緑
化センタ�でインタ�ンをす
るという松本さん�その活躍
が�また近いうちに築上町に
届くかも知れません�そして�
大変忙しい時期に５日もの間
温かく私たちを迎えてくだ
さ�た龍城院集落の皆様�本
当にありがとうございました�
さて�若葉のふるさと協力
隊の受け入れが終わり私は
﹁おもてなし﹂という言葉に
ついて考えています�今まで
参加してきたイベント事の裏
では�当日参加者がトラブル
に見舞われないように慎重に
準備をする方々がいました�
最近では�宇都宮氏関連の史
跡整備のお手伝いに行きまし
たが�そこでは大河ドラマ効
果で増加する観光客のことを
考え�道脇の大木を倒し�歩
きにくい箇所にチ��ンをつ
ける地域の方々がいました�
日本のよき伝統としてあげ
られる﹁おもてなし﹂�きめ

●メタセの杜パークゴルフ協会大会結果

湊南Ａ自治会
東高塚自治会
下築城２自治会

優 勝
準優勝
３ 位

ひろ子、

須美男・中村

島津

・第１４回ペアプレー大会
優勝 遠藤 忠義・勝山 通、準優勝
３位 山崎 一二三・山本 順

●第３回築上町自治会対抗
グランドゴルフ大会結果

S port( スポーツ )

藤田

23

No.６

こんにちは�城井谷の木々
もにわかに色づき始め�本格
的に秋の到来を実感していま
す�
先月の活動は�稲刈りが活
動の中心となりました�田植
えのお手伝いをしたのがつい
先日のような感覚で�月日が
経つ早さに驚かされます�ま
た�大楠コンサ�ト�西角田
花火大会�１００キロウ��
クの給水などの行事ごとへの
協力�茶摘み�城井ノ上城
跡・大平城跡の整備�葛城小
通学合宿�寒田ふれあいフ�
スタの準備�老人ホ�ムでの
神楽披露などにも参加しまし
た�
また�９月 日� 日にか
けては﹁若葉のふるさと協力
隊﹂の受け入れを行いました�
若葉のふるさと協力隊とは�
来年度の緑のふるさと協力隊
への参加希望者を対象にして�
実際の受け入れ地域で�現役
の緑のふるさと協力隊の活動
を短期間体験してもらうとい
うプログラムです�築上町で
は昨年に引き続いての実施で
あり�東京都出身の大学４年
生�松本右起︵まつもとゆう
き︶さんが参加してくれまし
た�
19

▲コンバインに乗る若葉の松本さん

●第１４回福岡県ねんりんスポーツ文化祭
卓球北部予選会結果

訂正とお詫び

広報ちくじょう１０月号にて掲載しておりますSport（スポーツ）にて、
掲載に誤りがありました。次のとおり訂正してお詫びします。
（誤）第８回自治会対抗町民ソフトバレーボール大会
（正）第８回自治会対抗町民ソフトボール大会
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◎図書館の１１月の休館日は、４日・１１日及び蔵書点検期間の１８日〜１２月２日までです。
◎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います。

（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】
しない生活 煩悩を静める 108 のお稽古 ／小池

龍之介

著

煩悩に苛まれるとき役に立つのは、立ち止まって自分の内面を丁寧に見つめること。辛さから逃れよう
として何か「する」のでなく、ただ内省により心を静める「しない」生活を、ブッダの言葉をひもとき
ながら稽古。

新しいパパの働き方 ／ファザーリングジャパン 著
『育キャリ』=「仕事にも育児にも精一杯全力で取り組むこと」。
「仕事」も「パートナー」も「子ども」も、
ぜんぶ大切にしたいパパたちへ。理想のワークスタイル & ライフスタイル実現のためのヒントが満載 !

アトピーに朗報 ! ／入野

和生

著

「ライスパワーエキス No.11」は、大学の研究室などでアトピー性皮膚炎の予防効果が確認され、厚生
労働省から医薬部外品の効能として「皮膚水分保持能の改善」を承認された。その開発の軌跡をたどり、
潰瘍予防や二日酔い防止など、さらなる米の可能性に迫る。

残花繚乱 ／岡部 えつ 著
濃密に絡んでいく。枯れない、落ちない、もっと咲く?愛、嫉妬、苦悩がつややか
に精緻に描かれた、禁断の女性群像。大人の女の物語。

おはなしばあさんと風来坊／川端 誠 著
村はずれの農家にとめてもらうことになった風来坊。ところがそこは、「かみなりばば」とよばれるへ
んくつばあさんの家だった。村娘のさちから、まえは昔話のとくいな、やさしいばあさんだったとき
いて…。風のふくまま、気のむくまま、ごぞんじ木彫りの風来坊の、心あたたまるお話。

【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！

【築上町図書館特別休館のお知らせ！】

蔵書検索・貸出中の図書の予約
電話又はメールで連絡

築上町図書館

・築上町図書館では１１月１８日（火）〜１２月２日（火）の間、蔵書点検のため特別休館します。
・休館中は図書・CDの貸出、新聞・雑誌の閲覧などの図書館の利用ができません。
・休館中の図書の返却は、図書館横の屋外ブックポストをご利用頂きますようお願いします。なお、CDの返却は破損の恐れが
有りますので、１２月３日以降に図書館カウンターまで返却を願いします。
・築上町の町民は豊前市、行橋市、苅田町、みやこ町等の近隣図書館の利用が可能です。
・貸出利用の場合は利用者登録が必要となります。身分証明書をご持参ください。
・休館中は、大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
15
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「地域おこし協力隊が行く！」皆様こんにちは。地域おこし協力隊の
船木陽子です。

イベント目白押しの秋に 饅頭作り
�プを使�てきち�と並べ
突入しました！イベントの
正光寺の﹁白い彼岸花祭 ているのに驚き�﹁ 年目
準備から片付けまでほぼ土 り﹂に上城井ふれあい協議 でや�とここまで手際よく
日が潰れる勢いです�それ 会で何か作�て出店しよう 綺 麗 に 並 べ ら れ る よ う に
に実りの秋なので�声がか という事になり﹁蒸かし饅 な�た�﹂と話されていて�
かれば収穫にあちこち駆け 頭は？﹂という提案があり こんなところにも歴史を感
回ります�柚子�栗�きの ました�地元で採れた食材 じます�︵﹁腰が痛い�﹂
こ � 松 茸 ！ そ し て 合 間 を を使�た饅頭を考え�大き と言いながら設営・片付け
縫�て農作業�友達に﹁ス いだの小さいだの甘いだの をしているところです�︶
ロ�フ�ド�スロ�ライフ 色々言われながら何度も試
強風で心配しましたが�
だ ね ﹂ と 言 わ れ ま す が � 作を重ね�かぼち��栗� ライトア�プされた大楠の
﹁田舎ほど忙しい﹂と言� よもぎ�柚子�大豆などが 下でのコンサ�トはとても
ています�
完 成 � 特 産 品 開 発 部 長 に 幻想的で素晴らしか�たで
作物は待�てくれません�﹁５個入り１５０パ�ク売 す�
一気に収穫がや�てくるの る﹂と言われ�﹁ と
…いう
で�収穫 加工 保存まで 事は饅頭を７５０個作らな 初 め て ﹁ 地 域 お こ し 協
やらなくてはいけません� いと！﹂と泣きそうになり 力隊﹂に出会う
なんだか自分で自分を忙し ましたが�有志に声をかけ� 三重県伊勢市で開催され
くしているような気もして みんなでせ�せ�せ�せと た﹁全国過疎問題シンポジ
きました�
﹁饅頭が夢に出てきそう﹂ ウム﹂に参加しました�過
と言いながら作りました� 疎地域でのいろいろな取り
売り子が良か�たのか�完 組みや�優良事例の発表�
売できてとりあえずホ�と 意見交換会などが行われ�
しました�
現地視察では﹁地域おこし
協力隊﹂が２名活躍してい
ました�名刺交換をし�今
大楠コンサ�ト
後の情報交換などを約束�
同志がいる事で勇気づけら
れます�
全国の事例を聞き�地道
な努力の積み重ねにより�
絆が生まれると再確認�時
間はかかるかもしれません�
また�自分だけでできるも
のではありません�地域の
皆様ご協力をお願いします�
国指定天然記念物にな�
ている本庄の大楠�ここで
クラシ�クコンサ�トが毎
年行われ�それも 年くら
い続いているとの事で楽し
みにしていました�朝�ス
テ�ジを組む所からお手伝
い�百葉会︵大楠コンサ�
トの会員︶の皆さんが約８
００脚のスチ�ル椅子をロ

▲京築めぐり団結式
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＜わくわくチャレンジ教室＞

○スマイルクッキング
日 時
１１月１４日（金）１０：００〜１２：００
場 所
チアフルついき
対象者
未就学児をお持ちの親

＜子育て支援センター＞
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持参するもの 米１合、エプロン、バンダナ
申込締切
１１月７日（金）
※要予約（定員１０名）
※託児が必要な方、アレルギー等のある方は予約の際にお知
らせください。
○ベビーマッサージ
日 時
１１月２１日（金）１０：３０〜１１：３０
場 所
児童館
講 師
松島 由貴先生
対象者
生後１ヶ月健診後〜１才までの親子
参加費
４００円程度（オイル代として）
持参するもの バスタオル
申込締切
１１月１４日（金）
※要予約（定員１０組）
○親子段ボール教室
日 時
１１月２２日（土）１０：００〜１２：００
場 所
児童館
講 師
寺澤 洸将先生
対象者
未就学児親子
材料費
５００円程度
申込締切
１１月１４日（金）
※要予約（定員１０組）

○作って遊ぼう
日 時
１１月３日（月）、１１月２４日（月）
１３：００〜１５：３０
材料費
プラバン工作 １回３０円（３日）
粘土細工 １回５０円〜（２４日）
アイロンビーズ １回５０円（２４日）
○フラワーアレンジメント教室（クリスマスリース）
日 時
１１月２９日（土）１０：００〜
材料費
５００円
対象者
小中学生
講 師
山本 築仙先生
申込締切 １１月２２日（土）
※要予約（定員１０人）
○ブレスレット作り
日 時
１１月８日（土）１３：００〜１５：００
材料費
２００〜３００円
対象者
小中学生 ※５０セット（なくなり次第終了）

児童館（５７）４３００
申込・問い合わせ

児童館からのお知らせ
児童館からのお知らせ

→

→

保健だより

運動普及推進員主催研修会のお知らせ
年１回の運動普及推進員研修会にて、今年度は外部講師を招き一般
住民も参加できる体操教室を開催します。
誰でも参加できますので、お誘い合わせてご参加ください。

※事前申し込みをお願いします。
（当日参加もOKです。）
築上町役場 健康増進係
（支所・内線711）まで
締め切り日：１１月１２日（水）

チアフル健康相談のお知らせ
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。

豊築休日急患センターからのお知らせ
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。
１１月の来所日 ２日（日）、１６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、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？
※希望される方は、前日の１５時までにご予約ください。
日
時：１１月５日（水）、１２月３日（水）
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）

☎︵５２︶０００１︵支所・内線７１０︶

１１月１７日（月）１０：００〜１１：００、保

会員以外でも、
誰でも参加でき
ます！
当日参加も
大歓迎です！

●住民課 健康増進係
保健センターチアフルついき

日時：11月13日（木）
１０：００〜１１：３０
講師：健康運動指導士 谷 昌子氏
場所：チアフルついき
内容：筋力トレーニング・脳活性化トレーニング
持参する物：タオル・飲み物・運動シューズ

18

平成26年11月

平成２６年度 福岡県覚醒剤・危険ドラッグ乱用防止月間
〜薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ」〜
覚醒剤、麻薬、大麻、シンナー及び危険ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）等の乱用は、乱用者個人の健康だけで
なく、事故や犯罪の誘因となるなど周りの人の生活にも害を及ぼします。
特に「合法ハーブ」等と称して販売されている危険ドラッグは、麻薬や覚醒剤と同様の健康被害のおそれがあり、
使用は大変危険です。
「薬物乱用」は『ダメ。ゼッタイ。』を合い言葉に、薬物乱用を絶対に許さない社会環境をつくりましょう。

第１３回 健康２１世紀福岡県大会開催
日
場
内

時
所
容

１１月１６日（日）１０：００〜１６：３０
九州芸文館 筑後市大字津島１１３１
○ステージイベント
ワンワンとあそぼうショー（１１：３０〜、１４：００〜）
○健康づくり講座
糖尿病専門医のミニ講座やメタボ対策料理の講座などを行います。

○健康についての相談や体験コーナー
約13団体が出展します。肺年齢測定、骨密度測定、血管年齢測定、カロリーチェックなどの体験ができま
す。
問い合わせ 健康２１世紀福岡県大会実行委員会事務局（福岡県健康増進課）
０９２（６４３）３２６９

食生活改善推進会
おすすめの簡単料理紹介
材料（４人分）
大根・・・・・１／２本（４〜５００ｇ）
鶏ひき肉・・・１５０ｇ
サラダ油・・・少量
だし汁・・・・１カップ
みりん・・・・小さじ１
しょうゆ・・・小さじ２
塩・・・・・・少々
砂糖・・・・・大さじ１
ケチャップ・・大さじ１
片栗粉・・・・大さじ１／４

揚げ大根の
そぼ ろあんかけ
《椎田校区推進員お勧め簡単レシピ》

作り方
①大根は２㎝厚さの輪切りにして皮を厚くむき、
半月に切って１６０度（低温）の油でゆっくり揚げる。
②鍋に鶏ひき肉、だし汁、みりん、しょうゆを入れて混ぜ煮立たせる。アクを取って弱火にして１〜２分煮て
塩、砂糖、ケチャップを加える。
③片栗粉を水大さじ１／２で溶いて加え、とろみをつける。
④器に①の大根を盛って、③のそぼろあんをかける。

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

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

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

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

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）

ーチサッカーで日本代表に！！

１０月１５日、ビーチサッカーでドルソーレ北九州所属の大場崇晃さん
（弓の師）が、日本代表に選出され、チームの岡本監督とともに新川町長
を表敬訪問しました。大場さんは、「前回の初招集では１００パーセント
の力を出せなかった。２回目となるドバイでの試合は結果を出してチーム
を大会優勝へ導きたい」と抱負を語ってくれました。町長は「世界大会優
勝を目指して頑張ってください」と激励の言葉を述べられました。

寒

田美育教室作品常設展示

毎週土曜日（第５土曜日を除く）１０時〜１３時まで、築上町寒田の寒
田山村自然学校で、寒田美育教室が常設展示を行っています。
自然に囲まれた教室で四季を感じながら楽しい作品作りをしており、展
示作品は油絵、水彩画、版画、彫刻などです。雨宮先生と受講生の方々の
力作が多数並んでいます。皆さま是非お越しください。

運

動会

９月下旬〜１０月上旬、町内の小学
校で運動会が行われました。当日は、
保護者から大きな声援が送られる中、
子どもたちは競技やダンスなどの演技
を披露。日頃の練習の成果を存分に発
揮していました。

▲築城小学校

白

▲小原小学校

い彼岸花祭り

９月２０日〜２１日、正光寺で白い彼岸花祭りが開催されました。
境内には約５千本の白い彼岸花が咲き誇り、参拝客や観光客の目を楽
しませていました。
当日は、福引、野点、農産品の販売、夜にはライトアップも開催さ
れ、訪れた人は写真を撮るなどしていました。

親

子ミニ防災教室開催

９月２６日、児童館で親子ミニ防災教室を開催しました。これ
は、築上町社会福祉協議会が乳幼児を持つ家庭が親子で防災を学ん
でもらうために企画したものです。当日は、町のハザードマップを
親子で見て、近所の避難所や危険箇所を確認し非常時持ち出し品等
について講義を受けました。参加者は、災害に対する備えの大切さ
について考えを深めたことでしょう。
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光

と音のハーモニー大楠コンサート開催

１０月４日、国指定天然記念物本庄の大楠前特設会場で大楠コ
ンサートが開催されました。九州交響楽団メンバーで編成された
福岡室内合奏団による演奏に、訪れた家族連れら約千人が名曲に
聴き入っていました。ライトアップされた大楠や秋の虫声が聞こ
えるなか野外演奏ならではの解放的な雰囲気を楽しんでいまし
た。

椎

田インター・築城インター記念植樹実施

平成２６年８月８日に閉鎖が解除された椎田道路の椎田インター・築城インターの改築記念として、記念植樹を行い
ました。椎田インターは小原小全校児童が、築城インターは下城井小６年生が植樹をしました。植えた苗は５年前校内
で拾ったドングリの実で、西日本高速道路が５年後の植樹に向けて、関連施設で苗に育てました。きっと大きく育って
くれることでしょう。

金

子義郎絵画展

１０月９日〜２０日、旧藏内邸で墨彩画家
「金子義郎」氏の絵画展を開催しました。金
子氏は九州歯科大学を卒業後、歯科医の傍ら
創作活動を行ってきました。現在は創作に専
念。技術が高く評価され、数々の賞も受賞し
てきました。
今回の展示は掛け軸など約３０点を展示さ
れ、力強い迫力のある墨彩画で、訪れた人の
目を楽しませていました。

環

境美化ボランティア活動の紹介

椎田小学校に沿って流れる真如寺川内を一人で環境保全作業をされ
ている方を紹介します。湊南自治会Ｋ．Ｓさんが作業を始めたのは、
２年程前の北部豪雨の際、真如寺川が氾濫し、土手に生えている大き
な木が倒れて、川を塞いでしまったことが発端でした。木が倒れて
は、河川の氾濫の原因にもなり、危険だということで、Ｋ．Ｓさんが
木を伐採し、片付けをしてくださいました。それから現在まで、木の
伐採や繁茂する川の草刈り、ポイ捨てごみや不法投棄された自転車・
タイヤ等の収集をされています。
地域の環境をみんなで守り、よりよい環境作りをしていきましょ
う。そして、いつも環境保全活動にご協力いただいている皆様に、感
謝を申しあげます。
21
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”

き

１２月１１日（木）
１４：００〜（１３：３０開場）
ところ 中央公民館 大ホール
参加費 無料 対象：しいコミ会員・築上町民
定 員 ２２０名
（入場整理券を事務局に用意します。１１月１１日
（火）から配布）
▲宇都宮信房肖像

”

と

申込・問い合わせ
NPO法人しいだコミュニティ倶楽部事務局
電話５６ー００７５

き １２月７日（日）
受付 ９：００〜／開会式 ９：１５分〜
開始 ９：３０〜
ところ 中央公民館 ２階 和室
対 象 築上町民・町内勤務者
参加費 会 員１,０００円／会員外１,５００円
小中学生 ５００円
●弁当を用意しています。
●各部の各パート１〜３位賞品を用意しています。
定 員 囲碁の部 ３２名 将棋の部 ３２名
申 込 １２月２日（火）までに申込書に参加費を添えて、
しいコミ事務局（椎田体育館５６−００７５）へ、
お申込みください。

ます�
京都の泉涌寺に伝わる﹃泉涌寺
不可棄法師伝﹄によると�晩年の
信房は建保五︵一二一八︶年�京
都 か ら 俊 芿律 師 ︵ し � ん じ � う
り�し︶を招いて�夫婦揃�て出
家し�法名を﹁道賢﹂と号しまし
た�
仏教に深く帰依した豊前宇都宮
氏の祖 信房 �その流れを組む
子孫達は数々の紆余曲折を経なが
ら�この豊前の地で四百年の歴史
を刻んできたのです�
︵文化財保護係 馬場克幸︶
”

船
※迫窯跡公園体験学習館におい
て�﹃最後の中世武士団 宇都宮
氏の歴史展﹄が現在好評開催中で
す�
今回紹介した豊前宇都宮氏初代
信房 が豊前国に入部した当時
に拠点とした�みやこ町犀川木井
馬場の発掘調査で出土した貴重な
土器多数も展示しています�
この機会にぜひご観覧ください�
開館時間は午前九時から午後五
時まで�入館料は無料です�︵月
曜日休館︶

「26年度 囲碁・将棋大会」を開催します

＊トークショーの案内＊
元…ソフトバンクホークス背番号１番
柴原 洋（北九州出身）のトークショー

と

“

”

“

京都朝廷に仕える信房が鎌倉御
家人とな�たのは﹃吾妻鏡﹄によ
れば治承五︵一一八一︶年のこと
とされ�その後�文治四︵一一八
八︶年には源頼朝の命により鬼
界�島︵現 鹿児島県三島村︶の
平定を成功させ�平氏の支配権が
強い九州統一の突破口を開きまし
た�そしてその功績により建久三
︵一一九二︶年�豊前国に所領を
得ました�信房は豊前国への入部
当時�豊前国府に近い京都郡みや
こ町犀川木井馬場に本拠地を構え�
本貫地である下野国︵栃木県︶か
ら宇都宮大明神︵宇都宮二荒山神
社︶を勧請して木井神社を建立し�
その頂上には﹁神楽城﹂を築きま
した�麓で見つか�た下木井遺跡
では十三世紀代の屋敷区画の石列
や井戸跡�また園池と思われる遺
構が検出され�多量の舶載陶磁器
や墨書土器なども出土しており�
当時の宇都宮氏に係る館跡の可能
性が高いと考えられます�
また信房は仏教に深く帰依し�
木井神社の周囲に木井七�寺︵楞
厳寺・道場寺・高徳寺・等山寺・
平原寺・正安寺・常山寺︶を建立
しました�楞厳寺にある信房の墓
と伝えられる大規模な律宗系五輪
塔や常山寺跡に残る鎌倉時代の多
層塔︵四方仏︶は当時の宇都宮氏
の仏教文化への深い造詣を物語り
“

第三十九回
豊前宇都宮氏の祖 信房
ＮＨＫ大河ドラマ﹃軍師官兵
衛﹄の中で宇都宮鎮房が官兵衛の
面前で土をひとつまみ口に含み�
﹁この地に根ざして四百年�当家
はこの大地とともに歩んできた﹂
という意味の発言をしますが�こ
の言葉が豊前宇都宮氏と当地との
関係を端的に表現しています�豊
前宇都宮氏はまさに豊前の地に根
ざした﹁根生いの武士団﹂であり�
鎮房の立場からすれば�この土地
と切り離されることは耐え難い事
であ�たのでし�う�これに対し�
黒田官兵衛に象徴されるように近
世以降の武士団は上司の命令によ
る国替えを当然のこととして行う
ようになります�ゆえに﹁鉢植え
の武士団﹂と例えられ�土地に根
ざした中世武士団とは完全に区別
されます�そうした意味で豊前宇
都宮氏は最後の中世武士団と言え
るでし�う�
鎮房の時代から遡ること四百年
前の平安時代末期�豊前宇都宮氏
の祖 信房 は父祖の京都での基
盤を受け継いで京都朝廷で働きま
した�父祖の宗房は待賢門院璋子
︵たいけんもんいんたまこ︶に仕
えた人物です�待賢門院璋子は後
の源平合戦へと繋がる保元の乱を
起こした崇徳上皇と後白河天皇の
実母で�権力争いに巻き込まれ不
運な最期を遂げた人物です�
“

NPO法人しいだコミュニティ倶楽部からのお知らせ
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行事予定表 11月1日〜12月10日
・町民文化祭(〜3日）
・オクーンコンサート(16：00〜・コマーレ)

2日㈰

・休日相談医
豊前市…渡辺整形外科
豊築休日急患センター

3日㈪

・文化の日
・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

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)

5日㈬

・こころの健康相談日(13：00〜17：00前日までに要予約
・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)

6日㈭

☎0979-82-2371
☎0979-82-8820

☎0979-82-2438
☎0979-82-8820

・子育て相談(10：30〜11：30・築城社会福祉センター)

7日㈮
8日㈯

・もみじウォーキング・もみじ祭り(〜9日・牧の原キャンプ場)

9日㈰

・子ども会マラソン大会(10：00〜・アグリパーク)
・休日相談医
築上町…古賀整形外科内科医院 ☎56-1730
豊前市…矢鳴医院
☎0979-82-3276
豊築休日急患センター ☎0979-82-8820

10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)

11日㈫

・乳児健診【3・4か月児：H26年6月8日〜7月11日
生まれ、7・8か月児：H26年3月生まれ】
(保健センターチアフルついき)
・離乳食教室(10：00〜11：00要予約
・保健センターチアフルついき)

12日㈬

・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)

20日㈭
21日㈮
22日㈯
23日㈰

・勤労感謝の日
・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

☎0979-82-3127
☎0979-82-2203
☎0979-82-8820

24日㈪

・休日相談医
築上町…片山医院
豊前市…豊前病院
豊築休日急患センター

☎52-0505
☎0979-82-2309
☎0979-82-8820

25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)

26日㈬

・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)
・不燃性粗大ごみ収集日：築城地区全域

27日㈭

・福岡県巡回交通事故防止相談(10：00〜16：00・行橋市役所)

28日㈮

・親子相談(9：00〜12：00要予約
・保健センターチアフルついき)

29日㈯
30日㈰

・休日相談医
築上町…宮崎リハビリテーション医院☎56-1035
豊築休日急患センター ☎0979-82-8820
・特定健診、がん検診(8：30〜10：30要予約・中央公民館)

12月1日㈪

・特定健診、がん検診(8：30〜10：30要予約・自愛の家)

2日㈫

・乳児健診【3・4か月児：H26年7月12日〜8月2日
生まれ、7・8か月児：H26年4月生まれ】
(保健センターチアフルついき)
・離乳食教室(10：00〜11：00要予約
・保健センターチアフルついき)
・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)

3日㈬

・特定健診、がん検診(8：30〜10：30要予約
・保健センターチアフルついき)
・こころの健康相談日(13：00〜17：00前日までに要予約
・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)
・粗大ごみ収集日：八津田・東高塚・峯原2.3団地・浜宮・
高杉住宅・新開・西高塚の線路から山側

4日㈭

・特定健診、がん検診(8：30〜10：30要予約
・保健センターチアフルついき)
・子育て相談(10：30〜11：30・児童館)

5日㈮

・人権相談(10：00〜15：00・コミュニティセンター)

7日㈰

・人権講演会(13：00〜・コマーレ)
・休日相談医
吉富町…いまとみクリニック
☎0979-24-8688
豊前市…矢鳴医院
☎0979-82-3276
豊築休日急患センター ☎0979-82-8820

13日㈭
14日㈮
15日㈯
16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

17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)

18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)

19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11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)

23

平成26年11月

・3歳児健診【H23年8・9月生まれ】受付
（保健センターチアフルついき）

6日㈯

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)
・粗大ごみ収集日：西角田地区・鬼塚・椎田中の線路から
山側

休館日 毎週火曜日
：

1日㈯

かつらぎっ子通学合宿

を行いました。

・日
時 ： 平成２６年９月２８日（日）～１０月４日（土）
・参加児童 ： 葛城小 ５・６年生 男女２１名
・場
所 ： 築上町岩丸生涯学習センター
← 体験活動では、
築上町社会教育委
員の信田さん、中塚
さん、山中さんによ
る「ふれあい囲碁」を
行いました。簡単な
ルールで大人も子ど
も達も楽しめ、大い
に盛り上がりました。

当番の仕事で
は、地域の方々
の指導のもと、
広い生涯学習
センターをみん
なで協力しなが
ら掃除に取り組
みました。 →

←↑ 写真左は日奈古の小森征夫
さんご夫妻。右は関取松鳳山関の
実家の松谷貞雄さんご夫妻。
その他、たくさんのお宅に「もらい
湯」の提供でお世話になりました。
子ども達を優しく迎えていただき
ありがとうございました。

← 最終日の思い出づくりでは、
子ども達だけで家族へのおみ
やげと自分達のおやつに豆腐
白玉団子を作りました。
とても美味しくでき、家族の喜
ぶ顔が目に浮かぶようです。

◆ ボランティアで「もらい湯」を提供していただいた上岩丸の下田イツエさんより
子ども達がお風呂に入りに来るようになって何年でしょうか？岩丸小学校があった時は色々な行事に参加し、
地域の子どもは皆自分の孫のようでした。学校が遠くなり、子ども達の声を聞く機会も少なくなった頃、通学合宿
の「もらい湯」の話をいただき、毎年子ども達と会える楽しみをいただきました。
今年は思いがけない事故にあい、受入は無理かと残念に思っていましたが、無事退院でき子ども達のかわい
い姿に接する事ができました。いつまでできるかわかりませんが、年に１回の出会いを楽しみにこれからも協力
させていただきます。

通学合宿にご協力いただいた運営委員・協力者総勢３５名のみなさん、もらい湯のご提供を快く引き受けてくださった２１軒の
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）】

