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築上町
No.１５5

主な内容

P2
敬老祝賀会
P4-5 平成28年度 決算の概要

椎田保育園・葛城保育園 最後の運動会 〜来年は、新しい園舎でよ〜いどん！〜

祝敬老
9月16日、敬老の日に先立ち、
コミュニティセンターソピアで開催。
今年、築上町では、 歳以上の方
が約３千名、節目の歳を迎えられる
方は、 歳︵米寿︶の方が１２４名、
歳︵白寿︶の方が 名、１００歳
︵紀寿︶の方が５名、１０１歳以上
︵仙寿︶の方が 名おられました。
長年にわたり社会に貢献してきた先
輩方へ感謝と敬意を表し、長寿をお
祝いしました。
今年も多くの方々のご協力のおか
げで、心温まる祝賀会となりました。
ありがとうございました。
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活

猛彦
さん

︵水原︶

中央公民館の玄関に、岡田さんが寄贈した作品
が飾られています。長崎県の「軍艦島」をモチー
フにした版画です。「炭鉱で栄え、一時は5千人
以上もの人が住んでいた島には、暮らしの生々し
い痕跡が今でも残っています。人の手がつかなく
なると、いかに早く朽ち果てていくか。島を訪れ
て感じた、愚かさ、哀れさを表現しました。」
退職を機に一気に美術の世界へと進んだ岡田さ
んは、遅いスタートながら、忙しくて筆をとるこ
とができなかった時のくすぶる思いをエネルギー
に勉強を重ね、県展や全国公募など数々の展覧会
で入賞。20数年で多くの仲間と出会い、県展の
会員を務めるなど活躍の場も増えました。多忙な
日々の岡田さんですが、「作品も少しずつ整理し
ないと…大きい作品はお譲りしますよ。好きな景
色をゆっくりスケッチしたり、そんな時間もこれ
から大切にしたいですね」と楽しむ気持ちを忘れ
ない姿が印象的でした。

高齢者生きがい教室
﹁ヨーガ教室﹂

と

岡田

躍

び

77

60歳以上の方を対象に自愛の家で開催されて
いる「高齢者生きがい教室」で人気の「ヨーガ教
室」。参加者の皆さんは、60〜80歳代で、講師
の藤森幸子さん（西高塚）が一番先輩です。
参加の理由は「足腰を丈夫に」「健康になりた
い」など。一人で申し込んだという方がほとんど
で、知らない人の輪に入れるか不安だった方もす
ぐに溶け込み、楽しく続けられているそうです。
「名前を覚えたり、出席をとったりはしませ
ん。ここに来れば、誰でも何でも遠慮なく話す。
ただし口外無用ですけどね(笑)」そんな講師の藤
森さんの姿勢が、気兼ねなく参加できる雰囲気を
作っているようです。身体の調子が良くなっただ
けでなく、「おしゃべりで元気をもらっている」
という感想も聞かれました。
ヨーガの外に、陶芸、表装、フラダンス、書道
の教室が開催されている「高齢者生きがい教室」
は2月の広報で参加者を募集予定です。

２

平成29年10月

いつか︑自分や身近な人が

誰もが認知症に
なりうるという現実

高齢になればなるほど︑認知

証や認知症予備軍は増えていき

ます︒厚生労働省が公表する有

％︑認知

15

病率︵疾病を持つ人の割合︶の

推定値は︑認知症が

％となっ

症の前段階と言われる軽度認知

障がい︵ＭＣＩ︶が

歳以上人

お気軽
ご相談 に
くださ
い。

■日 時 毎月 第 3 火曜日 13：30 〜
＊当日の午前中までに電話でご予約ください。

平成29年10月

65 13

オレンジカフェきづき（認知症カフェ）
認知症の方や介護が必要な方、その家族や地
域の皆さん誰でも集うことができる場所です。
認知症の知識の普及や相談対応で、認知症の方
やその家族を支えます。毎月、各種イベントも
（詳しくはｐ.23 をご覧ください）
開催しています。
■日 時 毎週木曜日 10：00 〜 15：00
■場 所 築上町農業公園アグリパーク管理棟
＊隣にある「喫茶こすもす」がお安く利用できます。
＊送迎車があります。利用日の 2 日前正午まで
に福祉課 高齢者福祉係へご予約ください。
◇認知症に関する本を読む
ことができます。

「最近、物忘れがひどくて…」「病院に連れて
行きたいけれど、本人にどう伝えたらいいの？」
認知症医療センターの相談員と地域包括支援セ
ンターの職員が、気になる症状が出始めた方や
家族の相談に応じ、必要な支援を行います。

３

ています︒築上町の

認知症介護相談会

口は約６千５００人で︑この有

町内在住のグループ
1 時間〜 1 時間 30 分程度
▶ 認知症を理解しよう
▶ 認知症サポーターとは？

病率から推計すると︑町内に認

■対象者
■所要時間
■内 容

知症の人が約９８０人︑認知症

認知症を正しく理解し、本人や家族を温かく
見守る応援者のことです。「認知症サポーター」
になったから何か特別なことをするということ
ではなく、認知症の知識を伝えたり、応援する
気持ちを伝えたり、自分のできる範囲で活動す
ることで、認知症の方やその家族を支えます。
少人数でも、無料で出前講座をします。

予備軍の人が約８５０人いると

温かく
見守
応援者 る

暮らすために。〈第1回目〉

いうことになります︒

正しく理解し
支えあえるように

認知症の人にとって︑自分自

認知症になったとき︑住み慣

い︑暮らしてほしい・・・

身が変わっていくことは︑とて

れた地域で安心して暮らした

これは︑誰もが思うことでは

も不安で苦しいこと︒家族や友

知症を理解し︑見守ってくれる

ないでしょうか？

今︑行政と地域がともに手を

存在があれば安心して生活がで

人︑ご近所さんなど︑周りに認

取りあい︑地道な取り組みを

きるはずです︒

その願いを実現するために︑

行っていくことが必要とされ

事業の一環として次の取り組み

築上町では︑認知症施策推進

今月から２回シリーズで︑

を行っています︒認知症のこと︑

ています︒

築上町で行われている認知症

わたしたちにできること︑一緒

に考えてみませんか？

に関する取り組みをご紹介し

ます︒

認知症サポーター養成講座

認知症になっても、
築上町で安心して

▶『笑顔で生きる』丹野智文

こん
な
あり 本が
ます
♪

▶『認知症になった私が伝えたいこと』佐藤雅彦
▶『認知症がとまった？ボケてたまるか』山本明史
▶『痴呆を生きるということ』小澤勲
▶『もう限界！認知症の家族を

介護するときに読む本』 高室成幸

▶『認知症とともに生きる私

「絶望」を「希望」に変えた 20 年』
クリスティン・ブライデン
福祉課 地域包括支援センター（支所内線 144）

一般会計

特別会計

特定の事業を行うための予算である特別会計では、
住宅新築資金等貸付事業と国民健康保険の２つが大
幅な赤字でした。引き続き、滞納税の徴収率向上や
医療費の削減などの対策を実施していきます。
会計名

歳入

歳出

歳入歳出差引

住宅新築資金等
貸付事業

2,010万円

奨学金貸付事業

205万円

185万円

20万円

5万円

0万円

5万円

315万円

310万円

5万円

椎田駅前周辺活性化
促進事業
霊園事業
国民健康保険

2億5,247万円 ▲2億3,237万円

27億1,786万円 28億3,985万円 ▲1億2,199万円

後期高齢者医療

3億1,394万円

合計

30億5,715万円

3億369万円

一般会計歳入

1,025万円

年余が経過し︑合併直後に

◇財政健全化に向けて

合併から

比べれば町の預金にあたる基金残高は増

加し︑町の借金である起債残高は減少し

てはいますが︑今後の見通しについては︑

地方交付税の合併優遇措置期間の終了に

よる地方交付税の減額︑老朽化した公共

施設の建て替えによる起債残高の増加な

どにより︑財政健全化判断比率の将来負

担は前年度より上昇し︑年々︑厳しい状

況となることが予想されます︒

町財政の健全化のために︑町民の皆さ

まには引き続き︑町行政へのご理解︑ご

協力を何卒お願いいたします︒
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築上町

早期健全化基準 財政再生基準
14.51

20.0

連結実質赤字比率(＊3) （▲31.06）

19.51

30.0

8.1

25.0

35.0

63.2

350.0

将来負担比率(＊5)

※赤字が生じない場合は、参考に黒字の比率を（▲）で掲載。
上水道事業会計 下水道事業会計 経営健全化基準
〈資金不足比率〉

実質単年度収支(＊1)

（▲133.2） （▲193.4）

平成28年度

決算の概要

平成28年度の決算から、
町のお金、財産の状況、今後の課題など
皆さんの目でチェックしましょう。
財政課

（▲21.38）

実質公債費比率(＊4)

差引

34億96万円 ▲3億4,381万円

健全化判断比率は下表の4つの比率をいいます。
資金不足比率は、公営企業会計（上水道・下水
道）ごとの資金の不足状況をみる比率です。いず
れも数値が低いほど、財政が健全であることを示
します。
（単位：％）

実質赤字比率(＊2)

一般会計歳出

132億9,561万円 117億2,473万円 15億7,088万円 ▲3億590万円

健全化判断比率・資金不足比率

〈健全化判断比率〉

一般会計の決算は、歳入総額が132億9,561万
円、歳出総額が117億2,473万円でした。歳入・
歳出の差し引き15億7,088万円から、翌年度に繰
り越す財源を除いた実質収支は14億8,409万円で
した。
また、一般会計の実質単年度収支（＊1）は3億
590万円の赤字、普通会計（一般会計と、住宅新
築資金等貸付事業・奨学金貸付事業・椎田駅前周
辺活性化促進事業・霊園事業の4つの特別会計の
合計）の実質単年度収支は2億8,732万円の赤字
でした。

20.0

※資金不足がない場合は、参考に資金余剰の比率を（▲）で掲載。

財政係（本庁内線343）

主な財政数値

財政の弾力性（ゆとり）を表す指標である経常
収支比率は、昨年度から4.6％増の93.1％でした。
これは低いほど財政運営にゆとりがあることを示
します。自治体運営の必要経費に対して、税収な
ど自前の収入がどれくらいあるかを示す財政力指
数は、0.004増の0.340でした。これは「1」に
近いほど、財政力があることを示します。
また、実質公債費比率（＊4）は、昨年度から
0.8％減の8.1％でした。
H26年度

H27年度

H28年度

経常収支比率

93.8％

88.5％

93.1％

実質公債費比率

10.3％

8.9％

8.1％

財政力指数

0.331

0.336

0.340

※実質公債費比率、財政力指数はいずれも3か年平均の値
４

平成29年10月

まちの預金（基金の残高）

50億円

10億円

279,426円

289,048円

318,757円

←町民一人あたり

603,788円

621,086円

676,902円

←一世帯あたり

54億269万円

55億406万円

30億719万円

28億9,914万円

10億6,661万円

10億8,044万円

13億2,889万円

H26

60億953万円

32億9,158万円
その他

10億8,373万円

減債基金
地方債（借入金）の償還のための積立

15億2,448万円

16億3,422万円

財政調整等積立基金
不測の収入減や支出増に備えた積立
（一般家庭の預貯金にあたる）

H27

H28

489,151円

487,666円

530,102円

1,056,965円

1,047,861円

1,125,706円

94億5,772万円
92億8,614万円

90億円
H26

平成29年10月

←一世帯あたり

99億9,402万円

100億円

５

←町民一人あたり

H27

H28

●平成 28 年度に、
「簡易
水道事業特別会計」は公営
企業会計（水道事業会計）
に、
「特定環境保全公共下
水道事業特別会計」
「農業
集落排水事業特別会計」
「公共下水道事業特別会
計」の 3 つは公営企業会
計（下水道事業会計）にそ
れぞれ移行し、債務を引き
継ぎました。

◇財政用語

︵＊１︶実質単年度収支 …
その年度の実質収
支から前年度の実質収支を差引いた

もの︵単年度収支︶に︑地方債の繰り

上げ償還額や基金への積立額を加え︑

積立金の取り崩し額を除いたもの︒

１か月の家計に例えると︑定期預金

の積立・解約やローンの繰り上げ返

済などを考慮せず︑給料と生活費と

のつり合いだけで家計の状況を見る

こと︒

︵＊２︶実質赤字比率 …
普通会計︵自治体の
財政状況の把握や比較・分析に用い

られる統計上の会計︒築上町の場合︑

一般会計と住宅新築資金等貸付事

業・奨学金貸付事業・椎田駅前周辺

活性化促進事業・霊園事業の４つの

特別会計をあわせたもの︶の実質赤

字から︑財政運営の深刻度をみる比

率︒

︵＊３︶連結実質赤字比率 …
すべての会計の
実質赤字から財政運営の深刻度をみ

る比率︒

︵＊４︶実質公債費比率 …
毎年の経常的な収
入財源のうち︑公債費︵借金︶の負担

度をみる比率︒

︵＊５︶将来負担比率 ･･･
地方債残高のほか
普通会計が将来負担すべき実質的な

負債の残高から︑将来財政への圧迫

度をみる比率︒

︵※＊２︶〜︵＊４︶は︑いずれも数値が低い
ほど財政が健全であることを示します︒

まちの借金（町債の残高）

読書の秋︑スポーツの秋です︒﹁暑
さ寒さも彼岸まで﹂という諺があり
ますが︑凌ぎやすく︑活動しやすい
い季節となりました︒

九州北部豪雨被災地への義援金

築城基地で自衛隊と
米軍の訓練始まる

化︑スポーツ・芸能振興基金への積

日

年第

み立て︑道路その他の社会資本の整
備等に使われます︒

第３回議会定例会閉会
９月７日から始まった平成

３回築上町議会定例会は︑９月

に全議案可決︑認定をいただきまし
た︒今議会は︑補正予算３件︑決算
その他３件の議案でした︒

防衛省から通知があり︑米軍再編
戦闘機５機と人員

の認定９件︑条例の制定と廃止３件︑

日にＦ

にかかる訓練移転で︑三沢飛行場か
ら９月

１００人が築城基地に来ることにな

松鳳山関一進一退

から６日までの期間で︑築城基地で

月２日

全域に大雨特別警報が発令され︑本
の米軍訓練は平成

っています︒実際の訓練は

町でも職員が警戒配備につきました︒

１回目を受け入れてから今回で６回

７月初旬︑福岡・大分両県のほぼ

線状降水帯が英彦山の南側に豪雨を

目となります︒千歳︑三沢︑百里︑小松︑ すれば勝ち越しです︒最後まであき

大相撲秋場所での松鳳山関は︑こ

降らせ︑朝倉市︑東峰村︑添田町と

新田原の各基地は︑すでに８回から

らめず頑張って欲しいものです︒
月４日︑二所ノ関部屋のおかみ

訓練を受け入れることにより︑防

講演を行います︒松鳳山関もゲスト

さんの高田みづえさんがコマーレで

年３月５日に第

大分県日田市に多大な被害をもたら

９回受け入れを行っています︒

の原稿執筆時７勝６敗で︑あと１勝

しました︒
本町は早速︑被災自治体の東峰村

年間の

衛省から米軍再編交付金が

円ずつ見舞金として送金しました︒

することとなっていましたが︑関係

期限で交付され︑平成

す︒

多くの方のご来場をお待ちしていま

万

また︑役場本庁︑築城支所に義援金

自治体で組織する訓練移転先６基地

万円︑その他の３市町に各

箱を設置したところ︑８月末までに

関係自治体連絡協議会で再延長を強
秋の良い季節︑町民の皆様には

で出演する予定です︒有料ですが︑

２００万円を超えるご寄附を町民の

く要請したところ︑﹁再編関連訓練

年度で終了

皆様や各団体から頂きました︒被害

益々のご活躍をお祈りいたします︒
年間交付され
中学生までのお子さんの医療費無料

ることとなりました︒この交付金は︑

年３月までの

移転等交付金﹂が新たに創設され︑

いただくため半額ずつ送金すること
といたしました︒

築上町からもお米や京築ヒノキを
使った木工製品、ドレッシング等
自慢の品を多数出展予定！！

☎092（651）1121

10月14日（土）10：30〜16：30

■場

所 県営天神中央公園「ふくおか交流お祭りひろば」

皆さま、ぜひご来場ください。

29

22

が甚大で被災者の多い東峰村と朝倉

に

11

15日（日）11：00〜16：00

町村の魅力に触れることのできるイベントです。

10

10
平成

28

10

時

ステージでは、町村の伝統芸能等も披露されます。

16
19

市に︑被災者救護費の一部に充てて

10

■日

県内町村自慢の特産品・グルメ・加工品が大集合！

30

39

総務課

福岡県町村会

30

町村の魅力に触れてみませんか？
「第10回ふくおか町村フェア」開催

６
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平成29年九州北部豪雨

皆さまからの義援金を被災自治体へ届けました。
7月5日から6日にかけて、福岡、大分両県の山
間部を豪雨が襲い、多くの方が犠牲となり、集落
が孤立するなどの甚大な被害が発生しました。
築上町では「平成29年九州北部豪雨災害義援
金」を受け付け、多くの皆さまからご寄附をいた
だきました。一部ですが、以下にご紹介します。
有限会社 豊州公益社 ▶ 臼田自治会
湊山車青壮年会 ▶ 築上浜宮ラジオ体操会
▶ 築上西高等学校（右写真）
▶ 築上町議会議員一同
▶ 築上町職員一同
他・順不同
▶
▶

義援金の総額は2,029,022円にのぼり、町の
予備費60万円をあわせ、福岡県の朝倉市、東峰
村、添田町、大分県の日田市へそれぞれ送金しま
した。皆さまのご協力、まことにありがとうござ
いました。
総務課

行政係（本庁内線330）

◇九州北部豪雨で被害を受けられた方へ
災害により国税の申告、申請、請求、納税など
を期限までにできないときは、期限の延長や納税
の猶予ができる場合があります。詳しくは、福岡
国税局ホームページ（http://www.nta.go.jp/
fukuoka/）をご覧になるか、最寄りの税務署にお
尋ねください。
●行橋税務署

☎（23）0580

運転免許証の返納をお考えの方へ

高齢者の運転免許自主返納を支援します！！
満70歳以上で運転免許を自主返納した方に、
①築上町コミュニティバス乗車証（有効期限：2年）
②補助金（5,000円）
を交付します。①、②両方の支援を受けることが可能
で、いずれも１人１回限りとさせていただきます。
■対象者（町内在住で次のすべてに該当する方）
▶ 運転免許の自主返納時に満70歳以上の方
▶ 運転免許を自主返納した日から3ヶ月以内の方
■申請方法 必要書類を持って総務課へ
■必要書類
▶ 「運転免許取消通知書」の写し
・免許返納時に、公安委員会から発行されます。
・再発行できませんので大切に保管してください。
▶ 自主返納した「運転免許証」の写し、または
公的な「顔写真付き身分証明書」の写し
▶ 乗用証明写真
・①の乗車証は、顔写真付きで発行します。証明写
真を準備できない場合は、役場でも撮影できます。
▶ 通帳（申請者本人名義） ＊②を希望の方のみ
▶ 印鑑
総務課

行政係（本庁内線335）

７
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を
運転に不安
せんか？
ま
い
て
じ
感

自主返納をすると他にもこんなサービスが
椎田太陽交通の路線バス・タクシーの料金が
割引されます。
■割引率 ▶ 路線バス 5 割引き
▶ タクシー 1 割引き
＊身体障害者割引、定期券・回数券・1 日
乗車券との併用不可。
■割引証の使用期限 発行から最高 5 年間
■必要書類 ▶ 「運転免許取消通知書」
▶ 顔写真（3×4cm）
▶ 自主返納した「運転免許証」
■手続き方法
上記の必要書類を持って太陽交通営業所へ

10月16日（月）〜22日（日）は、秋の行政相談週間です。
行政相談を受け付けます

◇行政相談とは？

りませんか？相談は無料で、秘密は固く守られます。

村などの行政制度・運営の改善についての意

毎日の暮らしの中で、行政に対する意見や要望はあ

行政相談委員が公正・中立の立場から、市町

どなたでもお気軽にご相談ください

■日

時

10月18日（水）

■場

所

自愛の家

10：00〜15：00

福田 みどりさん

現を促進する制度です。

＊予約不要

くらし・行政困りごと相談所

苅田町でも、無料で相談所を開設します。

■行政相談委員
▶

見・要望などの相談を受け付け、その解決や実

▶

神崎 一浩さん
毎月第3水曜日に
定例相談を開設しています。
＊日時・会場は“広報ちくじょう”
行事予定表に掲載

総務課

■日

時

10月31日（火）10：30〜14：30

■場

所

三原文化会館（苅田町）

■その他

＊予約不要（当日先着順）

相談は、1機関につき原則30分以内

総務省九州管区行政評価局
☎092（431）7082

行政相談課

行政係（本庁内線335）

築上町「やすらぎの丘霊園」のご案内
やすらぎの丘霊園は、高台に位置した格調高い

やすらぎに満ちた公園墓地です。

■申込先

■申込時の必要書類
▶

■所在地
■総面積
■区
▶
▶
▶

大
中
小

築上町大字山本287番地１

▶

11,001㎡

▶

画（9月末現在の残数）

▶

3.0ｍ 4.0ｍ（12㎡）

11区画

▶

2.0ｍ 2.5ｍ（ 5㎡）

148区画

▶

2.5ｍ 2.8ｍ（ 7㎡）

■使用料

使用者
町内者

町外者

環境課

29区画

区画

永代使用料

永代管理料

大

1,146,024円

194,400円

中

668,514円

113,400円

小

477,510円

81,000円

大

1,375,228円

194,400円

中

802,216円

113,400円

小

573,012円

81,000円

築城支所

環境課

使用許可申請書（環境課に備え付け）
住民票の写し（世帯全員分）
戸籍謄本
印鑑

墓地管理人届（町外の方は、町内在住の方に管

理を依頼するか、管理履行誓約書が必要です。）

墓地を必要とする理由書（町外の方のみ）

環境係（支所内線154）
８
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国民健康保険・後期高齢者医療の方へ

節薬バックを無料で配布します。残薬調整しませんか？
豊前市・上毛町・築上町が共同で「節薬バッグ」を

無料で配布します。豊前築上薬剤師会、中津薬剤師会、
町内調剤薬局にご協力いただき、自宅に飲み残しなど
で残っている薬(残薬)を有効活用するための取り組み

どんな効果があるの？
▶
▶

残薬調整することで、お薬代の節約につながる

薬剤師が残薬の使用期限等を確認してくれるので安心

として行います。

病院を受診する際に、残薬を節薬バッグに入れて、

調剤薬局へお持ちいただくと、薬剤師が残薬の量や使
用期限を確認し、適正な量となるように医療機関と連

どこでもらえるの？
豊前市、上毛町、築上町、吉富町、中津市の調剤薬局
＊ご入用の際は、調剤薬局でお尋ねください。

携して処方数量を調整してくれます。

お薬持参の流れ

①バッグにお薬を入れる

お薬が余ったなぁ

②お薬をもらった薬局
へ持って行く
お薬を確認し
調整します

住民課

保険係 （本庁内線 234）

第2回

築上町出逢い支援事業

ニュースポーツで縁結び！！
スポーツを楽しみながら、未来のパートナーに出会えるチャンス♡

◇ニュースポーツ…競うことよりも楽しむことを目的とした簡単なスポーツ
日
場

時
所

対象者
参加費
申込方法

９
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▶
▶

▶
▶
▶

申込先

▶

申込期限

▶

11月25日 （土）10：00〜17：00
1部 築城体育館 （築上町大字安武1356-6）
2部 ふれあい工房 （築上町大字上別府38）

築上町に興味がある25〜45歳の未婚の男女・各15名
2,500円
「参加申込書」に必要事項を記入のうえ、下記までお申し込みください。
＊申込書は、町ホームページからダウンロード、または下記で配布
＊応募者多数の場合は、抽選となります。
〒829-0392 築上郡築上町大字椎田891-2
築上町役場 企画振興課 地域創生推進係
☎ 0930（56）0300
FAX 0930（56）1405
E-mail chiiki＠town.chikujo.lg.jp
11月2日（木）必着

耕作証明書の発行が
申請の翌日以降になります
農家台帳システムの不具合の
ため、12月末まで、“耕作証明書”
の申請および発行日が次のとおり
変更となります。
皆さまには、大変ご迷惑をお掛け
しますが、ご協力をお願いします。
■発行日
■申請方法

＊ＮＴＴ回線がある方に限ります

申請日の翌日（土・日、祝日は翌開庁日）
窓口で申請し、翌日以降窓口で受取
▶ 電話で事前に申し込み、翌日以降窓口で受取
■持参物 印鑑（代理の場合は、代理者の印鑑）
築上町農業委員会（本庁内線271）

第12回 築上町近郊
バドミントン大会参加者募集
時

11月12日（日）

■会

場

椎田中学校体育館

受付 8：30〜9：00

開会式 9：20〜

■参加資格（中学生以上）
▶

町内および近郊に在住または通勤通学している方

■種

目

■参加費

男子ダブルスＡ・Ｂ・Ｃ
女子ダブルスＡ・Ｂ・Ｃ

▶
▶

一般・高校生
中学生

1,000円/人

500円/人

■申込期限 10月20日（金）＊ＦＡＸ可

体育協会事務局（火〜金曜日）☎（56）0075

第2回 築上町内対抗
町民軟式野球大会参加チーム募集
■日

■会

時

場

■参加資格
▶
▶

10月22日（日）
受付

8：30〜

開会式

9：00〜

■対象者（町内在住で、次のいずれかに該当する方）
▶ 65歳以上でひとり暮らしの高齢者または高齢
者のみの世帯の方
▶ 身体障害者手帳1級または2級を所持する単身世帯
■利用料 無料（電池の交換は自己負担）
福祉課

高齢者福祉係（本庁内線254）

65歳以上の方へ
障害者控除の対象となることがあります
65歳以上で一定の要件に該当する方は、身体障
害者手帳等をお持ちでなくても、町長の認定を受け
ることにより、税の申告時に『障害者控除』を受け
ることができます。
控除対象となるには毎年申請が必要です。
■認定条件（65歳以上で、次のいずれかに該当する方）
▶ 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている
方と同等の障がい程度 （認知症を含む）
▶ 6か月以上寝たきりで、食事、排泄など日常生
活に支障をきたす状態
■申請場所 福祉課 高齢者福祉係
■持参物 ▶ 印鑑
▶ 介護保険被保険者証（認定のある方）
＊介護認定がない方は、職員による調査や医師の診
断書が必要です。
＊認定できない場合もありますのでご了承ください。
福祉課

高齢者福祉係（本庁内線252）

＊雨天時は10月29日（日）に延期

サン・スポーツランド浜の宮グラウンド

町内に在住または通勤通学している方
16歳以上で構成されたチーム

■参加費

緊急通報装置利用事業
持病で健康等に不安があり、緊急時に連絡手段の
確保が困難な高齢者等に対し、簡単な操作で緊急事
態を京築広域圏消防本部に通報することができる機
器（緊急通報装置）を貸与します。

▶

■日

高齢者在宅福祉サービス

1チーム

1,000円

■申込期限 10月13日（金）＊ＦＡＸ可
体育協会事務局（火〜金曜日）☎（56）0075

「2018年版福岡県民手帳」は役場窓口で！
今年度から、自治会での
予約・取りまとめは行わず、
役場窓口で直接販売します。
発売日・金額など詳細は、
11月号でお知らせします。
総務課

情報電算係（本庁内線334）
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再編交付金事業

「村田 浩 & THE BOP BANDジャズコンサート」
■日 時 11月17日（金） 19：00（開場18：30）
■会 場 築上町コミュニティセンター（ソピア）
■入場料 無料（ただし入場券が必要）
■入場券配布期間 10月2日（月）〜
■入場券配布場所
▶ 築城支所 生涯学習課 ▶ 築上町中央公民館
▶ 築上町文化会館コマーレ ▶ 物産館メタセの杜
▶ 築上町コミュニティセンター（ソピア）
■出 演 ▶ 村田 浩＆THE BOP BAND
▶ 首藤 弥生（特別出演）

くせ字を魅力に変えるコツを学ぶ
「筆ぺん文字教室」開催
■日

時

10月26日(木)・11月16日(木)連続講座

■場

所

築上町コミュニティセンター（ソピア）

■対象者
■受講料
員

■定

■申込期限

両日とも10：00〜11：30
町内に在住または
勤務している方
1,300円

（筆ペン代）

20名（先着順）

10月19日（木）

築上町コミュニティセンター（ソピア）
☎（52）0066

※火曜日は休館

今回はパウンドケーキ♪
「お菓子作り教室」受講生募集
生涯学習課

社会教育係（支所内線263）
再編交付金事業

平成30年度築上町「町民主催事業」を募集します
◇町民主催事業とは？
地域文化の創造・振興に資する活動をする、個人
や団体に対して助成支援を行う事業です。
■助成内容
▶ 補助金の交付
（補助対象経費総額の1/2の額以内で上限30万円）
▶ 企画、立案等の支援
■助成対象
築上町文化会館コマーレ、築上町中央公民館、
築上町コミュニティセンター（ソピア）、上城
井公民館、下城井公民館、国際交流館（メタセの
杜）を会場とし、地域文化振興に寄与する公演や
展示会等で平成30年度（平成30年4月1日〜平成
31年2月28日）に開催するもの
■申込期間 10月2日（月）〜11月30日（木）
■申込先 生涯学習課 社会教育係
■申込書等配布場所
▶ 築城支所 生涯学習課 ▶ 築上町中央公民館
▶ 築上町文化会館コマーレ
▶ 築上町コミュニティセンター（ソピア）
生涯学習課
11
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社会教育係（支所内線263）

■日 時
■場 所
■対象者
■講座内容
■受講料
■定 員
■申込期限

10月28日（土）13：00〜16：00
築上町コミュニティセンター（ソピア）
町内に在住または勤務している方
パウンドケーキ
次回は
800円（材料費）
スイートポテト
12名（先着順）
です♪
10月25日（水）

築上町コミュニティセンター（ソピア）
☎（52）0066
※火曜日は休館

ソピア「パソコン講座」受講生を募集します
■開設日
■対象者

■内

容

■時

間

■場 所
■定 員
■申込期限

10月30日、11月13日・27日、
12月11日の月曜日（全4回）
▶ 町内在住または通勤するパソコン
初心者（文字入力程度ができる方）
▶ 休まず受講が可能な方
▶ 講座Ⅰ「年賀状を作ろう」
▶ 講座Ⅱ「カレンダーを作ろう」
▶ 講座Ⅰ 10：00〜12：00
▶ 講座Ⅱ 13：30〜15：30
築上町コミュニティセンター（ソピア）
各講座16名（先着順）
10月20日（金）

築上町コミュニティセンター（ソピア）
☎（52）0066 ※火曜日は休館

人権センター主催
「人権講演会」を開催します

税金の滞納によって差し押さえた
不動産の公売を実施します

「同和問題は身近な問題であり、お互いを正しく
知ることが重要である」という映画のテーマに沿っ
て、分かりやすくお話しいただきます。「人権問題
は難しい」「よく分からない」と思っている方、参
加してみませんか？
■日 時 10月22日（日）13：30〜
■会 場 築城人権センター
■内 容 ▶ 映画上映「あなたに伝えたいこと」
▶ 映画のテーマに沿った講演
講師：弓野 勝族さん（北九州市立大学講師）

■公売財産

築城人権センター

☎（52）1822

築上町商工会女性部セミナー
講師にアマチュア落語全国大会などで優勝経験の
ある、川崎亭好朝さんを迎えての楽しい講座を開催。
みんなで楽しく笑って若返りましょう！
■日 時 10月22日（日）13：30〜
■内 容 パワーアップセミナー
「笑って、もっと若返る講座№２」
■会 場 築上町コミュニティセンター（ソピア）
■定 員 80名（先着順）
■受講料 無料
■申込期限 10月16日（月）
築上町商工会

☎（56）0353

行政書士による無料相談会を開催します
福岡県行政書士会では、無料相談会の開催などさ
まざまな活動に取り組んでいます。
程
間
所

■日
■時
■場

①10月20日（金）②10月28日（土）
10：00〜16：00 ＊予約不要
①みやこ町役場 豊津支所
②ゆめタウン行橋 本館１階

◇行政書士とは？
官公署（町役場や警察署等）に提出する書類の作
成や相談、手続きの代理等を行う国家資格者です。
◇主な業務
▶ 各種許認可・登録に関すること（建設業・運送業・
農地転用・車庫証明・車両登録・在留資格など）
▶ 会社・医療法人・公益法人等の法人設立に関すること
▶ 遺言・相続に関すること
▶ 会計記帳・内容証明書・契約書の作成に関すること
福岡県行政書士会 京築支部
島村 ☎090（5945）9582

所在：築上町大字上別府
地番：9番6
地目：宅地
地積：323.11㎡
■見積価額 2,900,000円（最低公売価額）
■公売保証金 290,000円 ＊入札前に入金
■公売方法 期間入札
■入札期間 10月10日〜10月20日 ＊土日除く
■入札時間 9：00〜17：00
＊20日は11：00まで
■買受代金納付期限 10月27日(金) 13：00まで
■買受代金納付場所 築上町役場 会計課
■公売への参加および財産を買い受けることができない方
▶ 国税徴収法第92条または同法第108条第1項に
該当する方
▶ 築上町暴力団排除条例（平成22年3月17日条
例第1号）第2条に規定する暴力団、暴力団員
等または社会的非難関係者に該当する方
税務課

徴収係（本庁内線211）

「第4回京築地区合同公売会」を開催します
税金の滞納により差し押さえた財産を公売します。
■日 時 11月11日（土）9：15 開場
■会 場 築上町中央公民館
＊公売方法や公売財産など、詳しくは広報ちくじょ
う11月号に掲載予定です。
税務課

徴収係（本庁内線211）

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会を開催します
不動産の悩みについて、鑑定士２名が相談に応じます。
時
場

■日
■会

10月25日（水）13：00〜16：00
築上町役場 2階 第1会議室

＊お越しになる際、相談物件の登記簿の写し・地図、
固定資産の納税書類・評価額記載証明等をお持ち
いただくと、相談がスムーズに行われます。
企画振興課

地域創生推進係（本庁内線361）
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地域のリーダーを目指す女性応援研修

〜「女性研修の翼」の後継研修〜参加者募集
■内

容

「ＮＷＥＣグローバルセミナー」への参加
男女共同参画講座 ▶ 駐日外国公館訪問
■会 場 東京都千代田区 ほか（事前研修は福岡市内）
■研修時期 12月6日（水）〜8日（金）
＊事前研修（1回）あり。東京での研修終了後、
報告書の作成に取り組んでいただきます。
■対象者（県内に在住で、次のすべてに該当する方）
▶ 20〜65歳の女性（Ｈ29.4.1現在）
▶ 地域の団体で男女共同参画等に関する活動を行
っており、研修終了後、地域でより積極的な活
動が期待できる方
■募集人員 20名（書類選考）
■参加費 6〜7万円程度
■申込締切 10月13日（金）
■申込先 築城支所 人権課
▶
▶

福岡県男女共同参画推進課
☎092（643）3391

参画推進係

人権啓発講演会
「子どもの育ちを支えること」〜ネットワークとフットワーク〜
■日

時

■会
■講

場
師

■入場料

11月8日（水）
受付 17：30〜 開会 18：00〜
豊前市総合福祉センター
坂口 明夫さん

（社会福祉法人 児童養護施設 甘木山学園支援部長）

無料

豊前・築上地区進路保障推進協議会事務局
☎0979（72）3111

職場や地域で活躍したい60歳以上の方へ
セカンドキャリア応援セミナーに参加してみませんか？
■日
■場

時
所

■内

容

■定 員
■参加費

11月2日（木）13：00〜15：30
福岡県70歳現役応援センター
北九州オフィス（小倉北区）
▶ 生涯現役で活躍するための健康づくり
〜健康づくりの秘訣など
▶ 60歳からの仕事探し
〜仕事探しのポイントや心構えなど
＊セミナー終了後、個別相談会有（要予約）
20名（先着順）
無料

福岡県70歳現役応援センター
☎092（432）2540
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雇う上でも、働く上でも、最低限のルール
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
福岡県の最低賃金が次のとおり改定されます。
■施行日
■改定額

平成29年10月1日
789円／時間 ＊24円アップ

福岡労働局労働基準部
☎092（411）4578

賃金室

第5回北部九州圏パーソントリップ調査
へのご協力をお願いします
福岡県、佐賀県、北九州市および福岡市が主体と
なり、10月〜12月にかけて「人の1日の動き」に
ついての交通実態調査（パーソントリップ調査）を
実施します。
今後の交通計画や住みよいまちづくりなどを考え
るため、選ばれた約28万6千世帯へ、アンケート調
査票を郵送しますので、ご協力をお願いします。
福岡県都市計画課

☎092（643）3712

〝ジブンが変わる 家庭も変わる 社会を変える
「あすばる男女共同参画フォーラム2017」開催
時

■日

11月25日（土）10：00〜18：00
26日（日）10：00〜16：00
■場 所 クローバープラザ（春日市）
■内 容 ▶ 安藤 哲也さん（ファザーリング・ジャパン）
による基調講演
▶ 誰でも楽しめる企画 など
＊申込方法等は下記へお問い合わせください。
福岡県男女共同参画センターあすばる
☎092（584）1261

福岡県介護業務普及・啓発大会
「ふくおか介護フェスタ2017」開催
時
所
容

■日
■場
■内

10月29日（日）11：00〜16：30
パピヨン24 ガスホール（福岡市博多区）
▶ 岡野 雄一さん(漫画家）による介護体験の講演
▶ 介護技術コンテスト
▶ 高齢者疑似体験 など
■参加料 無料
■定 員 500名（先着順）
■申込期限 10月13日（金） ＊必着
公益社団法人 福岡県介護福祉士会
☎092（474）7015

司法書士・税理士による
相続合同相談会
司法書士と税理士が同時に相続の
相談に無料で応じます︒

月

日︵日︶＊申込不要

福祉の職場ホリデイガイダンス
＆求人・求職面談会 京築
日時
〜

ウィズゆくはし︵行橋市︶

月は﹁年次有給休暇取得
促進期間﹂です

年以降年次有給休暇の

賃金労働時間制度等総合調査によ
れば︑平成

取得率は５割を下回り低調です︒

第

日時

場所

内容

日︵日︶

回健康 世紀
福岡県大会開催

月

〜

明治屋産業びっくり市︵直方市︶

▼ステージイベント

労回復のみならず︑企業イメージ向

の無いよう取得しやすい環境づくり
に取り組みましょう︒
詳しくは︑福岡労働局ホームペー
ジをご覧ください︒
福岡労働局企画課
☎０９２︵４１１︶４７６３

砂利採取業務主任者試験
砂利採取に伴う災害の防止に関し
て必要な知識および技術的事項につ
日︵金︶
吉塚合同庁舎

月

いての試験を実施します︒
試験日
試験地

︵福岡市博多区︶
日︵金︶まで

願書配布・受付期間
月

福岡県商工部工業保安課
☎０９２︵６４３︶３４３８

☎０９２︵６４３︶３２６７

難病対策係

県庁がん感染症疾病対策課

詳しくは︑お問合せください︒

ます︒

対象に無料で健康診断を実施してい

原爆被爆者二世の方で︑希望者を

原爆被爆者二世対象
健康診断実施

☎０９２︵６４３︶３２６９

健康増進課健康づくり係

福岡県保健医療介護部

血管年齢測定などを実施

医療相談︑肺年齢測定︑骨密度測定︑

▼健康についての相談・体験コーナー

による﹁ちょこっと体操﹂

社会福祉施設・事業所への就職希望者

無料

＊高校生は要相談
参加費
行橋市社会福祉協議会

︵独︶国際協力機構九州国際センター

年休取得にためらいを感じること

松村邦洋 さん︵タレント︶のトークショー

年次有給休暇の取得は︑心身の疲

00

上による人材確保など︑労使双方に

会場

日︵土︶

17

＊資格・経験は必要ありません

法律と税務を一緒に解決できる良
月
〜

受付終了︶
分程度

21

00 22

太刀山美樹 さん︵健康運動指導士︶

対象者

日時
︵
＊１相談あたり
組︵先着順︶＊予約不要
☎︵２３︶８４９５

秋のＪＩＣＡボランティア募集

月２日〜Ｓ 年

月１日生

月２日〜Ｈ 年４月１日生

対象者 ︵いずれも日本国籍を持つ方︶
年

年

派遣国

公共・公益事業など

農林水産︑保健・医療︑人的資源︑

募集分野

Ｓ

▼シニア海外ボランティア

Ｓ

福岡県麻薬・覚醒剤乱用防止月間

日までは︑平

▼青年海外協力隊

月

よび危険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

アジア︑アフリカ︑中南米︑大洋

月１日︵水︶

１〜２年間

カ国

罪の誘因となるなど︑周りの人の生

派遣期間

州︑中東地域の約

﹁薬物乱用は﹃ダメ︒ゼッタイ︒﹄﹂

募集期限

活にも害を及ぼします︒
を合い言葉に︑薬物乱用を絶対に許
福岡県保健医療介護部 薬務課 麻薬係

☎０９３︵６７１︶６３１１

まで

☎０９２︵６４３︶３２８７

さない社会環境をつくりましょう︒

11

16

10 10

10
メリットがあります︒

い機会です︒ぜひご利用ください︒

)

00 29

in

11

52

22

月１日から

年福岡県麻薬・覚醒剤乱用防止

30

麻薬︑覚醒剤︑大麻︑シンナーお

月間です︒

成

11

〜薬物乱用は﹁ダメ︒ゼッタイ︒﹂〜

☎０９２︵７２２︶４１３１

会場 福岡ビル９階 福(岡市中央区
福岡県司法書士会事務局

定員
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入札結果（8 月分）
入札日：平成29年8月9日
【下水道課】
●椎田処理区管渠築造工事（8-2工区）（築上町大字湊 地内）
・落札金額：23,750,000円
・工
期：平成29年8月17日〜平成29年12月28日
・落札業者：野中建設 株式会社
●椎田処理区管渠築造工事（8-6工区）（築上町大字椎田 地内）
・落札金額：18,200,000円
・工
期：平成29年8月17日〜平成29年12月5日
・落札業者：有限会社 アルテック・サンスイ
●椎田処理区管渠築造工事（8-7工区）（築上町大字椎田 地内）
・落札金額：24,450,000円
・工
期：平成29年8月18日〜平成29年11月26日
・落札業者：日豊建設 株式会社
【建設課】
●高塚56号線道路改良舗装工事（築上町大字高塚 地内）
・落札金額：24,120,000円
・工
期：平成29年8月17日〜平成30年2月5日
・落札業者：宮野建設 株式会社
●西八田52号線道路改良舗装工事（築上町大字西八田 地内）
・落札金額：19,570,000円
・工
期：平成29年8月17日〜平成30年1月25日
・落札業者：有限会社 成吉組
●広域農道（岩丸〜上ノ河内間）草刈業務委託
（築上町大字岩丸外 地内）
・落札金額：887,000円
・履行期間：平成29年8月16日〜平成29年9月14日
・落札業者：垣根建設
●築城上別府線道路改良舗装工事（築上町大字安武、上別府 地内）
・落札金額：12,740,000円
・工
期：平成29年8月18日〜平成30年3月20日
・落札業者：吉久建設
●広域農道（下深野〜岩丸間）草刈業務委託
（築上町大字下深野外 地内）
・落札金額：1,285,000円
・履行期間：平成29年8月18日〜平成29年9月21日
・落札業者：有限会社 平田産建
●日奈古3号線実施設計業務委託（築上町大字日奈古 地内）
・落札金額：10,100,000円
・履行期間：平成29年8月10日〜平成30年2月23日
・落札業者：周防測量設計 有限会社
●袈裟丸小山田線実施設計業務委託（築上町大字下香楽 地内）
・落札金額：6,600,000円
・履行期間：平成29年8月16日〜平成30年2月23日
・落札業者：株式会社 アスク設計 椎田営業所
●小山田28号線不動産鑑定業務委託（築上町大字小山田 地内）
・落札金額：340,000円
・履行期間：平成29年8月17日〜平成29年10月5日
・落札業者：ランド鑑定設計
●下別府船迫線不動産鑑定業務委託（築上町大字下別府 地内）
・落札金額：350,000円
・履行期間：平成29年8月17日〜平成29年12月26日
・落札業者：ランド鑑定設計
●築城3号線不動産鑑定業務委託（築上町大字下別府、築城 地内）
・落札金額：270,000円
・履行期間：平成29年8月17日〜平成29年10月5日
・落札業者：ランド鑑定設計
●松丸17号線不動産鑑定業務委託（築上町大字松丸 地内）
・落札金額：310,000円
・履行期間：平成29年8月17日〜平成29年10月5日
・落札業者：ランド鑑定設計
【学校教育課】
●築上町立葛城小学校空調機器設置工事
（築上町大字水原77番地 地内）
・落札金額：17,530,000円
・工
期：平成29年8月18日〜平成29年11月30日
・落札業者：宮西設備 株式会社
●築上町立小原小学校空調機器設置工事
（築上町大字小原15番地 地内）
・落札金額：3,500,000円
・工
期：平成29年8月17日〜平成29年11月30日
・落札業者：有限会社 柏木電気商会
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●築上町立葛城小学校外1校空調機器設置工事監理業務
委託（築上町大字水原77番地外1 地内）
・落札金額：930,000円
・履行期間：平成29年8月17日〜平成29年12月8日
・落札業者：シン建築設計事務所
【財政課】
●築上町庁舎移転に伴うFM局補償算定業務委託
（築上町大字椎田891番地3 地内）
・落札金額：1,400,000円
・履行期間：平成29年8月17日〜平成29年12月25日
・落札業者：大和不動産鑑定 株式会社 北九州支社
入札日：平成29年8月24日
【産業課】
●平成29年度荒廃森林再生事業業務委託（築上町 地内）
・落札金額：3,470,000円
・履行期間：平成29年8月28日〜平成29年10月31日
・落札業者：築上測量設計
【総務課】
●水槽付消防ポンプ自動車購入（築上町大字水原 地内）
・落札金額：30,800,000円
・納
期：平成29年9月7日〜平成30年3月30日
・落札業者：愛知ポンプ工業 株式会社 北九州営業所
入札日：平成29年8月31日
【建設課】
●寒田6号線実施設計業務委託（築上町大字寒田 地内）
・落札金額：6,800,000円
・履行期間：平成29年9月1日〜平成30年3月30日
・落札業者：有限会社 松本コンサルタント
●越路線外２地質・土質等調査業務委託
（築上町大字町内一円 地内）
・落札金額：2,050,000円
・履行期間：平成29年9月1日〜平成29年10月20日
・落札業者：ひびき測量設計
●伝法寺金敷線外２地質・土質等調査業務委託
（築上町大字町内一円 地内）
・落札金額：2,900,000円
・履行期間：平成29年9月4日〜平成29年10月20日
・落札業者：築上測量設計
●荒谷地区急傾斜地実施設計業務委託
（築上町大字上香楽 地内）
・落札金額：6,470,000円
・履行期間：平成29年9月5日〜平成30年2月28日
・落札業者：大成ジオテック 株式会社 福岡支店
【下水道課】
●椎田浄化センター場内配管工事（築上町大字湊 地内）
・落札金額：5,590,000円
・工
期：平成29年9月8日〜平成29年11月26日
・落札業者：株式会社 九電工
【総務課】
●築上町防災情報システム整備基本設計業務委託
（築上町大字椎田891番地2外 地内）
・落札金額：4,500,000円
・履行期間：平成29年9月7日〜平成30年3月15日
・落札業者：フコク電興 株式会社
【生涯学習課】
●築上町築城海洋センター艇庫改修工事設計業務委託
（築上町大字安武1356番地6 地内）
・落札金額：480,000円
・履行期間：平成29年9月7日〜平成29年11月6日
・落札業者：有限会社 杉設計
【学校教育課】
●蛍光灯器具等PCB含有量調査業務委託
（築上町大字湊150番地外9 地内）
・落札金額：700,000円
・履行期間：平成29年9月7日〜平成29年11月6日
・落札業者：有限会社 柏木電気商会

犬の登録
狂犬病の予防注射は
お済みですか？
環境課

登録や狂犬病の予防注射は必要なの？
狂犬病は、人を含む全ての哺乳類が感染し、有効

環境係（支所内線152）

犬の登録ってどこでできるの？
築城支所

環境課または本庁

な治療法がないため、ほぼ助からない病気ですが、

できます。

能です。そのため、狂犬病を予防する観点から犬の

金属性の札をお渡しします。

発病前にワクチンを接種することで、防ぐことが可
登録や年に1回の狂犬病予防注射が法律で義務付け
られています。

また、鑑札・狂犬病注射済票の着用も法律で義務

づけられています。迷子札の代わりにもなりますの
で、必ず首輪に着けてください。
首輪に
着けてね

住民課で手続きが

登録手続き後、鑑札という登録番号が記載された
■登録料

3,000円／1頭

狂犬病の予防注射はどこでできるの？
お近くの動物病院または町が４月に行う集団予防

注射で受けることができます。

病院で注射を受けた場合は、証明書をもって環境

課または住民課窓口で狂犬病注射済票の交付を受け
てください。

■注射済票交付手数料

550円／1頭

飼犬が逃げた時・犬を保護した時はご連絡を！！
飼犬が逃げた時・犬を保護した時は、豊前警察
署、京築保健福祉環境事務所、築上町役場（環境
課）の 3 か所すべてに連絡してください。
■連絡先
▶ 築城支所 環境課 ☎
（52）0001
▶ 豊前警察署 ☎0979（82）0110
▶ 京築保健福祉環境事務所 ☎
（23）2245
■伝えること
▶ いなくなった日時・場所
▶ 犬の種類・毛色・性別・名前・その他特徴
▶ 首輪の有無および色・鑑札および注射済票の
有無等

逃げた犬が抑留された場合、抑留された日の翌
日から 6 日間が抑留期間となります。期日を過ぎ
ても飼い主が見つからなかった場合、愛護団体に
引き取られる犬もいますが、残念ながら殺処分と
なる犬も多くいます。
抑留されている犬がいる場合は、本庁および築
城支所の屋外掲示板に掲示していますのでご確認
ください。
そのうち帰ってくるだろう
と様子を見る前に．．．
すぐ連絡してね！！
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まっぷる 九州ベストプラン

宮辻薬東宮

宮部 みゆき他（著）

昭文社（編）

広い九州を、テーマや目的に合わせて遊
べるプランをイイトコどりに紹介。各プ
ランを組み合わせて、旅を自分好みにカ
スタマイズすることもできます。

宮部みゆきさんの書き下ろし短編を辻村
さんが読み、短編を書き下ろす。その辻
村さんの短編を薬丸さんが…2年の歳月
をかけて“つないだ”ミステリー。

キワさんのたまご

きみも こねこなの ?

エズラ・ジャック キーツ（著）

宇佐美 牧子（著）藤原 ヒロコ（絵）

築上町図書館 ☎（56）5171
開館時間 9：00〜17：30
★10月の休館日…3・10・17・24・31日★
日

月

8

9 10 11 12 13 14

1

2

火

3

水

4

木

5

金

6

土

7

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ブックスタートボランティア

募集！

キワさんのたまごは、絶品らしい。両親
のために、たまご焼きづくりを計画する
サトシ。でも、キワさんのたまごをゆ
ずってもらうには、ある条件があった…。
（小学校中学年〜）

こねこたちのところへ、こいぬがやって
きました。「きみもこねこなの ?」と、
きかれたこいぬは「えっと…そう !」と、
こたえます。こいぬはこねこになりきっ
て…。（3 歳〜）

【ブックリサイクル開催のお知らせ！】
築上町図書館では、「読書週間」（10月
27日〜11月9日）に合わせて、築上町図書館
内で図書館定期購読雑誌の一部をブックリサ
イクルします。
対象の雑誌は2016年１月〜2016年12月
までの雑誌の一部となります。
お一人3冊までお持ち帰りいただけます。
なお、なくなり次第、終了いたします。
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チケット発売中
コマーレ ☎︵５６︶１７７７

10月27日（金）午前9時〜

広告欄

ブックスタートは、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絵本を手渡す
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。
次回のブックスタート：
10 月 3 日
11 月 7 日

築上町教育委員会では、利用者が水に慣れ親しむ

とともに、水の事故防止を目的とした事業を行って
います。今年度取り組んだ事業をご紹介します。

水辺の安全教室
町内小学生を対象に海洋センター事業の一環とし
て、今年度は、葛城・築城・椎田・八津田・上城井
小学校で水辺の安全教室を開催しました。
着衣泳・ペットボトル浮遊体験・カヌー乗艇体験
等を行い、児童の楽しそうに学ぶ姿が見られました。

築上町海洋セ
ンター
事業紹介
築上町海洋クラブ
7月17日〜8月29日（主に毎週水・土曜日）、築
城海洋センターで開催された築上町海洋クラブに、
町内在住の小学4〜6年生までの児童21名が参加し
ました。
初日は、器材の説明、水辺の安全教室などを行い、
2日目からは本格的に練習を行った結果、8月26日
に開催された福岡県B&Gスポーツ大会で優秀な成績
を収めることができました。（カヌー競技3位、
ローボート競技 男子の部1・2・3位 女子の部1位、
OPヨットの部2位）
今年は、最終日に苅田海上保安署の仕事見学に行
き、巡視船の乗艇体験等を行い、閉校式では、クラ
ブ員に修了証を授与しました。
今年度も、多くの方の協力により開催する事がで
きました。築上町スポーツ推進委員の皆さん、築上
町海洋クラブ関係者の皆さん、ありがとうございま
した。

親子水泳教室
7月24日〜8月28日（毎週月曜日）の全4回親子
水泳教室を開催し、3組の親子が参加しました。
インストラクター
の指導により、参加
者の楽しそうな姿が
見られました。

少年少女カッパ教室
7月27日〜8月2日までの間で全4回少年少女カッ
パ教室を開催し、低学年、高学年合わせて35名の小
学生が参加しました。
インストラクター
の指導により、児童
の楽しそうに水に慣
れ親しむ姿が見られ
ました。
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障がいのある方が水に親しみ、スポーツの楽しさ

を体験できる教室を開催しました。

障がい者スポ

ーツ教室

築上町教育委員会では、昨年度から障がい者スポ

ーツ事業に取り組んでおり、県内でも数少ない取り
組みで、来年度以降も継続的に事業を展開していき
たいと考えています。

知的障がい者水泳教室
7月24日〜8月28日（毎週月曜日）の全4回、築城
海洋センタープールで、専門指導員の指導により知
的障がい者水泳教室を開催しました。
参加者は昨年度も参加しており、今年は２回目と
いうことで、昨年はなかなかできなかった“水に潜る
こと”や“ビート板等を使用
し浮くこと“等が今年はで
きるようになり、参加者
の楽しそうに水に慣れ親
しむ姿が見られました。

障がい者マリンスポーツ体験教室
8月27日、築城海洋センタープールにて、町内在
住の知的障がいのある方を対象に障がい者マリンス
ポーツ体験教室を開催しました。
昨年度から参加されている方、今年初めてカヌー
に乗る方もいましたが、参加者が楽しそうにカヌー
を漕ぐ姿が見られました。
教室の最後には
双子池にて救助艇
乗艇体験を行いま
した。

第４回市町村対抗「福岡駅伝大会」

築上町選抜チーム出場選手を募集します！
■日 時
■場 所
■募集人員
■出場資格

11月19日（日）
筑後広域公園
各区間出場選手および各区間補欠選手（各1名）
▶ 町内在住者（Ｈ29.8.1現在）
▶ 町外者は町内中学校出身者2名まで可
■応募締切 10月6日（金）
■選考方法 大会までの練習や記録をもとに選考
■応募先 ▶ 築城支所 生涯学習課
▶ 築上町体育協会事務局（椎田体育館）
■区間・距離 9区間（30.1km）
▶ 1区（5.1km）一般男子（19歳以上）
▶ 2区（2.3km）中学生女子
▶ 3区（2.7km）シニア（40歳以上）
▶ 4区（2.3km）ジュニア女子（中学1年生〜18歳）
▶ 5区（5.0km）一般男子（19歳以上）
▶ 6区（2.7km）ジュニア男子（中学１年生〜18歳）
▶ 7区（2.3km）一般女子（19歳以上）
▶ 8区（2.7km）中学生男子
▶ 9区（5.0km）一般男子（19歳以上）
生涯学習課
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社会教育係（支所内線261）

海を守る植樹教育事業｢植樹祭｣参加者募集
本事業は、Ｂ&Ｇ財団のモデル事業として 3 年間
開催するもので県内では、築上町・みやこ町・大
任町が指定を受け実施しています。
今年度が事業 3 年目として、1 年目に拾ったど
んぐりから育った苗を使用し、「植樹祭」を開催し
ます。
■日 時 11 月 11 日（土）
9：00 〜 12：00 （受付 8：30 〜）
■場 所 船迫窯跡公園
■対象者 町内在住者
■参加費 無料
■申込期間 10 月 16 日（月）〜 11 月 2 日（木）
■定 員 100 名（先着順）
生涯学習課

海洋センター係（支所内線 261）

次世代思春期保健教室

一緒に学びませんか？「多様な性」
築上町では、町内小学校の６年生を対象に、楽しく

住民課 健康増進係
保健センターチアフルついき
☎（５２）０００１
（支所内線711・712）

生き生きと性（生）といのちについて学習する「次世
代思春期保健教室」を実施しています。

今年も、「多様な性」をテーマに、保護者の皆さん

をはじめ地域の方も一緒に学べる教室を開催します。
「多様な性ってなに？」「LGBTQってなに？」

一人ひとりが自分らしく生きられるよう、まずは多様
な性を知ることから始めてみませんか。お子さんと話
し合うきっかけになれば幸いです。
■日
■場
■内
■講

時

10月13日（金）13：40〜15：10

容

Like a

所

チアフルついき

Rainbow〜虹のように〜

「LGBTQ：多様な性」のお話

師

石﨑 杏理

さん

いしざき あんり

◇石﨑 杏理 さんプロフィール
元福岡市小学校教員。当事者として、仲間と多
様な性の子ども、若者をサポートする「FRENS」を
福岡で設立。電話相談や学校での授業、大人向けの
講演など精力的に活動中。

40〜74歳までの国民健康保険加入者の方へ

特定健診は「協力医療機関」でも受けられます。
■実施期間

12月30日（土）まで

＊医療機関の開院日・時間に限ります。

＊行橋市・みやこ町・苅田町の医療機関の場合、なる

生活習慣病などで、すでに医療機関
を受診している方でも、特定健診を
受けることができます。
まずは、かかりつけの医療機関の医
師にご相談ください。

べく10月末までに受診してください。インフルエ

ンザ予防接種で混雑が予想されるためご協力をお願
いします。

40歳から74歳までの国民健康保険加入者

▶尿検査

肺がん検診

■料

金

無料（特定健診項目のみ）

■受診できる医療機関

▶ 京築管内の医療機関

＊協力医療機関であるかどうかは、各医療機関にお尋
ねください。

▶ 豊前築上医師会健康管理所

＊がん検診【肺・大腸・前立腺・子宮・乳】（有料）
と、結核・肝炎検査（無料）が同時受診できます。
※胃がん検診は受けられません

く受診可。

胃透視 ※バリウム検

査

40歳以上

胸部Ｘ線

結核検診 65歳以
上
喀痰検診 40歳以上
※胸部レント

ゲンに追加実

▶血液検査（血糖・脂質・肝機能・腎機能・尿酸・貧血）

＊心電図は、医師の判断により必要な場合のみ実施

方

種類に関係な

大腸がん検診
前立腺がん検診

は、
へご相談くだ 申込み前に保健センター
さい

NEW

①住民課

【免除制度に

30歳代の女性

※妊娠中・授
乳中の方は、
申込み前に
保健センター
へご相談くだ
さい

40歳代の女性（

を受けていない方まで検査

ついて】
※生活保護世
帯・町民税非

健診
費用

便潜血法

血液検査

1,000円

年
１回 約4,200円 1,000円
年
１回 約860円

年
１回 約860円

細胞診

２年に
１回 約3,600円

年

約4,860円
照 １回

実施。裏面参

採血検査

年
１回 約1,700円
年
１回 約1,900円

乳腺エコー検査

※指定日のみ

自己負担額

無料

※免除制度あり

年
に検査キッ
ト
を配布し、
後日回収。 １回 約3,400円

（２日分採取）

マンモグラフィ
50歳以上の女性
※国の指針に
（１方向） ｢視触診｣はHより、
B型・C型
29年度から
実施しません
40歳以上で、今
。
肝炎検査
２方向）

◇受診・手続きの方法

胸部Ｘ線
３日間､痰を採取

受診
頻度

年
１回 約8,000円

施（希望者） ※検診当日

40歳以上
50歳以上の男性

子宮頸がん検診 20歳以上の女性
※妊娠中の方

乳がん検診

のみ）

※免除制度あり

200円
※免除制度あり

無 料

②

400円
700円

築上町 けんしん

行橋局
承 認

NEW

保存版

築城
1096 番地

郵便はがき

料金受取人払

郵便

行橋局
承 認

築上郡築上町大字

築上町保健セ
ンター
チアフルつい
き行

「受診票（水色）
」
「問診票」
「検査セット」
が
自宅に届きます。

「受診券（水色）
」が
自宅に届きます。
→病院へ電話予約

⬅

8 2 4 8
7 9 0

★集団健診の場合
【健診の2週間前
】

★個別健診の場合

検索

面の
日程を確認くださ
い。】

郵便はがき

662
差出有効期間
2017年12月
10日まで

※免除制度あり

1,000円
※免除制度あり

※免除制度あり

ト

パソコン、
スマートフ
ォンからも
申込みでき
ます。

郵便

※免除制度あり

内

かの方法で
お申込みくだ
さい。

申込みはがき

インターネッ

※【申込み期限：裏

料金受取人払

※免除制度あり

２年に 約5,600円 1,300円
※免除制度あり
１回
約3,800円 800円
一生に
１回 約1,800円
のみ

①

500円
400円

ん検診のご案

下記、いずれ

裏面の【記
入例】を参
考に、必要
のうえ、切
事項を記入
手を貼らず
に投函して
ください。

※免除制度あり

✂

▶血圧

※健康保険の

40歳以上

図

（集団健診

【医師判断に
よる追加項目
】
眼底検査
心電図（個
別健診）

✂

▶腹囲

帯の40歳以上の方

胃がん検診

検査内容

【基本検査
項目】
身長・体重
・腹囲・血

圧
30年3月31日
血液検査（
※75歳になる
時点での年齢
血糖・脂質
。 肝機能・腎
方は誕生日前
・
※年度途中で
日まで受診可
機能・尿酸
国保加入され
。
・
た方も受診可
貧血）・尿
です。
能
検査・心電

生活保護世

申込んだ後
は・・・

▶体重

基本健診

若年者健診 20〜39
歳までの

方法

▶身長

平成29年度 築上
町 特定健診・が

検診項目
対 象 者
健診日当日、築上
町国民
特定健診 健康保険に加入し
A. 集団健診 40〜74歳まで ている
の方。
※年齢は、H

B. 個別健診

特定健診・
がん健診の
申込み

■検査項目

✂

＊75歳になる方は、誕生日の前日まで受診できます。

✂

■対象者

8 2 4 8
7 9 0

662
差出有効期間
2017年12月
10日まで

築上郡築上町大字

築城
1096 番地

築上町保健セ
ンター
チアフルつい
き行

無 料

課税世帯の方
は、［事前手続き
は、「課税証明書
］にて料金免
（世帯分）※発行手数料
ご準備の上、
除になります
保健センター
。（当日手続き
200 円必要」又は
チアフルつい
はできません
「診療依頼書
きへおいでく
。）
（生保の方）
ださい。
」「認印」を

※事前手続き

健康増進係へ

「申し込みはがき（広報４月号折込）」

またはインターネット（パソコン・スマートフォ
ン）でお申し込みください。
申込期限

12月5日（火）

②「受診券（薄紫色）」が役場から届きます。

③各自で医療機関等へ健診の予約を行ってください。
④健診当日に窓口で「受診券」と「健康保険証」を提
示してください。
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未然に防ごう、インフルエンザ！

子ども・高齢者対象

予防接種費用を助成します。

子どもインフルエンザ予防接種助成
接種後に腫れたり熱が出るケースもあります。
あくまでも「任意接種」ですので、（特に卵アレルギー
の方は）主治医とよく相談して接種するようにしてください。
■接種期間
10月2日（月）〜平成30年1月31日（水）
■対象者および助成額
対象者
（住民票がある方）

助成額

1才〜小学6年生

3,000円／1回 ＊2回分まで

中学1〜3年生

3,000円／1回 ＊1回分まで

生活保護世帯
(1才〜中学3年生)

全額助成

■町内の契約医療機関
医療機関名
あないクリニック
うえだ内科クリニック
片山医院
古賀整形外科内科医院（10 歳〜）
椎田クリニック
永尾医院
二見医院
宮部病院

電話番号
☎（56）5888
☎（56）0041
☎（52）0505
☎（56）1730
☎（56）0030
☎（52）0502
☎（52）0002
☎（56）0038

＊豊前市・吉富町・上毛町の契約医療機関につい
てはチアフルついきへお問い合わせください。

■助成を受ける方法
●契約医療機関で接種する場合
医療機関の窓口で上記の助成額が差し引かれ
ます。
●契約医療機関以外で接種する場合
いったん全額自己負担をし、保健センターチ
アフルついきで還付（払い戻し）の手続きを
行ってください。
還付申請期限 平成30年3月9日（金）
持参するもの ▶領収書 ▶印鑑 ▶通帳
▶母子手帳または接種済証
▶診療依頼書（生活保護世帯）

＊中学1年生で、1回目の接種時が12歳の場合、
2回目も助成します。（上記「接種期間」内に限る）
■接種時に持参するもの
▶母子手帳 ▶印鑑 ▶乳幼児医療証または子ども医療証
▶診療依頼書（生活保護世帯）

高齢者インフルエンザ予防接種助成
12月中旬までに接種するのが効果的です。体調をみな
がら、早めに接種しましょう。
■接種期間
10月2日（月）〜平成30年1月31日（水）
■助成内容
接種する医療機関の所在地等

■対象者
築上町に住民票がある、65歳以上の方および60〜64歳
までの慢性高度心臓・肺・腎臓・免疫機能不全の方で、
日常生活が極度に制限されるまたはほとんど不可能な方
■接種時に持参するもの
▶被保険者証 ▶診療依頼書（生活保護受給者）
助成内容

町内の医療機関

町外の医療機関

県内の「予防接種広域化事業」
●個人負担1,000円で接種できます。（生活保護受給者は負担なし）
協力登録医療機関
中津市立中津市民病院
●個人負担1,000円を差し引いた額から3,000円を上限に払い戻しをします。
（生活保護受給者は全額払い戻し）
県内の「予防接種広域化事業」 ・接種する２週間前までに保健センターで「予防接種依頼書」の申請手続きを
に協力登録していない、
行ってください。（持参するもの：印鑑・被保険者証）
または、県外の医療機関
・いったん全額自己負担をし、保健センターチアフルついきで還付（払い戻し）
の手続きを行ってください。（持参するもの：領収書・印鑑・予診票・通帳）
還付申請期限：平成30年3月9日（金）
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食進さんの親子料理教室
時

■日

所

■場

■対象者

■参加費

11月5日（日）

チアフルついき

町内在住の小学生と保護者 25組（先着順）
無料

■持ち物

▶エプロン

■申込期限

10月20日（金）

容

■内

▶三角巾（大きめのハンカチ）

▶手ふき用タオル

材料（4人分）
食パン4枚切り ………………………… 2枚
＜肉あん＞
豚ひき肉 …………………………… 150ｇ
玉ねぎ（みじん切り） …………… 1/4個
おろししょうが …………………… 小さじ1
酒 …………………………………… 小さじ2
しょうゆ …………………………… 小さじ１
オイスターソース ………………… 大さじ1/2
こしょう …………………………… 少々
ごま油 ……………………………… 小さじ2
片栗粉 ……………………………… 小さじ2
溶き辛子 ………………………………… 適量
作り方
① 肉あんを作る。ボウルに を合わせ、粘りが出るま
で、手で良く練る。
② 食パンは、耳つきのまま四つ切りにし、耳のない方
から中央に包丁の先を入れ深く切り込みを入れる。
③ ②に①のあんを詰める。
④ 蒸し器に、（7cm角の8枚）クッキングシートを並
べ、その上に１個ずつのせてふたをし、強火で10〜
13分蒸す。
＊蒸し器のふたから水滴がおちないよう、ふたを布
巾で包んでのせる。
⑤ ゆるめに溶いた溶き辛子をつけて食べる。

▶筆記用具

▶上靴

★
★メニュー

《築城地区の食進さんお勧め簡単レシピ》

食パンの肉まん

9：30〜12：30

★食育のお話
★親子で調理実習

★ごはん

菜のブイヤ
★えびと野
ープ
ベース風ス
ンナー炒め
★卵とウイ
ダ
★大根サラ
です。
予
を作る 定

＊アレルギー等ある場合は、申込みの際にお知らせください。

■実施主体

築上町食生活改善推進会

築上町食生活改善推進会事務局

（チアフルついき内）（支所内線711）

気軽に楽しく健康づくり

体操教室に参加しませんか？
■日

時

10月12日（木）

■場

所

チアフルついき

■内

容

■持ち物
■申込期限

10：00〜11：30

誰でも参加できます。
当日参加も大歓迎♪

▶リズム体操

▶脳活性化トレーニング
▶レクレーション
▶タオル

▶飲み物

など

▶運動シューズ

10月10日（火）

運動普及推進員ってなぁ〜に？
運動普及推進会では「運動普及推進員養成講座」
を開催しています。その修了者が「運動普及推進員」
として健康サロンなどに出張し、リズム体操などを
通して体を動かすことの大切さや楽しさを皆さん伝
える活動をしています。
22
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リサイクルプラザ 体験学習講座

オレンジカフェきづき

環境課（支所内線 152）
■ 紙ひものかご作り
日

時

10 月 13 日（金）、20 日（金）
10：00 〜 15：30
持ち物 ▶ はさみ・木工ボンド・鉛筆
・洗濯ばさみ（30 個）
・ものさし（30 ㎝）
▶

福祉課

高齢者福祉係（本庁内線 252）

認知症の方やご家族、介護をされている方
地域の皆さん誰もが集える「オレンジカフェきづき」
築上町農業公園管理棟（アグリパーク）で
毎週木曜日 10：00 〜 15：00 オープン中。

■ EMぼかしづくり
日

時

▶

持ち物

▶

10 月 26 日（木）
10：00 〜 12：00
エプロン

■ 裂織（募集人員：2名）
日

時

▶

持ち物

▶

10 月 10 日（火）、11 日（水）
24 日（火）、25 日（水）
10：00 〜 16：00
毛糸

イベントのお知らせ
●簡単手提げ袋（リバーシブル）
を作りましょう
日
定

時
員

参加費
持ち物

注意事項
●参加費・材料費は実費となります。
●私物の持ち込みはご遠慮ください。

●開催日の３日前までにお申込みください。

時
員

参加費
持ち物

・国民健康保険税（第 4 期）

納期限 10 月 31 日（火）

税金は納期限内に納めましょう。

納税は便利な口座振替をご利用ください。
徴収係（本庁内線 218）

人の動き
前月比

8 月末現在

世帯

18,748
9,095
9,653
8,878

人
人
人
世帯

 8
 7

 1

・築上町文化会館コマーレ
・築上町図書館

・築上町中央公民館

・築上町コミュニティセンター（ソピア）

平成29年10月

15名程度（要予約）
200円

エプロン、三角巾

日

時

対象者
定

員

10月12日（木）・26日（木）
10：00〜12：00

自家用車をお持ちでない方
各8名（要予約・先着順）
＊1人につき月１回まで

申込開始日

申込方法

10月5日（木）

福祉課 高齢者福祉係に直接お越しいた
だくか、電話で申し込み
＊代理申込み不可

＋18

施設の休館日（毎週火曜日）
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10月26日（木）13：00〜14：30

〜メタセの杜でお買い物や自然を楽しみましょう〜

・町県民税（第 3 期）

女

裁縫セット

●お出かけ(買い物支援）イベント

今月の納税

男

300円

サツマイモやチョコを入れて焼きましょう
定

人口

15名程度（要予約）

●おやつ作り（カップケーキ）
日

税務課

10月12日（木）13：00〜14：30

♦自宅まで、バスでの送迎を行います。
利用日の２日前正午までに、ご予約ください。
オレンジカフェ着 10：00 13：00
オレンジカフェ発 13：05 15：00

子育て
にっこり

催
平成29年度
福祉大会」開
婦
寡
子
母
県
「福岡
福岡県母子寡婦福祉連合会
☎092（584）3922

■日

時

11月12日（日）10：30〜15：10
（受付10：00〜）
■場 所 クローバープラザ （春日市）
■参加費 200円／人（資料代）
■募集人数 100名程度（先着順）
■内 容 ▶式典 ▶行政説明（福岡県児童家庭課）
▶講演（12：50〜14：50）
「心がかぜをひくとき“安心感”と自立」
講師：吉村 春生さん
▶活動報告など
＊託児（2〜6才の未就学児）を希望する方は、
10月20日（金）12：00までにご連絡ください。

別支援学校
福岡県立築城特
」を開催します
り
祭
す
ぐ
お
お
「
福岡県立築城特別支援学校
☎（52）3121

■日

時

11月3日（金・祝）9：20〜14：00

■内

容

▶児童生徒作品展示

■場

所

福岡県立築城特別支援学校

▶学習発表

▶生徒・ＰＴＡ作品等販売

▶福祉バザー

＊販売・バザーについては11：35〜

してみませんか？
集します
地域の子育てに参加
成講座の受講生を募
養
員
会
供
提
ー
タ
ン
ト・セ
ファミリー・サポー

福祉課 子育て支援係
（本庁内線 241）

ファミリー・サポート・センターとは？

「子どもを預かってほしい」「ちょっと手助けしてほ
しい」など、育児の応援を受けたい人の援助を行う“提
供会員”になるための研修会を実施します。
提供会員になるには、資格等は不要ですが、合計で24
時間以上の研修の受講が必要です。提供会員としての活
動を希望する方は、ぜひお申込みください。

子育てを会員相互で援助するためのお手伝いをする
組織です。育児の援助を受けたい方と行いたい方が
会員となり、ファミリー・サポート・センターが仲
介して会員同士が支え合います。
■申込方法

■申込期限

■対象者（町内在住で次のすべてに該当する方）
▶ 育児経験や職業経験がある方
▶ 子育て支援の仕事に関心があり、従事を希望する方
■受講料 無料（交通費は町が負担）
■日時等
福岡会場

筑豊会場

筑後会場

お電話にてお申し込みください。
▶

福岡会場（クローバープラザ）10月6日（金）

▶

筑豊会場（公益財団法人 飯塚研究開発機構）

▶

筑後会場（久留米地域職業訓練センター）

11月15日（水）

平成30年1月17日（水）

時間

10月23日(月) 11月30日(木)

2月 1日(木) 10：20〜15：50

10月25日(水) 12月 1日(金)

2月 6日(火) 10：00〜15：20

11月 1日(水) 12月 5日(火)

2月 7日(水)

11月 2日(木) 12月 7日(木)

2月 9日(金) 10：00〜16：50

11月 7日(火) 12月 8日(金)

2月13日(火) 10：00〜15：10

11月21日(火) 12月14日(木)

2月16日(金)

9：50〜17：00

9：30〜17：30

研修内容
基本研修（8科目）

▶子ども・子育て家庭の現状
▶子ども家庭福祉

等

地域保育コース 専門研修 共通科目（12科目）

▶乳幼児の生活と遊び
▶乳幼児の発達と心理

地域保育コース

▶心肺蘇生法

▶グループ討議

専門研修（4科目）

等

▶ファミリー・サポート・センターの事業概要、援助内容

等

＊研修を受講した方は、築上町の提供会員として登録させていただきます。
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築上町児童館からのお知らせ

☎（57）4300
電話予約受付時間 10:00〜17:00

学校教育課 学校教育係
（支所内線 253）

●わらべ歌で遊ぼう

●避難・消火訓練

日 時 ▶10 月 27 日（金）10：30 〜 11：30
場 所 ▶児童館
講 師 ▶京築広域圏豊前消防署西部分署
対象者 ▶未就学児親子（要予約）
申込期限 ▶10 月 20 日（金）
初期消火の方法を
教えていただきます。
消防車や救急車の
見学も予定しています。

お子さんの来年度の就学・進学等に向けて、気にな
ることやお子さんが困っている様子はありませんか？
築上郡教育支援委員会では、お子さんの就学・進学、
心身の発達に関する相談や診断を実施します。
お気軽にご相談ください。
■日 時
■場 所
■申込先

■申込期限

10月27日（金）9：30〜17：00（予定）
築上町役場 築城支所
▶ 学校教育課 学校教育係
▶ 就学先の小中学校
▶ 通所(園)している保育所(園)・幼稚園など
10月11日（水）

開講しました

座）を
築上塾（土曜講

●子育て講演会
「赤ちゃんの発達を促す運動と遊び」
（親子遊びとお話し）
日 時 ▶11 月 2 日（木）10：30 〜 11：30
場 所 ▶築城社会福祉センター
講 師 ▶中島 千鶴子さん（作業療法士・臨床心理士）
対象者 ▶Ｈ28 年 10 月〜Ｈ29 年 4 月生の
お子さんと保護者 10 組（要予約）
持ち物 ▶バスタオル
申込期限 ▶10 月 24 日（火）

ます

相談を実施し

育
教育診断・教

子育て支援センター
日 時 ▶10 月 24 日（火）10：30 〜 11：30
場 所 ▶築城社会福祉センター
講 師 ▶黒田 晴子さん（きらきら星幼稚園副園長）
対象者 ▶未就学児親子（要予約）
持ち物 ▶お茶
申込期限 ▶10 月 16 日（月）

いませんか？

学など悩んで

学や進
お子さんの就

学校教育課 学校教育係
（支所内線 251）

築上町教育委員会では、町内の小学校4年生と中学
校3年生の希望者を対象に、学力向上を目的とした少
人数および習熟度別指導を行う築上塾（土曜講座）を、
月2回開講しています。
今年度は、8月26日に小学校、9月2日に中学校の
開講式と第１回目の講座を行いました。意欲的に学習
する児童生徒の皆さんの頑張りに期待します。

わくわくチャレンジ教室
●遊びの広場
日 時 ▶ 10 月 9 日（月・祝）
13：00 〜 15：30
場 所 ▶ 児童館 工作室
材料費 ▶ ①プラバン 30 円 / 回
②粘土細工 50 〜 150 円 / 回

ひとり親サポートセンター
飯塚ブランチからのお知らせ
☎0948（21）0390
平日 9：00 〜 17：00
＊第 1・3 土曜日、毎週日曜日は
16：00 まで
＊祝日・年末年始は休み
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各種相談

▲開校式の様子

▲講座を受講している中学生

就業支援講習会

●養育費に関する電話相談
●「パソコン・Excel・Word」講習会
期 間 ▶ 11 月 17 日〜 12 月 22 日の
受付時間 ▶ 9：00 〜 17：00（平日）
月・火・金（16 日間）
●ひとり親家庭出張相談会
日 時 ▶ 10 月 25 日（水）
場 所 ▶ 飯塚市立岩公民館
13：00 〜 15：00
定 員 ▶ 10 名（託児あり）
場 所 ▶ 役場本庁 住民相談室
受講料 ▶ 無料（教材費等は自己負担）
●無料弁護士相談（先着４名・要予約） 申込期限 ▶ 10 月 27 日（金）
日 時 ▶ 11 月 15 日（水）
13：00 〜 15：00
場 所 ▶ 宗像市役所

10月24日（火）〜12月24日（日）
船迫窯跡公園 体験学習館

間
所

〜秋の夕暮。虫たちの涼やかな音色を背景に
行われる野外コンサート〜

小倉城下から中津城下まで全長52㎞におよぶ中津
街道は、江戸時代に整備され、昭和13年に現国道
10号線が開通するまで東九州の主要道として使用さ
れてきました。街道とともに歩んできた沿線の歴史
について、主に幕末から明治維新の頃を、残された
史料をもとに概観します。

『筑前琵琶演奏会 幕末維新のころ』
『中津街道と築上町の近代』

●窯跡コンサート2017

●秋の企画展

来年は明治維新から150年の節目の年。開国・武
家政権の終焉といった激動の時代を生きた人々の生
きざまを哀愁漂う筑前琵琶の音色で弾き語ります。
（白虎隊、正調田原坂など）
竹灯篭で照らされるステージ上から響く筑前琵琶
の調べを聴きながら、いにしえの時を過ごしてみま
せんか？

期
場

も人馬を提供する﹁本宿﹂があり︑椎
田宿は後者でした︒椎田宿には郡奉行
の役宅が置かれ︑街道沿いの城井川河
口には藩の御蔵所が設置される等︑江
戸時代を通して築城郡の中心でした︒
福岡藩の儒学者貝原益軒や日本地図を
作った伊能忠敬も中津街道椎田宿で宿
泊しています︒
また︑明治十年︵一八七七︶の西南
戦争の際は︑築城郡︑上毛郡および大
分県北部から徴兵された官軍兵士達も
中津街道を北上し︑小倉歩兵第十四連
隊の置かれた小倉城に向かいました︒
県道椎田勝山線と国道が交わる箇所の
すぐ南側には明治二十五年 一(八九二 )
に設置された里程標が現存しています︒
江戸時代から昭和初期まで交通の大動
脈として活躍した中津街道でしたが︑
昭和十三年︵一九三八︶の現国道十号
線の開通でその大きな役目を終えまし
た︒町内では今も当時の面影を偲ぶこ
とができます︒
︵文化財保護係 馬場克幸︶

（一部加工を施しています。原図は歴史民俗
資料館でご覧いただけます。）

11月18日（土）
17：00〜18：30（予定）
船迫窯跡公園 古代復元工房建物
筑前琵琶保存会
無料

場 所
出演者
料 金

☎（52）3771
問 船迫窯跡公園

船迫窯跡公園からのお知らせ

時

日

時 9:00〜17:00
料 無料
休 毎週月曜日

第七十四回 中津街道
中津街道は小倉城下の常盤橋から中
津城下までを周防灘沿岸に沿って結ぶ
全長五十二㎞の主要道です︒
関ヶ原合戦後︑豊前一国と豊後二郡
︵国東郡・速見郡︶を治めた細川忠興
は元和六年︵一六二〇︶に家督を三男
の忠利に譲り中津城に入りました︒中
津街道沿いの仲津郡︑京都郡︑築城郡
に築かれた﹁御茶屋﹂は大名が外出や
旅行の際に休憩・宿泊する施設ですが︑
当初は主に隠居した忠興が鷹狩︵鷹を
使った猟︶の際に休憩するためや遊興
の際に使用されました︒三十六町︵約
四㎞︶ごとに一里塚を築き︑桜を植え
たのもこの頃のことです︒写真は幕末
の築城郡の様子を描いた絵図のうち︑
中津街道椎田宿周辺︵二口の道標〜金
富神社︶を拡大したものです︒椎田宿
入口に一里塚があり︑桜の木らしきも
のが植えられています︒
また︑街道の分岐点に道標が設置さ
れました︒絵図には宇留津二口と西高
塚の道標が描かれ︑同地に現存します︒
中津街道が本格的に整備されたのは細
川氏に次いで︑小笠原氏が小倉に入っ
てからの寛文年間︵一六六一 ―
一六七
三︶以降のことです︒七ヶ所に宿駅が
整備され︑人馬継立︵荷物を運ぶ作業
員や馬の交代業務︶を行いました︒宿
駅には小倉藩の用に限って前記業務を
行う﹁半宿﹂と幕府・他藩などの用に
▲幕末の中津街道椎田宿周辺

＊夕暮後は寒くなることが予想されますので、防寒
着を準備のうえ、ご参加ください。
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旧藏内邸からのお知らせ

休 毎週水曜日

料 一般（高校生以上）300円/小中学生100円

時 9:30〜16:30

●企画展

問 旧藏内邸

☎（52）2530

●秋のイベント「庭園鑑賞会」

「きんからの世界展〜百年の時を超え、よみがえる」
旧藏内邸の貴重な壁紙「金唐革紙」の復元に携わ

った上田 尚さん（国選定保存技術者）が製作した金

庭園の見方、見どころ、建築や煎茶との関係

を専門家の案内で知り、庭を楽しみます。

唐革紙の額絵等を多数展示します。
期

間

12月5日（火）まで

料

金

旧藏内邸の通常料金で入館できます。

場

所

旧藏内邸

宝蔵

日

時

11月4日（土）13：00〜16：00

講

師

▶

場

所

旧藏内邸

矢ヶ崎 善太郎さん（京都工芸繊維大学准教授）

【建築史・伝統建築学・意匠】
▶

仲 隆裕さん（京都造形芸術大学教授）

【庭園史・文化財庭園保存修復】

定
料
お詫びと訂正
広報ちくじょう 9 月号で、「きんからの世界展」開催期間
に誤りがありました。正しくは上記のとおりです。
お詫びして訂正いたします。

●秋のイベント「十三夜

観月音楽会」

十三夜の月と灯籠の灯かりの夜の庭園を、二胡の
調べでお楽しみください。
日

場
出

時

11月1日（水）18：30（開場17：00）
＊前売券が必要です。
＊休館日のため、申込者のみ入場可。
旧藏内邸

所
演
◇二胡演奏
劉 福君
◇伴奏
月岡 翔生子（ピアノ）
丹羽 肇（ベース）
定 員 90名（全自由席）
前売券販売場所 旧藏内邸、築城支所 生涯学習課
料 金 1,000円（入館料込み）
共 催 福岡県市町村名勝庭園協議会
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員
金

申込方法
申込先
共

催

100名（先着順）
300円（入館料）

事前にお電話でお申込みください。

生涯学習課 文化財保護係 ☎（52）3771
福岡県市町村名勝庭園協議会

TOPICS
船迫窯跡公園で
アクセサリーづくりに挑戦
8月20日、船迫窯跡公園でアクセサリーづ
くりのイベントが開催され、30名が参加。
県内で採取した滑石という古代から使用さ
れてきた石を紙ヤスリで削り、いろいろな形
に仕上げていました。
自然石なので硬いものや軟らかいものなど
さまざまで、なかなか削れず苦労している方
もいましたが、完成後はみなさんご満悦のよ
うでした。

◀石の形を整えたら、耐水
ペーパーで磨いて完成
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S port( スポーツ )
築上町メタセの杜パークゴルフ協会
▶

第11回 葉月大会結果
男子

女子・シニア

勝

渡辺 清巳

伊藤 泰彦

準優勝

繁永 五郎

山口 秀子

３

古谷 正明

水取 斌志

優

位

第12回 築上町民ソフトテニス大会
▶ 男子Ａ

優 勝／吉元・白橋（築上クラブ）
準優勝／山下・福田（築上クラブ）
３ 位／有田・原本（築上西高）
大倉・長部（築上クラブ）

▶ 男子Ｂ

優 勝／田中・山本（椎田中学）
準優勝／川崎・岡部（椎田中学）
３ 位／篠田・松尾（椎田中学）
宮下・有吉（築城中学）

▶ 女子Ａ

優 勝／浜内・久本（築上クラブ）
準優勝／松尾・佐々木（高専・青豊高）

▶ 女子Ｂ

優 勝／上野・稙田（椎田中学）
準優勝／塩田・田中（築城中学）
３ 位／有吉・佐野（築城中学）
春本・安東（椎田中学）

築上町卓球部 第3回部内大会（6月27日）
Aパート

Bパート

勝

南 健治

竹本 孝文

準優勝

町田 豪

岡 廣次

優

３

位

茂呂田 忍 副島 貞夫

ダブルス

茂呂田 忍
岡 廣次
有浦 健一
中嶋 博三
宮澤 洋一
竹本 孝文

第11回 築上町自治会対抗ソフトボール大会結果
（9月10日 サン・スポーツランド浜の宮グラウンド）
▶

Ａパート

優 勝／椎田西
準優勝／宇留津

広告欄

2017年度

▲椎田西
▶

Ｂパート

見学随時OK!
男・女会員募集中！
入会金無料

優 勝／袈裟丸・安武町
準優勝／水原

ベストボディジャパン
福岡大会
ケイチクジム出身
林 幸希選手

こうき
●グランプリ/フォトジェニック賞
獲得

住所：築上町有安505-3
☎ （56）5704

営業時間：9:30〜22:15
休日：日曜日・祝日

アットホームなスポーツジム
▲袈裟丸・安武町
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まちの

活躍
びと

投稿のひろば
★そば打ち体験教室
日

時

10月21日（土）、11月18日（土）

場

所

小原農事集落センター

会

費

持ち物

鳥養

10：00〜15：00

1,100円（試食あり）

エプロン、手拭タオル、三角巾、パック
☎090（6917）5744

★ユニバのあそびバ 入場無料

祝 100歳！おめでとうございます
9月1日に、100歳を迎えられた杉本道春さん

（下築城）を町長が訪問し、お祝い状と記念品を渡
しました。

杉本さんは毎朝、新聞を裸眼で読むそうです。ま

た、好き嫌いなく何でもよく食べるそうで、それも
長寿の秘訣かもしれませんね。「皆さんのおかげで
す」と、奥様の節子さんと一緒に感謝と喜びの言葉
を述べました。

ハンドメイド作品の販売等、ワークショップ、
飲食・癒しブースなど盛りだくさん！美フレッ
シュブースでは、女性限定でマッサージが無料♪
ぜひ、ご来場ください。
日 時 11月5日（日）10：00〜15：00
場 所 ユニバーサルホーム行橋店
ドルソーレ北九州との
コラボイベントも♪
▶ ドルソーレminiサッカー教室
▶ マイケル岡本さんのトーク会
＊詳しくは、お問い合わせください。
Facebook［ユニバーサルホーム行橋店］

ユニバーサルホーム
☎（25）1680

広告欄

M

ETASE

no
MORI

行橋店

築上町物産館『メタセの杜』
☎ 0930(52)3828

マルシェ（大型テント前）
フリーマーケット

10月1日(日)・8 日(日) 9:00〜16:00 （雨天中止）

国際交流館

陶工房作品展 アグリ陶工房「出逢いの会」

10月7日(土)〜9 日(月・祝) 10:00〜16:00

ステージイベント
美夜古ロック村 コンサート
10月15日(日) 10:00〜16:00
ハロウィンパーティーinメタセの杜
〜みんなで仮装パーティー！！〜

10月22日(日) 10:00〜15:00
子どもフェスティバル
10月28日(土) 10:00〜12:00（予定）

築上町の保育園・幼稚園の園児による鼓隊演奏他♪

広告欄

青汁には 2 種類の製法があります。
ぎゅ〜っとしぼった

♪
いよ
おいし

加熱乾燥製法
（一般的な青汁）

生しぼり
低温乾燥製法

本物の青汁は
★ビタミン・ミネラル・酵素が活きてる
★栄養の吸収がバツグンに良い！

本気で健康を考える
あなたにおすすめします!

大分県宇佐産
一番刈り大麦若葉
低温乾燥

「血管年齢」

いつでもはかれます。
お気軽にどうぞ♪

試飲できます♪

大田薬品

築上郡築上町東築城302

☎0930-52-1922
大田薬品またはそらいろや 検索

⬅

P

〶

ついき

ローソン
さん

築城駅から徒歩 2 分 駐車場もあります。
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Chikujo calendar
１

2
3
4

休日相談医

行事予定表10月分（10月1日〜11月5日）

渡辺整形外科（豊前市）

☎0979-82-2371

ぶぜん眼科クリニック（豊前市）

☎0979-82-4800

乳児健診【3・4ヵ月児：Ｈ29.5.6〜H29.6.3生、
補聴器相談

7・8ヵ月児：Ｈ29.2月生】 チアフルついき
自愛の家（10：00〜11：00）
ソピア

（13：30〜14：30）
自愛の家（9：30〜15：00）

粗大ごみ収集【西高塚（線路から山側）、東高塚、新開、

5
6
7

法務総合相談

8

休日相談医

保育所運動会
小学校運動会

浜宮、高杉住宅、八津田地区】
ソピア（10：00〜15：00）

休日急患センター

☎0979-82-8820

椎田めぐみ

よしとみ整形外科リウマチ科クリニック（吉富町）
☎0979-25-2225
みぞぐち泌尿器科クリニック（豊前市）☎0979-84-0840

社協心配ごと相談

休日相談医

23
24
25

補聴器相談

片山医院（築上町）

☎52-0505

自愛の家（11：00〜12：00）
ソピア

（9：30〜10：30）

ひとり親家庭相談

本庁

社協心配ごと相談

住民相談室（13：00〜15：00）

自愛の家（9：30〜15：00）

1歳6か月児健診【H28年2月〜3月生】 チアフルついき
可燃性粗大ごみ収集【築城地区】

26
27
28
29

粗大ごみ収集【椎田中（線路から山側）、鬼塚、西角田地区】

特定健診結果説明会

チアフルついき

※要予約

特定健診結果説明会

チアフルついき

※要予約

特定健診結果説明会

中央公民館

休日相談医

※要予約

梶原内科泌尿器科クリニック（豊前市）☎0979-82-2456

30
31
11月１

特定健診結果説明会

チアフルついき

特定健診結果説明会

自愛の家

特定健診結果説明会
補聴器相談

自愛の家

※要予約

※要予約
※要予約

自愛の家（10：00〜11：00）
ソピア

社協心配ごと相談

（13：30〜14：30）

自愛の家（９：３０〜１５：００）

こころの健康相談日 チアフルついき（13：00〜17：00）※要予約

（10：00〜11：00）

自愛の家（9：30〜15：00）

2
3

特定健診結果説明会
特定健診結果説明会
文化の日

チアフルついき

※要予約

チアフルついき

祝 休日相談医

※要予約

清田整形外科医院（豊前市）

保育所運動会
休日相談医

東築城

小林整形外科医院（豊前市）
口腔ガン専門医診療

16
17

椎田東、湊地区、西高塚（線路から海側）】

19
20
21
22

自愛の家（13：00〜14：00）

ひとり親家庭相談 苅田町三原文化会館（13：00〜15：00）

12
13
14
15

粗大ごみ収集【椎田中(線路から海側)、椎田西(線路から海側)、

祝 休日相談医

ソピア

自愛の家（9：30〜15：00）

粗大ごみ収集【椎田西（線路から山側）、椎田南、臼田、葛城地区】

口腔ガン専門医診療

補聴器相談

（11：00〜12：00）

1歳児すくすく教室【H28年10月生まれ】 チアフルついき

上城井
☎0979-82-2502

体育の日

ソピア

自愛の家（10：00〜15：00）

社協心配ごと相談

福間・山びこ・光耀・第一青蓮・第二青蓮

八屋第一診療所（豊前市）

幼稚園運動会

自愛の家（13：00〜14：00）

行政相談

離乳食教室 チアフルついき（10：00〜11：00）※要予約

こころの健康相談日 チアフルついき（13：00〜17：00）※要予約

10
11

補聴器相談

特定健診、がん検診 チアフルついき（8：30〜10：30）※要予約

社協心配ごと相談

9

18

休日急患センター
認知症・介護相談

☎0979-82-2438
☎0979-82-8820

支所 第一会議室（13：30〜15：00）

ちくじょう子ども食堂
築上町社会福祉センター「自愛の家」で
毎月第2・第4金曜日（16:00〜19:30）オープン
親子連れや地域の皆さん、どなたでも大歓迎です。
子ども一人でもOK！一緒に食卓を囲みましょう♪
今月は…
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10月13日(金)・27日(金)

4
5

大川病院（豊前市）
特定健診結果説明会
休日相談医

☎0979-82-3127
☎0979-82-2203

チアフルついき

古賀整形外科内科医院（築上町）

※要予約

☎56-1730

豊前病院（豊前市）

☎0979-82-2309

口腔ガン専門医診療
休日急患センター

特定健診結果説明会

チアフルついき

☎0979-82-8820
※要予約

✚ 豊築休日急患センター（豊前市八屋17764）
☎ 0979-82-8820

診療：日・祝日、8/13〜15（お盆）、12/31〜1/3（年末年始）

内 科 9:00〜22:00
小児科 9:00〜22:00
歯 科 9:00〜17:30

＊休日相談医は「行事予定表」でご確認ください。

築上の
秋を彩る
イベント

第7回

ちくじょう祭り

10月15日

築上の
秋を彩る
イベント

4km・9km・18kmの3コース

築上町農業公園しいだアグリパーク

◇無料巡回シャトルバスを運行します。
（築城駅〜椎田駅〜会場）
NPO法人築上町観光協会

築上の
秋を彩る
イベント

☎（31）0306

もみじウォーキング大会
11月12日

9:30〜16:30

▶築上町観光大使
「冨永裕輔」来場!!
町PRソング『CHIKUJO RAP』
マスコットキャラクターと一緒に
シング＆ダンス!!
▶みんなで踊ろう
「タッタ ダンス」♪
会場のみんなでタンバリンを持って踊ろう!!
簡単なダンスです。踊りはちょっと…という方も
ぜひ参加してくださいね♪
その他、ステージでは、大じゃんけん大会や
伝法寺神楽、園児の出し物など盛りだくさん!!
▶グルメイベント
「Ｃ-１グランプリ」♪
今年は５店舗が、
築上町産食材で料理対決!!
あなたの一票で優勝が決まる!!（チケット500円）
▶体験ブース・展示も多彩!!
「ＳＬ乗車体験」 「ふわふわバルーン」
狙って投げて商品ゲット「ストラックゲット」
楽しく学ぶ交通ルール「豊築交通安全フェスタ」
自衛隊車両・消防車・パトカー「はたらく車展示」

2017

●参加費
大 人 1,500円（買物券1,000円・保険代）
小中学生
500円（買物券 500円・保険代）
＊買物券は、ゴール地点「牧の原キャンプ場」で
開催の「もみじ祭り」で使えます!!
＊「もみじ祭り」の抽選会に無料で参加できます!!
ゼッケン番号が抽選番号。要チェック!!
●申込期限 10月31日（火）
＊申込書は、築上町HPからダウンロード、または
築城支所商工課・本庁企画振興課、メタセの杜
で配布します。

同時開催

城井谷もみじ祭り
In

牧の原キャンプ場

ウォーキング参加者以外の方も、ぜひ、城井谷の
秋をお楽しみください。
▶ステージ♪
カラオケ大会・神楽共演・餅まき
抽選会…ウォーキング参加者以外の方は300円
▶楽しいイベント・出店もい〜っぱい！
ニジマス釣り…11:00〜13:30
美味しい出店で、食欲の秋を満喫!!
NPO法人築上町観光協会 ☎（31）0306
商工課 商工観光係（支所内線183）

第8回

神楽民俗芸能祭

10月29日

10:00〜17:00（開場9:30）

築上町コミュニティセンターソピア
勇壮な舞、伝統的な衣装、心躍らせるお囃子ーー。

町内の民俗芸能を多くの方に知ってもらうとともに、他の

地域との交流や、保存継承の取り組みの契機を目的に、神楽・
楽打が一堂に集まります。ぜひお見逃しなく！

◇臨時駐車場（築城支所）から
無料シャトルバスを運行します。

●町内８つの神楽・楽打が共演

赤幡神楽、寒田神楽、櫟原神楽、伝法寺岩戸神楽、
岩丸神楽、小原神楽、湊金富神楽、安武楽

●特別出演も必見
▶
▶

熊本県阿蘇市 「中江岩戸神楽保存会」
豊前市「三毛門子ども神楽」

企画振興課

企画振興係（本庁内線363）
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身近な情報

心地よい音楽

そして防災

あなたのそばに「まちのラジオ」
No.4
「ラジオの電波を通じて、
地域の人と人をつなぎ、まち
を元気にする」を合言葉にま
ちづくりを応援！地域の情報
をリアルタイムでお届けしま
す。開局18年目を迎え、これ
からもますます内容充実！

んと

ンのみなさ
スターコー
パシャリ☆

順番に、
僕の横から
里さん
三善 由加
役
り代表取締
福田 みど
さん
石川 美和

聞い

てね
〜♪

♢築上タウンインフォメーション

♢ほっとネットラジオ

8:40から生放送中♪

あなたの知っている「声」がラジオから流れます♪
▶ 毎月第4金曜「築上町スポーツ推進委員」出演
▶ 10月からの新コーナー！
毎月第3金曜「自治会紹介」
始まりますよ〜♪

あらかわ かい

荒川

佳ちゃん

はらぐち るいと

原口 瑠人ちゃん

11:00〜14:00(生放送)
17:00〜20:00(再放送)
京築地域に密着した幅広い情報を
スタジオゲスト、電話インタビュー、
取材など旬な声でお届け。バラエティ
ーあふれる音楽とともにどうぞ♪

かじたに み ゆ

１歳のお子さんの写真を

掲載しませんか？

梶谷 実結ちゃん

総務課 情報電算係

（本庁内線334）

kouhou@town.chikujo.lg.jp

築上町に在住の１歳（誕生日は

問いません）のお子さんの写真を
かわぞえ り あ な

おくりゅうすけ

か く ま さと

川添 莉彩夏ちゃん

奥 琉輔ちゃん

加来 真聡ちゃん

大募集！メールでの申し込みは、
件名を「１歳写真」とし、

①お子さんの氏名（ふりがな）
②保護者の氏名
③ご住所

④電話番号

をご記入のうえ、写真データを
送信してください。
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まちの

企業紹介

新連載
知っているようで知らない⁉
まちの企業を見てみよう!!

製造業編

広報ちくじょう10月号

社会と環境に調和した技術で
「喜びと安心」を世界の人々へ

株式会社ミツバロジスティクス
九州事業部
所在地
代表者
従業員
設 立

▲アグリパーク（湊）近くの立地

No.155

▲安全・品質確保を最優先に
作業にあたります

Interview

取締役

相良 好徳 さん

築上町の URL
http://www.town.chikujo.jp/
master@town.chikujo.lg.jp

「自然の多いこの町での
生活が一番」と話す相良さ
んは築上町のご出身。昨年度から九州事業部の
取締役に就任しました。出張で北九州空港から
関東へ行き来する多忙な日々ですが、休日は陸
上競技に取り組むなどとてもアクティブ。
「今
後、新たな業務を導入し事業拡大していきたい
と考えています。近年は人手不足で海外からの
雇用も増えました。町の皆さんにもっと会社を
知ってもらい、ぜひ一緒に働いて欲しいと思っ
ています。どうぞ、気軽にお立ち寄りください」
とメッセージをいただきました。

商工課

11月3日（金・祝）
開場 9：30

築上町大字湊1067-24
取締役 相良 好徳
67人（グループ 約250人）
昭和52年

インタビュー

湊の約３千８百坪の敷地に事務所や工場、倉庫など
を構える ( 株 ) ミツバロジスティクス九州事業部。社
名にある「ロジスティクス」とは、市場のニーズに合わ
せて調達・生産・供給を行う物流の仕組みのことで、
アジアに近い地の利を生かし、品質・価格・納期にこ
だわった“ものづくり”に取り組んでいます。
主に、自動車部品の組み立て、輸入品や電子部品の
検査、再梱包などの業務を手がけ、自動車のフロント
ワイパーを年間約１７０万台生産。日産、ダイハツ、マ
ツダ、三菱など西日本エリアの各自動車メーカーを対
象に幅広い業務を提供しています。
また、社員や家族、地域の方々が楽しく触れ合える
場として「感謝祭」を開催するなど、地域と協調し、そ
の発展に貢献する企業を目指しています。

開会
行事

文化会館コマーレ
式典 10：00〜10：20

企業立地係（支所内線181）

築上町民文

＜催し物部門＞

文化会館コマーレ

コミュニティセンターソピア

▶自治会・各種団体発表会

▶お茶席

発行：築上町役場 総務課 情報電算係
☎（56）0300（本庁内線 334）
印刷：平和印刷工業社

コミュニティセンターソピア
▶文化協会
（築城支部）発表会

11 月 5 日（日）

9:00〜16:00

化祭

11月3日〜

＜ステージ部門＞
11 月 3 日（金・祝） 10:30〜13:30
▶文化協会
（椎田支部）発表会
11 月 5 日（日）
13:00〜16:00

No.1

5日

11 月 3 日（金・祝）・4 日（土） 10:00〜16:00

中央公民館

＊4 日（土）は 15 時まで

▶仕舞・謡曲（和室

1・2）
11 月 3 日（金・祝） 10:00〜15:00
▶お茶席（和室 1・2）
11 月 4 日（土）
10:00〜16:00

＜展示部門＞
コミュニティセンターソピア
▶築城地区の展示

文化協会築城支部、築城地区自治会、小学校、保育所、福祉施設
11 月 3 日（金・祝）〜4 日（土） 10:00〜16:30 ＊4 日（土）は 16 時まで

中央公民館

▶椎田地区の展示

文化協会椎田支部、椎田地区自治会、小学校、保育所、幼稚園、郷土誌会、町民大学
11 月 3 日（金・祝）〜5 日（日） 10:00〜16:30 ＊5 日（日）は 16 時まで

文化会館コマーレ

▶文化協会椎田支部、
JA

福岡京築女性部、福祉施設
11 月 3 日（金・祝）〜5 日（日） 10:00〜17:30

＊5 日（日）は 16 時まで

