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広報
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ちくじょう

築上町
No.１５6

主な内容

P2-3 私たちが出す「ごみ」の行方
P6-7 京築地区合同公売会

築上町図書館（文化会館コマーレ内）〜何読んでるの？小声でひそひそ。静けさのなか読書にふける秋〜

私たちが出したごみはどうなるの？

ごみの行方
指定の曜日に回収され︑
運ばれていく︑
私たちが出す﹁ごみ﹂︒
その後︑
どう処理されていくのか︑﹁ごみ﹂
の行方を追いました︒

正しく分別し、収集日の
7:30 までに指定の場所へ
お願いします。

ビン

﹁ごみ﹂の中には
﹁宝﹂がどっさり！
増え続ける﹁ごみ﹂の中には︑実は﹁宝﹂
が眠っています︒ただ捨ててしまうのは︑
大切な資源も一緒に捨てていることに
なります︒築上町清掃センター﹁ウィズ
アース﹂では︑さまざまな設備や方法を
用いて︑町内の約８千９００世帯から毎
日出されるごみの中から﹁宝﹂を選別し
たり︑再資源化することで︑地球環境の
保全︑省エネルギーに貢献しています︒

回収されたびんはいったん
受入ヤードに集められます。

すべて手作業で色ごとに分別。

回収された缶はいったん
受入ヤードに集められます。

飲料用以外の缶を手作業で
除去。

回収されたごみはいったん
受入ヤードに集められます。
機械故障の原因になりそう
なものを手作業で仕分け。

回収されたごみはいったん
ごみピットに集められます。
クレーンを操作し、ごみ固形
燃料化プラントへ。

築上町の﹁ごみ処理﹂事情
﹁ウ ィ ズ ア ー ス﹂の 主 な 施 設 と し て︑
可燃系ごみ処理を行うＲＤＦ施設︵固形
燃料化施設︶︑不燃系ごみ・粗大ごみ処
理を行うリサイクル施設があります︒こ
れらは﹁中間処理施設﹂と呼ばれ︑ごみの
減量・選別・無害化などを行っています︒
どうしても処理できず残ってしまった
ごみは︑清掃センター内の最終処分場に
埋め立てることになります︒

ごみ
燃える

その他

缶

２
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生ゴミの約半分は水分です。捨てる前に水分をよ
く切り、小さい袋に入れるなどして、指定のごみ
袋から水分が漏れないようお願いします。
＊生ごみ処理機の購入費用補助金制度もあります
のでご利用ください。

◇長いものは 30cm 未満に切ってごみ袋へ
◇紙おむつは汚物を取り除く

可燃ごみの袋に、金属類は絶対に
入れないでください。

23

一人ひとりが︑できることから

◇生ゴミの水切りにご協力ください

最終処分場をできるだけ長くもたせ
ること︑施設の修繕費をできる限り抑え
ることが︑築上町のごみ処理の今後の課
題 で す︒正 し く ご み を 分 別 す る こ と は︑
﹁宝﹂である資源の選別をスムーズにし︑
施設を延命化させることにつながりま
す︒また︑使い捨て商品の使用を控える︑
コンポストで生ごみを減らすなど︑一人
ひとりが生活のなかでできる工夫をす
ることで︑全体としてごみの減量化につ
ながります︒
﹁リサイクルプラザ﹂では︑ＥＭぼかし
作りなど楽しみながらごみの減量化に
つながる体験学習講座を開催していま
す︒ぜひ一度︑覗いてみてください︒
︵本紙Ｐ 参照︶

可燃ごみの出し方

缶・ビンの出し方
◇ビンの洗浄にご協力ください
食べ残したものを取り除き、汚れがひどいものは水
洗いをしてください。

◇缶は潰すときは軽く
「ぺったんこ」に平らに潰すと、
処分工程上、まとめにくくなり
ますのでご協力を願いします。

○

×

草・木の出し方
◇ゴミ袋(可燃)で捨てられるもの
▶
▶

草 ▶ 葉 ▶ 生花
剪定枝（長さ20ｃｍ、直径1ｃｍ未満）

RDF（ごみからできる燃料）
熱エネルギーとして有効
利用されます。

プラント内で、破砕→乾燥
→磁選→成形→製品サイロ
の工程を経て処理されます。

可燃物・アルミ・鉄は再生工場へ引き渡さ
れ、不燃物・残渣（出荷もリサイクルもでき
ないごみ）は最終処分場へ。

機械内で各工程を経て、可燃物・アルミ
・鉄・不燃物・残渣（出荷もリサイクル
もできないごみ）に分別されます。

圧縮形成されたものは有価物と
して専門業者に引き渡されます。

缶類系選別機でスチールとアルミに
分けられブロック状に固められます

◇粗大ごみ(可燃)として出せるもの
▶ 剪定枝（長さ1ｍ、直径30ｃｍ未満に束ねたもの）
＊1本あたりの大きさは、長さ1ｍ、直径10cm未満

ごみの出し方が詳しく
載っているよ。
必要な方は環境課
または住民課の窓口へ。

環境課 環境係（支所内線151）
３
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色別（透明・茶色・その他）に分けられたものは、
専門業者に引き渡され、再利用されます。

ポートを行うための取り組み

かで︑切れ目なく︑適切にサ

診断され症状が進んでいくな

知証の予防段階から認知症と

シリーズ第２回目では︑認

とされています︒

組みを行っていくことが必要

に手を取りあい︑地道な取り

するため︑行政と地域がとも

誰もが抱くこの願いを実現

い︑暮らしてほしい・・・

れた地域で安心して暮らした

認知症になったとき︑住み慣

いつか︑自分や身近な人が

暮らすために。〈第2回目〉

についてご紹介します︒

認知症ケアパス
ってなあに？
めやすなど︑認知症の不安のある
方や認知症と診断された方︑それ

を支える家族や地域の皆さんなど︑
幅広く手にとり活用していただき
たい一冊です︒

認知症は︑誰もがかかる可能性
のある身近な病気です︒早期に適
■配布場所

築城支所 包括支援センター

切な治療を始めたり︑さまざまな
支援・サービスを利用することで︑

＊築上町ホームページでもご覧い

困りごと・心配ごとを解決

配布しています︒

＊概要版を広報と一緒に各戸に

ただけます︒

住み慣れた地域で安心して暮らし
続けることができます︒
認知症の予防の段階から︑症状
が出始め進行していくなかで︑い
サービスを受けられるのか具体的

認知症初期集中支援チーム

つ︑どこで︑どのような支援や
にイメージしやすいように︑状態

パス︶﹂を示したものが﹁認知症

知症ケア﹂の﹁流れ︵Ｐａｔｈ・

﹁症状が進行しているようだけど︑

いけれど︑様子が心配・・・﹂

﹁まだ認知症と診断されていな

に応じた支援・サービスなど﹁認

ケアパス﹂です︒

今のサービスで大丈夫？﹂適切な
対応ができているかどうか︑本人
や家族にとっては判断が難しいも
のです︒

につなぐため︑﹁認知症ケアパス

どへのサポートを切れ目なく大切

後まで︑認知症の方とその家族な

築上町では︑予防段階から発症

専門のスタッフが自宅を訪問し︑

ています︒医師や社会福祉士など

症初期集中支援チーム﹂を設置し

サービスを紹介したりする﹁認知

受診の支援︑適切な医療・介護

月１日発行
﹁認知症ケアパス
ガイドブック﹂

ガイドブック﹂を作成しました︒

一定期間︵おおむね半年間︶集中

そこで︑築上町では︑医療機関

各種サービス紹介にあわせ︑もの

的に支援を行います︒
にご相談ください︒

まずは︑地域包括支援センター

忘れとの違いなど認知症に関する
情報︑自分の状態を確認できる
チェックリスト︑医療機関受診の

ユーモア溢れる
シュールな会話
認知症母娘の爆笑
ドキュメンタリー

「自分や家族、隣の人が認知症になったら･･･、私なら
どうする？」そんなことを考えるきっかけに、見ごたえの
あるドキュメンタリー映画を鑑賞しませんか？

入場無料

認知症への理解を深めるための映画上映会

■入場整理券配布場所
▶ 役場本庁 福祉課
▶ 築城支所 地域包括支援センター
▶ コマーレ ▶ 中央公民館
▶ コミュニティセンターソピア
▶ 自愛の家 ▶ 築城社会福祉センター

11月23日（木・祝）10：00〜（開場9：30）
築上町文化会館コマーレ
『徘徊 マリリン87歳の夏』（監督：田中幸夫）
築上町／認知症への理解を深めるための
映画上映会実行委員会
＊当日の午前中までに電話でご予約ください。

時
所
映
催

■日
■場
■上
■主

11

認知症になっても、
築上町で安心して

福祉課 地域包括支援センター（支所内線144）

４
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自治会長会から災害義援金

12

７月５日︑大雨特別警報が発令さ
れ︑本町に被害は殆どありませんで
したが︑災害はいつ︑どこで起こる
か分からないということを改めて認
識させられた出来事でした︒ 月
日︑中央公民館で開催された自治会
長会定例会において︑九州北部豪雨
被災地への義援金として築上町自治
会長会から 万２千円の寄付をいた
だきました︒自治会長会では今月︑
視察研修として︑昨年４月に地震で
大きな被害を受けた熊本県の自治体
を訪問することとなっています︒
また︑﹁合同カラオケ交流会﹂
﹁アグリ陶工房出逢いの会﹂﹁陽光
学園おやまだ﹂の３団体からも義援
金を頂きましたことを︑あわせてご
報告いたします︒

8 月下旬、築上町女性消防団が、学童保育で防災啓発を行い
ました。
きいのこキッズ、おにっ子児童クラブにそれぞれ出向き、
児童に、地震や火災が発生したときにどうすればよいかにつ
いて、紙芝居や◯× クイズなどで分かりやすく話しました。
冬休み期間には、築城キッズ、ひまわり児童クラブにそれぞ
れ出向き、防災啓発を行う予定です。

菊の花が香り︑寒さを感じる季節
となりました︒ 月は町挙げての文
化祭︑流鏑馬祭り︑築城基地航空祭
など盛り沢山です︒皆様のご参加を
お待ちしています︒
に手術を行い︑７日に退院して翌日
から公務に戻りました︒
身の上話になってしまいましたが︑
早期発見できたのは幸いなことでし
た︒町民の皆様にも︑一人でも多く
の方に健康診断を受けていただき︑
病気の予防︑早期発見に役立ててい
ただきますようお願いいたします︒

町出身のスポーツ選手大活躍
今年の国体は愛媛県で行なわれま
したが︑レスリング福岡県代表で有
延大輝君︵県レスリング協会︶と中
川大樹君︵築上西高︶︑相撲で末大
輝 君 魁( 誠 高 の) ︑ 名 前 に 共 通 点 の あ
る３名が出場しました︒インターハ
イ で は ︑ 村 上 真 凜 さ ん 中( 村 学 園 女
子 高 が) 陸 上 競 技 １ ０ ０ ｍ ハ ー ド ル
で準決勝まで進み︑全九州中学陸上
大 会 で は 鬼 塚 朋 裕 君 椎( 田 中 が) 優 勝
し︑ジュニアオリンピックに出場す
ることが決まりました︒それぞれ目
標を定め︑練習に精進していただき
たいと思います︒頑張ってください︒

10

向寒の候︑健康に留意していただ
くことをお願いいたします︒

平成29年11月

健診で救われる
平成 年３月に策定された第二次
総合計画の将来像︵基本理念︶は
心と体
﹁自然と歴史・文化を育む ―
の健康を求めた﹃豊かな生活の場﹄
づくり﹂です︒今回は健康について︑
私事ですが︑定期健診の重要性を身
にしみて感じた体験をご紹介します︒
７月 日に職場健診を受け︑盆過
ぎに﹁胃の粘膜異常のため要精密検
査﹂との通知がありました︒早速︑
胃腸科を受診し︑先生曰く﹁大した
ことはないと思うが︑念のためサン
プルを検査に出そう﹂とのことであ
まり気にかけていませんでしたが︑
後日﹁町長︑あれは癌細胞でした﹂
と告げられたときは︑一瞬動揺しま
した︒ごく初期の細胞で︑内視鏡手
術で除去できるとのことでした︒紹
介状を持って 月２日に入院︒３日

５

行政係 （本庁内線 321）

総務課

13

11

10

Topics

学童保育で防災啓発

女性消防団

29

26

TAX Information

第4回

■日

■場

時

所

■公売方法

11月11日（土）9：15 開場

▶身分証明書（運転免許証等）▶印鑑

▶委任状（代理入札の場合のみ）

団

北九州西県税事務所

北九州東県税事務所

会は、昨年同様、築上町で
開催され、約180点が出品
される予定です。

行橋市

No
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

売却物件
見積価格
500
花器⑦
500
ワイン①
600
ワイン②
600
井筒ワイン
600
Bosco オリーブオイルセット
300
電動ぬいぐるみ
500
ぬいぐるみセット
1,000
額縁入小判レプリカ
500
壺（台付）
1,000
木彫置物（馬）
1,000
木彫置物（象）
300
貯金箱
400
電気スタンド ( 花柄 )
200
デスクスタンド
500
運動器具 (JEG MAGIC X)
300
エキスパンダー
200
腹筋ローラー
1,000
スライド式ラック
600
ガラス戸付ラック
2,000
キャリーケース
100
卓上ライト
ペアウォッチ (ROYAL ARMANY) 1,000
腕時計 (BVLGARI ソロテンポ ST29S) 15,000
500
腕時計 (Izax valentino)
100
ブローチ（ハート様）
100
ネックレス (ＺＡＲＡ)
100
指輪 ( 十字架 )
100
指輪 ( カラー石 )
100
指輪 ( クローバー様 )
100
指輪 ( 単石 )
100
ジュエリーＢＯＸ

団

行橋市

行橋県税事務所

北九州西県税事務所

売却物件
見積価格
ランチョンマット
100
トイレカバー・マット
300
ランジェリーケース
300
時計①
100
時計②
500
電子レジスタ
1,200
コピー機
300
テキーラ
500
マルサラワイン
500
芋焼酎
1,200
赤霧島焼酎
1,000
500
ダイナモライトコロン
500
CASIO 掛時計
500
竹籠入ペアジョッキ
漫画単行本（君に届け） 1,000
5,000
液晶テレビ
800
Grapeseedoil（食用油）
8,000
レコードプレーヤー
200
タオルセット①
200
タオルセット②
200
タオルセット③
500
木製模型②
300
木製模型③
600
木製模型④Ａ
600
木製模型④Ｂ
600
木製模型④Ｃ
300
木製模型⑤
300
エアーサーキュレーター
500
花器③
500
花器④
500
花器⑤

今年で４回目となる公売

ぜひ、ご来場ください。

第1回入札（10:00〜10:10）
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

差し押さえた財産を合同で公売します。

＊未成年者の入札参加は制限有り

■入札に必要なもの

団

京築地区の市町と福岡県が税金の滞納によって

築上町中央公民館

入札方式
▶代金

京築地区
合同公売会

No
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

売却物件
ゴルフシューズ・手袋
ピアス・ネックレスセット
エステローラー (ReFa CARAT)
クリスマスライトセット (2 組 )
ネックレス
ネックレスセット (3 本 )
サングラス (PRADA SPR27L)
指輪 (2 本 )
とっくりセット ( 猪口 2)
パン焼き機
スポーツ器具
アレイ (2 本 )
双眼鏡
和布小袋 ( 数珠入り )
組立椅子
バーベキューコンロ
トランシーバー (2 コセット )
スチームモップ ( ショップジャパン )
焼酎 ( 二階堂 )900ml
焼酎 ( さつま島美人 )
焼酎 ( 二階堂 )900ml
焼酎 ( 黒霧島 )900ml
焼酎 ( 黒霧島 )900ml
焼酎 ( 黒霧島 )900ml
焼酎 ( 鍛高譚 )720ml
焼酎 ( しろ )720ml
酒 ( サントリー ブランデー X・O デラックス )
灰皿 (2 個 )
灰皿 ( シルバー )
楽譜台
ドトール オリジナルマグカップ ( 箱付き )

見積価格
200
100
3,000
100
100
300
4,000
200
100
500
500
100
100
100
300
100
100
1,500
500
500
500
500
500
500
400
400
1,500
200
100
100
300
６
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◇差押えまでの流れ
1

滞納

納付期限が過ぎても
納付していない

2

督促

法律に基づく督促状を送付
（1通100円の手数料徴収）

3

財産調査

預貯金、給与、
生命保険、不動産など

4

差押

■入札時間
▶
▶

税金は必ず納付期限内での
納付にご協力をお願いします。

第2回

10：55〜11：05

各回開札終了後

公売前に滞納税が完納になった場合、対象の差押財産は
ブランド名や作者名、○○焼き等の記載は、本物であるこ
とを保証するわけではありませんのでご注意ください。

上毛町

売却物件
見積価格
100
ハンカチ
500
腕時計
300
ピアス 6 個セット
500
フェイスパウダー
5,000
カバン その 1
300
カバン その 2
1,000
茶器セット
500
ライター ( 猫の恩返し )
500
珊瑚のネックレス
300
腕時計 1
300
腕時計 2
300
腕時計 3
2,000
腕時計 4
ネックレス ( 真珠様 ) 2,000
1,000
ニット帽
2,000
ハンカチセット
500
ブローチ
2,000
テレビ
500
加湿器
3,000
ミシン
デジタルカメラ(三脚、ＳＤカード、レンズクリーナーセット) 7,500
38,000
ペンダント
1,000
ネクタイピン
7,000
腕時計
2,800
スニーカー
2,800
スニーカー
2,800
スニーカー
2,800
スニーカー
介護靴 ( ムーンスター パステル 401) 2,000
200
エアロボールギフト ( ダンロップ )
500
バスタオルセット

団

豊前市

吉富町

No
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

上毛町

築上町

平成29年11月

みやこ町

７

団

苅田町

行橋市

売却物件
見積価格
腕時計 (SEIKO CREDOR) 100,000
腕時計 (CITIZEN PROMASTER EcoDrive) 15,000
カフス (dunhill)( 箱付き ) 1,500
100
カフス・アクセサリー
酒 ( サントリー ヘルメスホワイトペパーミント )
500
酒 ( サントリー ヘルメスホワイトキュラソー )
500
酒 (Joker BOURBON BARREL)
300
100
グラス 2 個セット
100
シェイカー
100
スキットル
2,000
茶杓 ( 箱付き )
300
ルーペ ( ケース付 )
100
かえるの置物①
100
かえるの置物②
2,000
硯
300
トミカ ( メルセデスベンツＡクラス )
100
ミニカー ( 日産 フェアレディＺ)
100
ミニカー ( 日産 スカイライン 2000GT-R)
ルイヴィトン キャリーケース ぺｶﾞｽ65 50,000
バランス Wii ボード ( 単体 )
300
500
フットマッサージ機
TWENTY FOUR(24)DVD セット シーズン 1 1,000
TWENTY FOUR(24)DVD セット シーズン 2 1,000
2,000
茶入れ ( 唐津焼 )
ゴルフクラブセット ( バッグ付、クラブ 16 本 ) 2,000
500
ＬＯＫ ＢＯＸ
iPod(80GB).ROCK RIDGE SOUND(IST-01) 2,000
500
ハンディマッサージャー (Panasonic)
200
折りたたみ机
100
中綿ジャケット (Penﬁeld)( サイズ 4Ｌ)
100
椅子

▶

公売中止となります。

▶

第2回入札（10:55〜11:05）
No
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

■注意事項
▶

10：00〜10：10

再入札 11：50〜12：00（落札されなかった物件のみ）

■落札発表

＊今回出品される財産も、滞納処分による
家宅捜査で差し押さえた財産です。

団

第1回

No
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

売却物件
ハンドバック (B.staﬀ)
ハンドバック (BERGE)
着物 ( 宮参り用 )
着物①
着物②
着物③
着物④
着物⑤
着物⑥
着物⑦
着物⑧
着物⑨
着物⑩
LANCEL Paris メンズ ソックス
BURBERRY メンズ ソックス
FOSSIL 腕時計

見積価格
1,500
2,000
2,000
1,000
1,000
500
1,000
500
500
500
500
500
500
100
200
200
ディズニー ぬいぐるみストラップ ドナルドダック ハロウイン
100
500
セカンドバッグ ヘビ革
300
GUCCI サングラス
300
CHANEL サングラス
300
折りたたみ椅子
5,000
釣り竿 ( 黒 )
2,500
釣り竿 ( 黒 )
500
玉網
300
リール
300
リール
300
ルアーロッド
300
ルアーロッド
500
釣り竿
300
釣り竿 ( 青 )
100
タイヤチェーン

第12回築上町内駅伝大会参加チーム募集
■日

時

■会 場
■参加資格

■種

目

■参加費
■申込期限

12月17日（日） ＊雨天決行
受付 8：15〜 開会式 9：00〜
築上町アグリパーク周回コース
町内に在住または通勤・通学する方で編
成されたチーム
＊1チーム（監督1名、選手4名、補欠2名以内）
▶ 子ども会・小学生・仮装の部
4.5km（1区1.5km、2〜4区1km）
▶ 中学生・高校生・一般の部
6.5km（1区2km、2〜4区1.5km）
子ども会・学生チーム 500円/チーム
1,000円/チーム
大人を含むチーム
12月5日（火）

体育協会事務局（火〜金曜日）☎（56）0075

今回はスイートポテト♪
「お菓子作り教室」受講生募集
■日 時
■場 所
■対象者
■講座内容
■受講料
■定 員
■申込期限

11月25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
スイートポテト
次回は
800円（材料費）
ベイクド
12名（先着順）
チーズケーキ
です♪
11月22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

しいコミ「囲碁・将棋大会」参加者募集
■日

時

12月3日（日）

■場

所

中央公民館

受付

9：00〜

開会式

9：15〜

■参加資格 町内に在住または通勤する方

■参加費

▶
▶
▶

■定

員

会員

会員外

小・中学生

各20名

1,000円
1,500円

500円

お弁当・お茶
用意します

■申込期限 11月23日（木・祝）
NPO法人 しいだコミュニティ倶楽部事務局
（椎田体育館）☎（56）0075

共に支え合い 安心して いきいきと暮らせるまちづくり

第3回「住民交流会」開催
5年先、10年先、住みやすい築上町にするために、
困っていること、やりたいこと、日ごろ思っている
ことなどを話しませんか？ どなたでもお気軽にご
参加ください。
時
所

■日
■場

福祉課

12月8日（金）13：30〜 ＊申込不要
椎田社会福祉センター（自愛の家）
高齢者福祉係（本庁内線252）

津波災害警戒区域指定の
住民説明会を行います
津波災害警戒区域予定地内の方などを対象に、法
の趣旨や警戒区域指定の経緯などを説明します。
■日 時
■場 所
■対象者

11月25日（土）10：00〜12：00
中央公民館
海岸線に接する自治会および希望者

福岡県庁 県土整備部港湾課海岸係
☎092（643）3676
総務課 行政係（本庁内線321）
築上町臨時職員募集

築上町役場（税務課）
で一緒に働きませんか？
■職 種
■任用期間
■勤務時間
■勤務日数
■休 日
■勤務場所
■業務内容
■賃 金
■加入保険

一般事務
■募集人員 1名
平成30年1月4日〜平成30年3月31日
8：30〜17：00
月に20日程度（希望により16日以内も可）
土・日曜日、祝日
築上町役場
パソコン入力および資料作成
日額 6,300円
▶ 社会保険（月16日以内の場合は無し）
▶ 雇用保険
■受付期間 11月13日（月）〜22日（水）
8：30〜17：00 ＊土・日曜日、祝日を除く
■応募資格 昭和28年4月2日以降に生まれた方
■申込先 税務課 課税係
■提出書類 雇用申込書・履歴書
＊雇用申込書・履歴書用紙は税務課に備えています。
■選考方法 書類選考と面接により選考
税務課

課税係（本庁内線214）
８

平成29年11月

「宝くじ文化公演」
海援隊トーク＆ライブ 2018

笑顔でふれあいワークショップ
〜ちょっと早いX'mas〜

心に残る名曲を歌い続ける「海援隊」。その歌声
とユーモアあふれるトークをお楽しみください。

おしゃべりや料理、ゲームなどで一緒に楽しみま
せんか？障がいのあるなしに関わらず、いろいろな
人と出会いたい方、ぜひご参加ください。

時

■日

平成30年1月20日（土）
開演 15：00（開場 14：30）
■場 所 築上町文化会館コマーレ
■チケット 全席指定 2,000円（当日券 2,500円）

チケットは、11月4日（土）9：00から、コマーレ・
ソピア・メタセの杜で販売します。（お1人様4枚まで）
▶ 前売で完売の場合、当日券の販売はありません。
▶ 未就学児の入場はご遠慮ください。
▶

■日 時
■場 所
■参加費
■送 迎
■申込期限

12月9日（土）10：00〜13：30
チアフルついき
500円（食事材料費・傷害保険料を含む）
有（町内のみ）
11月30日（木）

築上町社会福祉協議会

平成29年度

＊このイベントは宝くじの助成により
特別料金となっています。

築上町文化会館コマーレ

☎（56）1777

「老犬・老猫との暮らし方教室」開催
老化とともに現れる身体、行動の変化を知っても
らい、愛犬・愛猫の老後の介護方法や心構えをお伝
えします。また、おむつの装着等をモデル犬で実演
します。
■日 時 11月17日（金）13：30〜16：00
■場 所 福岡県京築保健福祉環境事務所
■申込期間 11月10日（金）〜16日（木）
福岡県京築保健福祉環境事務所
☎（23）2245

保健衛生課

11月15日（水）を「ノー残業デー」
にしませんか？
チャレンジふくおか「働き方改革推進会議」では、
県内の企業・団体に「県内一斉ノー残業デー」実施を
呼びかけています。週に1回、月に1回でもノー残業
デーを設定することで業務を見直す機会となり、仕事
の効率化が図れます。
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
９

平成29年11月

☎092（411）4763

☎（56）2223

築城基地航空祭

今年は、ブルーインパルスが2年ぶりに飛行展示。
昨年に引き続き民間アクロバットチーム「ウィスキ
ーパパ」も参加します。その他、飛行機の展示、周
辺自治体のＰＲコーナーなどイベント盛りだくさん
で開催します。
■日 時 11月26日（日）8：00〜15：00
■場 所 航空自衛隊築城基地（築城駅から徒歩10分）
＊基地内に一般駐車場（バイク含む）はありません
ので、公共交通機関でご来場ください。
＊当日は、築城駅にJR特急・快速が停車します。
また、臨時列車も運行されます。
航空自衛隊築城基地 渉外室広報班 ☎（56）1150

つばさふれあいコンサート2017
航空自衛隊西部航空音楽隊（春日基地）によるコ
ンサート。クリスマスミュージックも演奏します♪
■日

時

■場
■入

所
場

12月16日（土）
14：00〜16：00（開場13：00）
苅田町立中央公民館
無料（ただし入場整理券が必要）

入場整理券は、11月20日（月）から、役場本庁 企画
振興課、築城基地渉外室で、先着順で配布します。
（土・日、祝日を除く。築城基地は11/27も配布不可）
▶ 入場整理券をお持ちでも、満席となった場合は入場を
お断りすることがありますのでご了承ください。
▶ 当日正午以降、苅田町役場（約150台）、苅田町総合
体育館第2駐車場（約40台）が利用できます。
▶

航空自衛隊築城基地 渉外室広報班 ☎（56）1150

築上町 激励金・賞賜金
〜スポーツ・芸術・文化活動を応援します〜
各種スポーツ競技・芸術・文化活動に対してその功績
をたたえ、さらなる活躍を応援する目的で交付します。
■対象者 町内在住または、町内の学校、クラブ、事業
所等に在籍する個人または団体
激励金
■交付要件
▶ 九州規模以上の大会に県大会または地方大会の予選
や上部団体等の推薦（若しくは標準記録）を経て出
場し、築上町教育委員会が認めたもの。
■申請期間 当該大会開始日前日から起算して10日前
賞賜金
■交付要件
▶ 県大会規模（上位に進む大会がない場合）および九
州規模の大会で優勝、全国規模以上の大会において
優秀な成績を収め、築上町教育委員会が認めたもの
▶ スポーツ、芸術・文化に関する取組で全国的・世界
的な表彰を受けた個人または団体
■申請期間 当該事案発生日（受賞決定日）から起算し
て90日以内
生涯学習課 社会教育係（支所内線262）

障がいをお持ちの方へ、あなたの未来を支援！
平成30年度 職業訓練生募集
■場 所 福岡障害者職業能力開発校（北九州市）
■科 目
▶機械CAD科 ▶プログラム設計科 ▶商業デザイン科
▶OA事務科 ▶建築設計科
▶流通ビジネス科（音声パソコンコースは視覚障がい者対象）
▶総合実務科（知的障がい者対象）
＊訓練期間は1年間（プログラム設計科のみ2年間）
＊定員は各20名（流通ビジネス科のみ30名）
■応募資格
▶身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を
保持、または取得可能な方
▶総合実務科は療育手帳の保持者
▶精神障がいのある方で、統合失調症、そううつ病、
てんかんのいずれかの診断を受けており、主治医
の意見書の写しを提出できる方
■募集期間 平成30年1月10日（水）まで
＊新規中学校卒業者を含む
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

高齢者在宅福祉サービス

救急医療情報キット配布事業
血液型やかかりつけ医、緊急連絡先など、救急時
に必要な情報を救急隊員などへ知らせるための「救
急医療情報キット」。いざという時のために準備し
ておくと安心です。
■対象者
町内在住で、下記に該当する方
のみで構成される世帯
▶ 65歳以上の高齢者
▶ 身体障害者手帳1級・2級を保持
▶ 療育手帳Ａを保持
▶ 精神福祉手帳１級を保持
■手続方法
福祉課 高齢者福祉係に備え付けの申請書をご提出くだ
さい。救急医療情報キットを窓口でお渡しします。
福祉課

高齢者福祉係（本庁内線254）

福岡県発達障がい者支援センター
（北九州地域）開設
発達障がい児（者）とその家族に対し、医療・保
健・福祉・教育・労働など各機関と連携し、地域で
安心して暮らせるようにお手伝いをします。
■相談日時
■予約受付
■場 所

毎週 火・水・木曜日 ＊要予約
10：00〜16：00（祝日、年末年始除く）
平日 9：00〜16：00（祝日、年末年始除く）
北九州市発達障害者支援センター｢つばさ｣
（北九州市立総合療育センター内）

北九州市発達障害者支援センター「つばさ」
☎070（1242）1503

いつまでもハツラツと！
「元気はつらつ教室」参加者募集
教室では、運動・口の衛生・栄養の3つのプログ
ラムを行い生活機能の低下予防に取り組みます。
■対象者
■日

時

介護認定を受けていない町内在住の65
歳以上の方
平成30年1月5日〜3月30日までの
毎週金曜日 13：30〜16：10まで
デイサービス太陽（築上町下別府）
11月30日（木）＊先着15名

■場 所
■申込期限
福祉課

高齢者福祉係（本庁内線254）
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福岡県の知りたいデータがすぐわかる
「2018年版福岡県民手帳」11月6日（月）発売！
県内各地の催しや観光施設などの情報が掲載され
た「2018年版福岡県民手帳」を、11月6日（月）
から役場窓口で販売します。
カラーは、定番の黒のほか、標準判はアイスグレ
ー・バニラなどを加えた5色展開です。
■種類および価格
◇ハンドブック判（21 15cm）1,000円（税込）
◇標準判（16.2 8.4cm）
600円（税込）
◇ポケット判（13.5 7.3cm）
500円（税込）
＊月間スケジュールは、標準判の紺色のみ横罫版。
その他は全てカレンダー版（マス目式）

福岡県沖縄地域戦没者慰霊巡拝団員募集
■日 程
■参加資格

■募集人員
■申込期限

平成30年1月18日（木）・19日（金）の2日間
先の大戦における沖縄地域での福岡県出
身の戦没者および一般戦災死没者の遺族
（配偶者、父母、子、兄弟姉妹、孫およ
び甥・姪で、福岡県に居住している方）
20名
11月24日（金）

一般財団法人 福岡県遺族連合会 ☎092（761）0012

事業者の方へ
「平成29年分給与所得の年末調整説明会」開催
■開催日時・場所（いずれの日時も参加可）

■販売場所
▶本庁 総務課 ▶築城支所 総合管理課
＊代金と引換えで販売します。購入の際は、できる
だけお釣りの要らないようご協力ください。
＊一部書店やコンビニ等でも販売します。
総務課

情報電算係（本庁内線334）

入札結果（9 月分）
入札日：平成29年9月29日
【下水道課】
●椎田処理区管渠築造工事（8-10工区）
（築上町大字椎田 地内）
・落札金額：27,350,000円
・工
期：平成29年10月6日〜平成30年1月31日
・落札業者：川端興業 有限会社
【建設課】
●東八田26号線道路改良舗装工事
（築上町大字東八田、宇留津 地内）
・落札金額：24,650,000円
・工
期：平成29年10月5日〜平成30年3月20日
・落札業者：株式会社 洋栄
●椎田46号線道路改良舗装工事
（築上町大字椎田 地内）
・落札金額：16,900,000円
・工
期：平成29年10月4日〜平成30年3月5日
・落札業者：中村組
●高塚82、83号線道路改良舗装工事
（築上町大字高塚 地内）
・落札金額：13,850,000円
・工
期：平成29年10月3日〜平成30年2月16日
・落札業者：有永建設 株式会社
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日時および対象者
場所
11月16日（木）
10：00〜12：00（行橋市の方） コスメイト行橋
14：00〜16：00（京都郡の方）
11月17日（金）
10：00〜12：00（豊前市の方） 豊前市総合福祉
14：00〜16：00（築上郡の方） センター

＊参加は法人・個人を問いません。
＊駐車場の関係上、公共交通機関をご利用ください。
■持参物 ▶ 平成29年分 年末調整のしかた
▶ 平成29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
行橋税務署

法人課税部門

☎（23）0559

●下深野11、12号線道路改良舗装工事
（築上町大字下深野 地内）
・落札金額：16,450,000円
・工
期：平成29年10月5日〜平成30年3月5日
・落札業者：大正建設
●寒田線道路改良舗装工事（築上町大字寒田 地内）
・落札金額：13,170,000円
・工
期：平成29年10月10日〜平成30年2月23日
・落札業者：畦津建設 有限会社
●寒田28号線道路改良舗装工事（築上町大字寒田 地内）
・落札金額：12,120,000円
・工
期：平成29年10月5日〜平成30年2月13日
・落札業者：吉元組
【上水道課】
●平成29年度上水道管新設及び布設替工事詳細設計業務委託
（築上町 地内）
・落札金額：2,650,000円
・履行期間：平成29年10月4日〜平成29年10月31日
・落札業者：株式会社 三水コンサルタント 西部支社
【環境課】
●フォークリフト購入（築上町大字湊1310 地内）
・落札金額：1,790,000円
・納
期：平成29年10月10日〜平成30年1月9日
・落札業者：トヨタL＆F福岡 株式会社 苅田営業所

介護と仕事の両立
﹁休日街かど相談﹂
福岡県では︑家族の介護をしなが

﹁労働トラブル相談会﹂開催

職場でのさまざまな問題について
ら働き続けられるよう︑認知症を含

第１・３日曜日
〜

イオン戸畑店２階

日︵土︶
日︵金︶

豊前築上医師会看護高等専修学校

月

准看護師生徒募集

試験日

月

中学校卒業︵見込︶者

日︵月︶〜

願書受付期間
月

受験資格

有り

２年

名

国語・作文・面接

およびそれ以上の学力を有する方
科目
定員

修業年限

奨学金制度

がんの治療と仕事の両立を支援
就労相談を実施しています

福岡県では︑がんに罹患されてい

る方が治療をしながら働き続けるこ

とができるよう︑今年の７月から就

労に関する相談事業を実施していま

す︒九州がんセンターの﹁がん相談

支援センター﹂で社会保険労務士が

就労に関する相談に応じます︒

就労についてお悩みの方は︑お気

軽にご相談ください︒

国立病院機構九州がんセンター

がん相談支援センター

＊詳しくは︑お問合せください︒
豊前築上医師会看護高等専修学校

☎０９２︵５１１︶２７７０

﹁行政書士﹂市民相談会

☎０９７９︵８２︶０６０７

借金でお悩みの方︑ご相談ください
多重債務者無料相談ウィーク

遺言︑相続︑成年後見等の相談に
救済のため︑福岡県が実施する無料

日時

す︒

林業退職金共済制度︵林退共︶
退職金の請求

☎０８０︵２７７９︶４１５９

麻生教育サービス株式会社

場所

日時

お気軽にご相談ください︒

料で面談や電話にて相談に応じます︒

社会保険労務士などの専門職が無

相談﹂を実施しています︒

相談を受け付けます︒相談は無料で

日︵日︶

む介護と就労に関する﹁休日街かど

月

秘密は厳守します︒
日時
〜

＊電話または面談形式で受け付けます︒

福岡県北九州労働者支援事務所
☎０９３︵９６７︶３９４５

月

〜
日︵水︶まで

日 土( ・) 日 日( )
歳の男性

自衛官候補生の募集
◇５次募集
試験日時
試験資格
月

林業に従事したことがあり︑林退

相談です︒福岡県消費生活センター

月

日︵水︶

行政書士が応じます︒予約は不要で

共制度に加入していた︵加入してい

が︑相談内容に応じて弁護士会︑司

〜

☎０９２︵６４１︶２５０１

福岡県行政書士会

行橋市役所 ３階

00

多重債務者が抱える問題の解決や

たかもしれない︶という方で︑退職

法書士会の相談窓口を紹介します︒

00 22

受付期間
小倉駐屯地および福岡駐屯地

金請求手続きに心当たりのない方は︑

面談日程を決め︑専門家に直接相談

場所
お気軽にお問い合わせください︒林

10 11

試験会場

)

日︵金︶

することができます︒
〜

月６日︵月︶〜

退共への加入の有無などについて確

期間

９

☎０９２︵６３２︶１６００

16

◇６次募集
試験日時
年１月

日 日( ・) 日 月(
歳の男性

15

10

平成
〜

12

00

福岡県消費生活センター

17

試験資格

11

16

00

受付期間

小倉駐屯地および福岡駐屯地

☎０３︵６７３１︶２８８７

林業退職金共済事業本部

認します︒
月 日 月 〜平成 年１月 日 火
(
)
(
)
︵独︶勤労者退職金共済機構

試験会場

☎︵５６︶１１５０

12

13

30

11

26

22

16

00

00
30

18

18
15 26 25
26 21

00

00 12
11 18 11
18

12

10 11
30

27

福岡地方協力本部築城地域事務所

11
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国民年金に加入している方へ

将来もらえる年金額を増やしませんか？
国民年金保険料に月々400円の付加保険料を上乗せ
して納めると、将来もらえる年金額を増やせます。
■付加保険料の月額
400円
◇平成29年度の場合
月額保険料 付加保険料 1ヶ月の負担額
16,490円 ＋ 400円 ＝ 16,890円
■付加年金額（年金の増加額）
200円×付加保険料納付月数
◇20〜60歳までの40年間、付加保険料を
納めた場合
200円×480月（40年）＝ 96,000円
＊年間の受給額が96,000円増えます。
住民課 住民係（本庁内線232）
総合管理課 窓口係（支所内線128）
小倉南年金事務所 ☎093（471）8873

築城中学校・椎田中学校で開催

「車イスバスケット体験教室」
9 月 20・21 日の 2 日間、障がい者スポーツ普
及事業の一環として、ＮＰＯ法人しいだコミュニ
ティ倶楽部に委託して行われた「車イスバスケッ
ト体験教室」。パラリンピック出場選手など 3 名
の指導者による講義や実技指導で、生徒たちは普
段できない貴重な体験をしました。体育教員から
は「いつも以上にイキイキとした表情が見られ
た」、生徒からは「“不便” だと思っていたが、自
分より多くのことができる。障がい者に対する気
持ちが変わった」等の感想が聞かれました。
スポーツを通して障がいに対する理解を深め、
子どもたちが就職や進学など将来のさまざまな場
面に広い視野をもって臨めるように、築上町教育
委員会では今後も取り組みを進めていきます。
◇障がい者マリンスポーツ体験教室（8 ／ 27 開催）
保護者の感想
初めて知的障がいの娘と参加しました。 指導員もマン
ツーマンで安心して体験できました。 プールの水もきれいで、
救助艇の風を切って進む感覚も気持ちよく、 充実した一
日を過ごせました。 ぜひまた参加したいです。
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■付加保険料を納めることができる方
▶ 国民年金第１号被保険者
▶ 任意加入被保険者（65歳以上の方を除く）
■注意事項
▶ 付加保険料の納付は申し込んだ月分からです。
▶ 納付をやめる場合は、「付加保険料納付辞退申
出書」の提出が必要です。
▶ 国民年金基金に加入している方は、付加保険料
を納めることはできません。
いい みらい

11月30日は「年金の日」です！
厚生労働省では、老後の生活設計に思いを巡ら
せていただく日として、11月30日を「年金の
日」としました。この機会に、「ねんきんネッ
ト」や「ねんきん定期便」でご自身の年金記録と
年金受給見込額を確認してみませんか？
「ねんきんネット」では、年金記録をもとに
様々なパターンの試算をすることもできます。詳
しくは、日本年金機構のホームページをご覧いた
だくか、小倉南年金事務所までお問い合わせくだ
さい。

Ｂ＆Ｇ海洋センター事業

Topics

マリンスポーツ体験教室 at 佐賀県
10 月 14 〜 15 日、築上町海洋クラブ員１２名
と指導員５名が佐賀県ヨットハーバーで開催され
た「マリンスポーツ体験教室」に参加し、ヨット
競技のアトランタオリンピック銀メダリスト重 由
美子さんによる講義など貴重な体験をしました。
初めてカヌーで海に出たクラブ員は少し怖そうな
様子でしたが、漕いで進むごとに怖さもなくなり、
楽しんでいる様子でした。
◇クラブ員の感想
とても楽しみで朝早く目が覚めました。 「ギグ」 というヨッ
トや２人乗りカヌーに乗船しましたが、 風が強くて波も高
く、 海水がとてもしょっ
ぱかったです。 アジアで
最初のオリンピックメダ
リスト本人に会えたと思
うと嬉しかったです。 ２
日間とても楽しい思い
出ができました。 来年
もまた行きたいです。
生涯学習課 海洋センター係 （支所内線 261）

子育てにっこり

」を
入所申し込み

保育所
平成30年度「
。
受け付けます

福祉課

子育て支援係（本庁内線 242）

◇平成30年4月からお子さんを保育所に入所させたい
■申し込み受付期間
方は下記期間内に『入所申込書』をご提出ください。
11月10日（金）〜12月8日（金）
▶ 受付期間を過ぎると、4月1日から入所できないこ
▶ 定員等の理由により、ご希望の保育所に入所できな
とがありますので、ご了承ください。
い場合がありますのでご了承ください。
▶ 年度途中に仕事復帰等が決まっている・予定される
■『入所申込書』等の配布および受付場所
▶ 町内保育所（日・祝日除く）
方は、ご希望の保育所にお早めにご相談ください。
▶ 本庁 福祉課 子育て支援係
■保育所に通うことができる基準
（月〜金 8:30〜17:00 土日・祝日除く）
▶ 築城支所 総合管理課
＊保護者が次のいずれかに該当することが必要です。
＊「集団保育をさせたい」「下の子に手がかかる」
（月〜金 8:30〜17:00 土日・祝日除く）
＊マイナンバー記入用紙（新規申し込みのみ）については、
等の理由では入所できません。
役場にご提出ください。（保育所での受付不可）
①1か月あたり48時間以上就労している
②出産前後である（産前６週から産後８週まで）
③保護者が疾病もしくは障がいを有している
■保育料について
④1か月あたり48時間以上、同居親族を介護している
保育料は、年度当初時点の児童の年齢と、父母また
はその世帯の主たる生計維持者である祖父母等の町民
⑤求職活動をしている
税額により決定します。
⑥就学している
▶ Ｈ30年4〜8月分 …Ｈ29年度町民税額により決定
⑦児童虐待、ＤＶのおそれがある
▶ Ｈ30年9月分以降…Ｈ30年度町民税額により決定
⑧災害の復旧にあたっている
保育所名
公
公
私
私
私
私
私
私
私

保育対象

新設保育所（※）
越路1326-1

築城保育所

築城1198-6

☎52-0233

上ノ河内1982

☎56-0192

福間保育園

山びこ保育園

椎田1065-1

☎56-4819

宇留津683-1

☎56-0330

伝法寺771-1

☎54-0053

安武1062-8

☎52-1828

下深野241

☎52-1612

東築城1631-1

☎52-0823

八津田保育園
光耀保育園

第一青蓮保育園

第二青蓮保育園
東築城保育園

開所時間

6か月〜 7:00〜19:00

定員

90

（予定）

保育標準時間/保育短時間

その他の保育

送迎
一部地域
のみ(予定)

7:00〜18:00/8:30〜16:30

6か月〜 7:00〜19:00 90 7:00〜18:00/8:30〜16:30 一時預かり
要相談

産休明け 7:00〜19:00 20 7:00〜18:00/8:00〜16:00
産休明け 7:00〜19:00 120 7:00〜18:00/8:30〜16:30

一時預かり
休日保育

○

産休明け 7:00〜19:00 120 7:00〜18:00/8:30〜16:30

○

産休明け 7:00〜19:00 20 7:00〜18:00/8:30〜16:30

要相談

産休明け 7:00〜19:00 45 7:00〜18:00/8:30〜16:30

○

3か月〜 7:20〜19:20 40 7:20〜18:20/8:00〜16:00

○

産休明け 7:00〜19:00 90 7:00〜18:00/8:30〜16:30 病後児保育

○

※新設保育所は現在建設中です。4月からの受け入れができない場合があります。その際は、新設保育所
開所までの期間、椎田保育園（☎56-0061）・葛城保育園（☎56-0154）でお預かりします。
定員

認定保育時間

その他の保育

送迎

椎田めぐみ幼稚園
満3歳〜 8:00〜18:00 100
椎田1703
☎56-0357

10:00〜14:00

途中入園可

○

幼稚園名
私

保育対象

開所時間

＊幼稚園の申し込みについては、直接幼稚園にお申し込みください。
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童保育の
平成30年度学
け付けます。
申し込みを受
放課後、仕事などで保護者が家庭にいない児童の健
全育成を図るために、学童保育を行っています。
平成30年4月からお子さんを学童保育に入所させた
い方は、期間内に『入所申込書』をご提出ください。
■対象児童
町内在住の小学生（新1〜6年生）＊Ｈ30.4.30時点
■学童保育料
月額6,000円
（保育料4,000円、おやつ代2,000円） ＊減免有
■実施場所
放課後児童クラブ室名
築上町児童館

学校区
椎田小学校、西角田小学校
小原小学校、築城特別支援学校

築城放課後児童クラブ室 築城小学校

八津田放課後児童クラブ室 八津田小学校、葛城小学校
下城井放課後児童クラブ室 下城井小学校、上城井小学校
＊人数により変更の場合あり

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

子育て支援センター
●ベビーマッサージ
日 時 ▶ 11月24日（金）
10：30〜12：00
場 所 ▶ 児童館 保健室
講 師 ▶ 篠原 由紀さん

（ベビーマッサージインストラクター）

対象者 ▶ 生後1か月健診受診後〜
1才までのお子さんと
保護者10組（要予約）
参加費 ▶ 400円（オイル代）
持ち物 ▶ バスタオル
申込期限 ▶ 11月16日（木）
●子育て講演会

「楽しい子育て〜ママの笑顔のお手伝い〜」
日 時 ▶ 11月28日（火）
10：30〜11：30
場 所 ▶ 児童館 保健室
講 師 ▶ 掛橋 恵さん（育児セラピスト）
対象者 ▶ 未就学児親子 10組
（要予約）
申込期限 ▶ 11月20日（月）
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築上町児童館

■「入所申込書」配布期間および配布場所
11月1日（水）〜 ＊日曜・祝日、年末年始除く
▶ 築上町児童館（10：00〜18：00）＊祝日対応有
▶ 築城放課後児童クラブ室 （14：00〜18：00）
＊対応できない時間帯有
▶ 八津田放課後児童クラブ室（14：00〜18：00）
▶ 下城井放課後児童クラブ室（14：00〜18：00）
■「入所申込書」受付期間および配布場所
12月18日（月）〜平成30年1月19日（金）
▶ 築上町児童館（10：00〜18：00）
＊日曜、年末年始除く

＊受付期間を過ぎて申し込みされた場合、４月から受け
入れできないことがありますのでご了承ください。
＊申し込みの際、すべての書類【入所申込書、児童台帳、
保育を必要とする証明書（放課後児童クラブ用）、そ
の他必要書類】が揃い次第受け付けます。
＊受入人数を超える申し込みがあった場合は、放課後児
童クラブ入所選考基準表により決定します。

●スマイルクッキング
日

時 ▶ 11月29日（水）
10：00〜12：00
▶
場 所 チアフルついき
対象者 ▶ 未就学児の保護者 10名
（要予約）
持ち物 ▶ 米1合、エプロン、バンダナ
申込期限 ▶ 11月20日（月）
＊託児が必要な方、アレルギーの
ある方は予約の際にお知らせく
ださい。

わくわくチャレンジ教室
●お菓子作り教室
「アップルパイを作ろう！」
日 時 ▶ 11月18日（土）
10：00〜12：00
▶
場 所 児童館 調理室
材料費 ▶ 500円
持ち物 ▶ エプロン、バンダナ、
手拭きタオル
▶
申込期限 11月10日（金）
●遊びの広場
日

☎（57）4300

時 ▶ 11月23日（木）
13：00〜15：30
▶
場 所 児童館 工作室
材料費 ▶ ①ミニリース作り 10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

各種相談
●養育費に関する電話相談
受付時間 ▶ 9：00〜17：00（平日）
●ひとり親家庭出張相談会
日

時 ▶ 11月22日（水）
13:00〜15:00
場 所 ▶ 役場本庁 住民相談室

就業支援講習会
●「調剤薬局事務」講習会
日 時 ▶ 12月5日〜21日の
平日6日間
9：30〜15：30
▶
場 所 福岡県直方総合庁舎
定 員 ▶ 12名（託児あり）
受講料 ▶ 無料（教材費等は自己負担）
申込期限 ▶ 11月14日（火）

11月12日〜25日 は

『女性に対する暴力をなくす運動』 期間です。
「女 性に対する暴力をなくす運動」は、毎年11月12日から、
女性に対する暴力撤廃国際日にあたる11月25日までの
2週間にわたり全国で行われています。
女性に対する「暴力」は、夫やパートナーからの暴力、性犯
罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為な
どさまざまな形で、女性の人権を著しく侵害するものです。
女性に対する暴力根絶には、被害を受けている女性に、自分
自身が受けている「暴力」に気づいてもらうことが大切です。
そして、私たち一人ひとりが、女性への「暴力」は決して許さ
れるものではないという認識を深め、行動することで、女性に
対する暴力を減らすことにつながります。
「パープルリボン」で、ご一緒に、女性に対する暴力を許さ
ないという意思表示をしませんか？

11月13日〜19日

女性に対する
暴力根絶のための
シンボルマーク
女性が腕をクロスさせた姿を描いており、
女性の表情、握りしめたこぶし、クロスさ
せた腕により、女性に対する暴力を断固と
して拒絶する強い意思を表しています。

パープルリボン運動に
参加しませんか？

全国一斉

「女性の人権ホットライン」強化週間
夫やパートナーからの暴力、職場でのセクハラ、ストーカー
など、些細なことでもひとりで悩まずお電話ください。
法務局職員と人権擁護委員が無料で相談に応じます。
■日時 11月13日（月）〜17日（金） 8:30〜19:00

11月18日（土）・19日（日) 10:00〜17:00

■相談ダイヤル

☎ 0570-070-810

「どこに相談すればいいの･･･」

パープルリボンは、1994年2月に米国で始
まり、女性に対する暴力根絶運動のシンボル
として広まりました。築城支所１階に設置し
たツリーにパープルリボンを飾り、「女性に
対する暴力をなくす運動に参加しませんか？

ご利用ください。「ＤＶ相談ナビ」
全国共通の電話番号（☎ 0570-0-55210）から、相談機関をご案内します。
■福岡県内の相談窓口
▶ 配偶者暴力相談支援センター（京築）
☎ 0930-23-2460（月〜金/8:30〜17:15 ＊祝日除く）
▶ 福岡県配偶者からの暴力相談電話
☎ 092-663-8724（月〜金/17:00〜24:00 土・日・祝/9:00〜24:00）
▶ 福岡県あすばる女性相談ホットライン
☎ 092-584-1266（9:00〜17:00 ＊金曜日（祝日除く）は18:00〜20:30も可）
▶ 築上町役場 人権課
☎ 0930-52-0001（月〜金/8:30〜17:00 ＊祝日除く）
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福岡県主催

若年者を対象とした性的な暴力

「女性のための災害対応力向上講座」
受講生募集

いわゆる「ＪＫビジネス」
アダルトビデオ出演強要の問題

避難所の運営などを担うことができる女性を育成する講
座を開催します。
■場所・日程 ＊託児があります
▶ 福 岡：福岡市男女共同参画推進センター「アミカス」
平成30年1月18日（木）
▶ 飯 塚：イイヅカコミュニティーセンター(飯塚中央公民館)
平成30年1月29日（月）
▶ 久留米：久留米市男女平等推進センター
平成30年2月8日（木）
▶ 北九州：北九州市立男女共同参画センター「ムーブ」
平成30年2月20日（火）
■対象者 県内在住の女性で、研修後に避難所運営
などに参画できる方
■定 員 各会場60名程度（多数の場合抽選）
■受講料 無料
■応募期限 12月1日（金）まで

「被害に遭ったけれど、誰にも言えない…」
ひとりで悩まず、すぐに相談することで解決につながります。
◇「ＪＫビジネス」の被害

福岡県男女共同参画推進課

☎092（643）3391

第69回 人権週間
北朝鮮人権侵害問題啓発週間

▶
▶

12月 4日〜10日
12月10日〜16日

表向きは健全な営業を装いながら、女子高生（JK）
など子どもの性を売り物にした悪質な業務形態のこと
です。性的な行為の強要や個人情報の流出、ストー
カー行為など、重大な被害につながる恐れもあります。
◇アダルトビデオ出演強要の問題
モデルやタレントとしてスカウトされ、内容の説明
も無いまま契約を結んでしまい、アダルトビデオ出演
を強要された・・・。断ると高額な違約金を請求され
たり、映像がインターネット上に流出するなどの被害
が発生しています。
■福岡県警察本部 相談コーナー
☎ 092-641-4141（24時間受付）
■内閣府 啓発サイト
http://www.gender.go.jp/policy/no̲violence
/avjk/index.html

映画上映会＆講演会

12月10日

「拉致問題を考えるみんなの集い」拉致問題は、私たちすべての問題です！
■日
■場

時
所

12月10日（日）13：30〜（開場13：00）
築上町文化会館コマーレ
＊入場無料・手話通訳あり

■内 容
13:45〜14:00 人権作品表彰式
14:00〜14:30 アニメ 『めぐみ』 上映
14:40〜14:45 救う会福岡活動報告
14:50〜15:50 拉致被害者家族講演会
演題『北朝鮮に引き裂かれた家族
〜初めて直接母と伝えたい〜』
講師

いいづか こういちろう

飯塚 耕一郎 さん

（拉致被害者

■主

催

■協

力
人権課

福岡県 / 築上町 / 築上町教育委員会
築上町人権・同和問題啓発推進実行委員会
北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会
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人権係（支所内線273）

田口八重子さんご子息）

◇人権週間に先駆けて街頭啓発を行います。
■日時・場所

12月1日（金）
7:00〜 椎田駅・築城駅周辺
12:00〜 メタセの杜
17:00〜 ルミエール椎田店

皆さん！ご存知ですか？

ふれあい健康サロン♪
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）

◇「ふれあい健康サロン」ってなぁ〜に？
町内の自治会単位で、身近な集会所などを会場に

地域の皆さん（概ね60歳以上の方、一人暮らしの

方など）の健康づくりと介護予防を目的に、月に1
〜2回、2時間程度の集まりを行っています。

（午前 9:30〜11:30 / 午後 13:30〜15:30）

◇現在、これだけの自治会で実施中です！
（＊平成29年3月末時点のデータ）

＜町全体＞

743人

＜椎田地区＞

446人（男性117人/女性329人）

＜築城地区＞
▶
▶

66自治会中、52自治会で実施
26自治会で実施

297人（男性44人/女性253人）
26自治会で実施

参加人数は1会場につき3〜30名程度です。

平均年齢は、約75.8歳です。61歳〜97歳と
幅広い年齢の方が参加しています。

◇どんなことをしているの？
血圧測定などの健康チェックや健康相談、健康体

◇町から支援を行っています！
各サロンに、町の看護師等を1〜2名派遣してい

操のほか、地域の特性に応じた計画を皆さんと一緒

ます。年に1回、作業療法士（リハビリの先生）や

音楽、料理、作品づくり、頭の体操など）

のよりよい運営のため支援を行っています。

必須3項目を実施しています。

町では、サロンを全地区に開設することを目
指しています。未実施地区の皆さん、「お試
しサロン」を体験してみませんか？

に立てて実施します。（レクリエーションやゲーム、
また、介護予防を目的として、年に１回、以下の

▶

運動機能維持向上のため、リハビリの先生による
介護予防体操

▶

誤嚥性肺炎の予防、お口の手入れ方法など、歯科
衛生士による口腔機能維持向上プログラム

▶

生活体力測定（6項目）

歯科衛生士も派遣しています。その他にも、サロン

今月から、裏表紙で各サロンを
紹介します。あなたの地区の
サロンはいつ登場するでしょう？
どうぞ、お楽しみに！

気軽に楽しく健康づくり

体操教室に参加しませんか？
今回は、外部講師を招き、体操教室を開催します。
どなたでも参加できます。
■日

時

11月9日（木）10：00〜11：30

■講

師

松岡 久代さん（フィットネスアドバイザー）

■場

所

チアフルついき

■内

容

■持ち物

■申込期限

▶リズム体操
▶ストレッチ
▶タオル

当日参加も
大歓迎♪

▶飲み物

▶運動シューズ

11月7日（火）
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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。
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。

■実施期間

12月30日（土）まで

■対象者

40歳から74歳までの国民健康保険加入者

＊75歳になる方は、誕生日の前日まで受診できます。
▶身長

▶体重

▶腹囲

▶血圧

▶尿検査

▶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

■料

金

無料（特定検診項目のみ）

■受診できる医療機関
▶

“治療で行う検査”と“特定健診で行う
検査”は目的が違います。

自己判断をせず、必ず主治医に相談
の上、受診しましょう。

◇受診・手続きの方法

＊医療機関の開院日・時間に限ります。

■検査項目

高血圧・糖尿病・脂質異常症等で治療中の方へ

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

① 住民課

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。

ねください。

▶

豊前築上医師会健康管理所

広報4月号折込チラシの
「申込みはがき」を
ご利用ください。

＊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

◇特定健診では、国の基本項目に加え、町独自で
以下の検診項目も行っています。
①血清クレアチニン・ＧＦＲ（糸球体ろ過量）
透析危険度（腎臓機能の低下）をいち早くキャッ
チします。

太っていなくても内臓
脂肪がついて、血糖値
やコレステロール、中
性脂肪が高い方もたく
さんいます。

コレステロールや中性
脂肪、血糖値だけでな
く、血圧や尿酸値が高
くても血管を傷つけ、
動脈硬化が進みます。

②ＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビンエーワンシー）
糖尿病予備軍をいち早くキャッチ。空腹時血糖値
だけでは見逃しがちな食後高血糖や慢性的な高血
糖傾向を早期に発見します。

体重や体型が変わ
っていなくても血
液の状態は日々変
わっています。

③尿酸値
高脂血症や高血圧・高血糖以外にも血管を傷め、
動脈硬化を進める見逃せない因子のひとつです。
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あなたが受けている
検診項目と比べて
みてください。

れば︑罰せる﹂旨の触書︵﹃国作手永大
庄屋日記﹄︶が出ていることから︑少な
くとも嘉永初年には小倉藩内の私札発行
は禁じられたようで︑岩田屋も同札の発
行を停止し︑換銀︵当時のお金は銀本
位︶に応じたと考えられます︒
町が所蔵する﹁岩田屋家具売払控帳
︵嘉永二年六月六日より︶﹂︵松尾家文
書︶には﹁吸物椀十で六百文︵現在の金
額で九千九百円程度︶﹂など︑岩田屋が
売払った家財と金額が延々と書き上げら
れています︒時期的に換銀のための資金
を調達するためだったかもしれません︒
西福寺本堂外陣の彩色大天井や金富神
社︑鏑宅神社の石燈籠・手洗盤︑綱敷天
満宮の大石燈籠等は岩田屋が寄進しまし
た︒また現在︑金富神社地内の池の中島
に建つ石碑は安政五年︵一八五八︶︑岩
田屋の井上重三郎が自宅庭に設置した句
碑で︑﹁布る池や蛙とびこむ水の音﹂と
いう松尾芭蕉の俳句が刻まれます︒
当時︑豊前地方では蕉風俳諧が盛んで︑
岩田屋も文化サロンとして多くの教養人
達が集まってきたものと考えられます︒
︵文化財保護係 馬場克幸︶

福岡県市町村名勝庭園協議会

催

共

岩田屋札︵表面・裏面︶
額面 二十文・三十文・五十文・百文・五
百文札がある︒多くの私札が流通し︑通貨経
済に支障を来すようになったため︑小倉藩で
は嘉永年間に発行禁止となった︒

生涯学習課 文化財保護係 ☎（52）3771

申込方法

旧藏内邸の通常料金で入館できます。

【建築史・伝統建築学・意匠】

講

師

▶

第七十五回 岩田屋札
写真は江戸時代後期に中津街道椎田宿
で栄えた豪商 岩
“ 田屋 が
” 発行した紙幣
﹁岩田屋札﹂です︒岩田屋は現国道十号
線﹁天神﹂交差点から北側の旧街道沿い
約六十㍍の場所にありました︒敷地の最
奥は岩丸川の支流﹁おぞの川﹂に隣接し
ていたといわれ︑現在の椎田保育園も一
部含む広大な敷地に店舗や倉庫・家屋を
構え︑米商・酒造・両替商・質屋を経営
していました︒
天保七年︵一八三六︶︑当主の井上官
右衛門は小倉藩に多額の献金︵二百両以
上︒現在の一千万円以上︶をした功績で
代々格式子供役︵大庄屋の補佐役︶を仰
せつけられました︒これは同年に小倉藩
が幕府から美濃・伊勢国の河川普請役を
課せられましたが財政難で︑大坂の商人
に借金を申し込むも断られたための藩へ
の献金だったと考えられます︒
そしてこの後も小倉藩の逼迫した財政
状況は続き︑同十四年︵一八四三︶には
藩札︵藩が領内で独自に発行した紙幣︶
に代わる私札の発行を小倉城下および在
郷有力商人に許可するに至りました︒な
お︑近隣では京都郡の飴屋・新屋・柏屋
︵現行橋市︶︑上毛郡の萬屋︵よろず
や・現豊前市︶も私札の発行を許可され
ています︒
しかし︑嘉永二年︵一八四九︶︑京都
郡において﹁未だに私札を使用する者あ

事前にお電話でお申込みください。

申込先

300円（入館料）

金

料

金

旧藏内邸

所

100名（先着順）

員

定

料

旧藏内邸

所

場

11月4日（土）13：00〜16：00

場

仲 隆裕さん（京都造形芸術大学教授）

▶

12月5日（火）まで

矢ヶ崎 善太郎さん（京都工芸繊維大学准教授）

間

時

☎（52）2530
問 旧藏内邸
時 9:30〜16:30

宝蔵

期

日

唐革紙の額絵等を多数展示します。
楽しみます。

った上田 尚さん（国選定保存技術者）が製作した金
門家の案内で知り、庭を

旧藏内邸の貴重な壁紙「金唐革紙」の復元に携わ
建築や煎茶との関係を専

「きんからの世界展〜百年の時を超え、よみがえる」
庭園の見方、見どころ、

●企画展
●秋のイベント「庭園鑑賞会」

料 一般（高校生以上）300円/小中学生100円
休 毎週水曜日

旧藏内邸からのお知らせ

【庭園史・文化財庭園保存修復】
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休 毎週月曜日

船迫窯跡公園からのお知らせ
●秋の企画展

『中津街道と築上町の近代』 入場無料

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。

期 間 12月24日（日）まで
場 所 船迫窯跡公園 体験学習館
展示品
▶ 築城郡湊村戸別図（明治12年）【個人所蔵】
▶ 岩田屋礼【北九州市立いのちのたび博物館所蔵】
▶ 大橋村高礼場の図【錦陵同窓会所蔵】ほか
●秋の企画展

『中津街道と築上町の近代』

ギャラリートークを開催します。入場無料
小倉藩や中津街道など豊前近世史の先駆的研究者
の川本英紀先生が、幕末維新期の中津街道について、
当時の築上町を中心にわかりやすくお話します。

問 船迫窯跡公園

料 無料

●窯跡コンサート2017

時 9:00〜17:00

☎（52）3771
入場無料

『筑前琵琶演奏会 幕末維新のころ』

〜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〜
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？

日
場
内

時
所
容

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
▶ 白虎隊（琵琶曲）
▶ 西郷隆盛（吟詠と朗読） ほか
出演者 ▶ 高木 青鳳さん（筑前琵琶保存会教司）
▶ 河野 声洲さん（吟詠道鶴洲流宗嗣）

＊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。

広告欄

M

ETASE

no
MORI

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

■11 月 3 日（金・祝） 9：00〜16：00 ＊雨天中止

♦
♦
♦

店 頭

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

キクイモ試食 & 販売

■11 月 11 日（土） 10：00〜15：00 ＊予定
上城井小学校の子どもたちが店頭に立ちます♪

メタセパン祭り !!

■11 月 12 日（日） 10：00〜13：00 ＊予定
パン出荷者による店頭販売を開催します！

日
場
申
講

時
所
込
師

▶結いの石窯パン工房
（進義久） ▶ワークランドこすもす

11月25日（土）13：30〜15：00
船迫窯跡公園 体験学習館
不要
川本 英紀先生
（築城町誌、椎田町史などを執筆）
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▶やきたてパン松屋

焼きいも販売

▶ベーカーフロッグ
（中山佳子）

11 月の土・日を中心に販売します。

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

※11 月 26 日（日）築城基地航空祭の臨時駐車場としては開放
しませんのでご注意ください。お店は通常通り営業します。

いのち愛しむ、人生キッチン
桧山 タミ（著）

手塚治虫傑作選「戦争と日本人」
手塚 治虫（著）

九州地方で活躍する料理家タミ先生の初
の著書。台所に立つ女性の心の拠りどこ
ろになるお話が一冊に。タミ塾の愛情レ
シピも収録。タミ塾の50年の教えが詰
まった人生の教科書。

自伝的漫画「どついたれ」、「悪魔の開
幕」、原爆問題を扱った作品など、選りすぐ
りの九編を収録。現在、日本では平和の尊さ
についても鈍感になっています。今だからこ
そ、読んでほしい珠玉の短編集です。

おしりのねっこ

おれたちのトウモロコシ

林 なつこ（著）

矢嶋 加代子（著）岡本 順（イラスト）

築上町図書館 ☎（56）5171
開館時間 9：00〜17：30
★11月の休館日…7・14・21〜30日★
日

月

火

水

木

5

6

7

8

9 10 11

1

2

金

3

土

4

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ブックスタートボランティア

募集！

みんながお芋を掘っているのにしろうくん
はさぼっています。先生が、さぼっている
とお尻に根っこがはえちゃうよと言っても、
お尻の根っこで探しているんだ、と言い返
し、そのうちに昼寝をはじめて …。

転校生の竜也は、友だち三人で、トウモ
ロコシをつくりはじめる。カラスに種を
食べられたり、台風にやられたり…
三人はトウモロコシを守るため、知恵を
出し合いがんばる。（小学校高学年〜）

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 の貸し出し、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については、図書館横

の屋外ブックポストをご利用ください。 CDは
破損の恐れが有りますので、12月6日以降に図
書館カウンターまで返却をお願いします。

築上町にお住いの方は豊前市、行橋市、苅

田町、みやこ町など、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
となりますので、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、

ご協力をよろしくお願いします。

11

月４日︵土︶チケット発売開始

築上町図書館では11月21日（火）〜12月5

広告欄

︻お問い合わせ︼ コマーレ ☎︵５６︶１７７７

【築上町図書館特別休館のお知らせ！】

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：
11 月 7 日
12 月 5 日
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リサイクルプラザ 体験学習講座
環境課（支所内線 152）

オレンジカフェきづき

■ 紙ひものかご作り
日

時

11 月 17 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

▶

11 月 23 日（木・祝）
10：00 〜 12：00
エプロン

■ 裂織（募集人員：2名）
日

時

▶

持ち物

▶

11 月 7 日（火）、8 日（水）
21 日（火）、22 日（水）
10：00 〜 16：00
毛糸

■ 紙すき
日

イベントのお知らせ
●芋ほり

子育て支援センターの親子と芋ほりを楽しみましょう♪
日 時 11月16日（木）10：00〜11：30
定 員 10名程度（要予約）
＊汚れても良い服装でお越しください。

●おやつ作り

時

▶

持ち物

▶

11 月 30 日（木）
9：00 〜 12：00
エプロン・古タオル（1 枚）

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。

今月の納税
・国民健康保険税（第 5 期）
納期限 11 月 30 日（木）

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。
税務課

徴収係（本庁内線 218）

人の動き
前月比

9 月末現在
人口
男
女

世帯

18,724
9,110

9,614

8,870

人
人
人
世帯

− 24
＋ 15

− 39

− 8

施設の休館日（毎週火曜日）
・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）
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掘りたてサツマイモを使っておやつを作りましょう
日 時 11月16日（木）13：00〜14：30
定 員 15名程度（要予約）
参加費 200円
持ち物 エプロン、三角巾

●小物づくり（クリスマス小物）
日 時
定 員
参加費
持ち物

11月30日（木）13：00〜14：30
15名程度（要予約）
300円
裁縫セット

●お出かけ(買い物支援）イベント
〜メタセの杜でお買い物や自然を楽しみましょう〜
日 時 11月30日（木）10：00〜12：00
対象者 自家用車をお持ちでない方
定 員 8名（要予約・先着順）
＊１人につき月１回まで
申込開始 11月6日（月）〜
申込方法 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
◆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

◆最近もの忘れが気になる、認知症のことが知り
たい等、認知症に関する相談を常時受け付けて
います。お気軽に、ご相談ください。

S port( スポーツ )
築上町ふれあいスポーツフェスティバル 2017
◇ミニオリンピック
築上町のきずな！優勝チーム
＜Ａブロック＞ 八津田ミニバスケットボールクラブ
＜Ｂブロック＞ 椎田少年陸上クラブ
＜Ｃブロック＞ 築上椎田少年野球クラブＡ
▶

変則リレー 優勝チーム
＜低学年の部＞
築城剣道少年団
＜高学年の部＞
築上椎田少年野球クラブＡ
＜フリー①の部＞ 築上椎田少年野球クラブＡ
＜フリー②の部＞ 築上町少年相撲クラブＡ

▶

◇パークゴルフ大会

◇自治会対抗グラウンドゴルフ大会
▶

サン・スポーツランド浜の宮グラウンド会場
優

勝／下日奈古Ａ

準優勝／上深野
３
▶

位／西八田

椎田グラウンド会場
優

勝／湊南Ａ

準優勝／東高塚
３

位／宇留津Ａ

◇グラウンドゴルフ大会（個人戦）
優

優 勝／溝口 直美
準優勝／安中 日出吉
３ 位／山本 順

勝／矢野 重勝

準優勝／加生 一正
３

位／進 佐智子

築上町メタセの杜パークゴルフ協会

第22回 築上町一般男子町民ソフトボール大会

第10回

▶

優

ペアプレー大会結果

勝／伊藤 泰彦・長岡 善行

準優勝／内藤 慎吾・山本 順
３

位／原田 日出男・古谷 正則

第12回

築上町内ソフトバレーボール大会

（レディース）
優

勝／ツイッキーズ

３

位／K−smile A

準優勝／Ｔ・Ｓ・Ｃ

スポーツフェスタ・ふくおか
第60回記念福岡県民体育大会（相撲競技）
▶

一般の部

2位／築上郡

監

督：重松 信行

先

鋒：勝目 敦也

中

堅：大石 勇二

大

将：田原 雅史

交代選手：有座 隆一
▶

個人の部

Ａパート

優

勝／今津キャンディーズ

準優勝／インターフローレンス
▶

Ｂパート

優

勝／紫雲山

準優勝／バッド・ボーイズ

広告欄

見学随時OK!
男・女会員募集中！
入会金無料
2017年度

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

トータルフィットネス・ワークアウトジム

2位／大石 勇二（築上郡）
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まちの

活躍
びと

"ま ごころ

込めて作ったスイーツ
美味しいものグランプリ受賞

レ スリングで全国へ

「第72回国民体育大会」出場決定

9月5日、JR博多駅前広場で開催された「まごこ

10月2日、築上西高校3年生でレスリング部に所

ろ製品美味しいものグランプリ2017」で、就労継

属する中川大樹さん（臼田）と宮田七星さん（行橋

続支援B型事業所ワークランド・こすもす（小山

市）が町長を訪問し、「第72回国民体育大会」へ

田）のかぼちゃを使ったスイーツ「かぼちーず」が

の出場を報告しました。

「贈りたい部門」グランプリを受賞しました。これ

2名とも7月に行われた県大会に出場し、中川さ

は、障がいのある方がまごころを込めて作ったお菓

んは74kg級で優勝。「国体では1回でも多く勝てる

子やパンなどを来場者が試食して審査する福岡県主

よう頑張りたい」と抱負を語ってくれました。宮田

催のイベントで、同施設は昨年も「クラムケーキ」

さんは、同じく84kg級で優勝。「1年生からの夢だ

で「おいしい部門」を受賞して

った国体に出場でき嬉しい。県代表としての自覚を

います。事業所の関係者は「開

持ち、1勝1勝大事にして優勝を目指したい」と熱

発の段階でかなり苦戦しました。

く語ってくれました。

一人でも多くの方に美味しさを
お届けしたい」と商品に込める
思いを話しました。

紅 白それぞれが満開
彼岸花の季節
9月23・24日に開催の、町内外から多くの方が
訪れた不老山正光寺（伝法寺）の「白い彼岸花まつ
り」。50年ほど前から、地元の皆さんの手により
珍しい白い彼岸花が境内で大切に育てられ、現在の
本数にまで増えました。
同じく9月24日、小原正八幡神社向かいの宮前池
の土手で、今年で４回目となる小原自治会の「彼岸

｢第 73回福岡県美術展覧会」
入賞・入選おめでとうございます！

花祭り」が開催されました。池の土手は満開の彼岸

毎年3千点以上が出品される、「県展」の通称で

花で真っ赤、こちらも地元の皆さんの手で植えられ

おなじみの伝統ある公募展「第73回福岡県美術展

たものです。晴天の下、カレーライスや手打ちそば

覧会」が9月5日から10月1日に開催され、築上町

に舌鼓を打ちながら秋の花見を楽しみました。

から6名の方が入賞・入選されました。以下にお名
前をご紹介します（順不同）。
おめでとうございます！
〈工芸〉

豊前市長賞

嘉村

裕一 さん

〈写真〉

福岡文化財団賞

小林

澄雄 さん

入選

恒富

啓史 さん

入選

白石

明

入選

木村

正憲 さん

入選

久保

博恵 さん

〈書〉

さん
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KATSUYAKUBITO

投稿のひろば
★復活第5回

流鏑馬祭り

69年間途絶えていた伝統行事を地元で復活させ、

隔年開催の流鏑馬祭りは今年で第5回目。宇都宮家

ゆかりの神社で、武者装束の射手が人馬一体、迫力
の妙技を披露します。
日
場

時

11月19日（日）13：00〜15：00

所

練 習の成果を発揮
「小学校運動会」開催
9月30日と10月7日に、町内の8つの小学校で運

動会が開催されました。

各校の児童がこの日に向けて練習を積重ねてきた

成果を力いっぱい披露。一生懸命頑張る姿に観客席
からは大きな歓声と応援の声が響きました。

岩戸見神社周辺（伝法寺・不老山正光寺隣接）

上城井ふれあい協議会
白川

☎090（5281）3107

★第8回フロイデ音楽祭
「ベートーヴェン第九の演奏会を地元で！」を合

言葉に豊前・行橋・築上と輪を広げ、今年は3年ぶ

りにオーケストラとともに迫力の第九の合唱をお届
けします。
日
場

時
所

12月3日（日）14：00〜（13：30開場）

入場料

吉富フォーユー会館

全席自由3,000円（当日3,500円）

＊入場券はコマーレ、または音楽祭出演者より
お買い求めください。
めざそう！第九の会

よだ

☎0979（82）1539

★ｅラーニングパソコン教室受講生募集
PowerPoint2013の基本、スライドデザインを学

びます。ソピアに直接お申し込みください。
日

時

11月29日〜12月20日の毎週水曜

場

所

築上町コミュニティセンターソピア

定

員

13：00〜15：50

申込期限

教室と在宅受講あわせて16名
11月14日（火）

パソコン同好会事務局
木部

広告欄
なんとなくダルい…「血管力」低下の黄色信号！？ 1回

血管年齢

血流量・基礎代謝率・血管年齢

私たちは子宝相談・皮膚の
悩み・ストレスによる不調
などのご相談もお受けして
います。

★そば打ち体験教室
時

11月18日（土）、12月16日（土）

場

所

小原農事集落センター

会

費

10：00〜15：00

持ち物

1,100円（試食あり）

鳥養

エプロン、手拭タオル、三角巾、パック
☎090（6917）5744
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などがわかります。

血液サラサラ、全身スッキリを実感できる
漢方の試飲を実施中！飲んで「血管力」UP⬆

090（7835）4367

日

測って ¥100
みませんか？

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 ⬅

Chikujo calendar
１

補聴器相談

行事予定表11月分（11月1日〜12月5日）

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

2
3

4
5

6
7

8

祝

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

19

休日相談医

18

いまとみクリニック（吉富町）

清田整形外科医院（豊前市）

☎0979-82-3127

大川病院（豊前市）

☎0979-82-2203

特定健診結果説明会

チアフルついき

※要予約

20
21

☎56-1730

豊前病院（豊前市）

☎0979-82-2309

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

22

補聴器相談

ソピア（9：30〜10：30）
社協心配ごと相談

補聴器相談

自愛の家（13：00〜14：00）
ソピア

（10：00〜11：00）
自愛の家（9：30〜15：00）

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

23

宮崎リハビリテーション医院（築上町）☎56-1035
こうげクリニック（上毛町）

☎0979-72-2028

口腔ガン専門医診療
休日急患センター

☎0979-82-8820

弁護士相談

築城人権センター（13：30〜15：30）

補聴器相談

自愛の家（13：00〜14：00）
ソピア（11：00〜12：00）

行政相談

ソピア（10：00〜15：00）

社協心配ごと相談

自愛の家（9：30〜15：00）

１歳児すくすく教室【H28年11月生まれ】 チアフルついき

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…

祝

11月10日(金)・24日(金)

勤労感謝の日
休日相談医
くろつち整形外科クリニック（豊前市）☎0979-82-2551
三浦眼科クリニック（豊前市）

24

☎0979-64-7600

３歳児健診【H26.9.15〜Ｈ26.9.30生】 チアフルついき

25
26

休日相談医
椎田クリニック（築上町）

☎56-0030

築城基地航空祭

27
28
29

休日相談医

自愛の家（9：30〜15：00）

不燃性粗大ごみ収集【築城地区】

【3・4ヵ月児：Ｈ29.6.4〜H29.7.7生、
7・8ヵ月児：Ｈ29.3月生】 チアフルついき

自愛の家（11：00〜12：00）

ひとり親家庭相談 本庁 住民相談室（13：00〜15：00）

離乳食教室 チアフルついき（10：00〜11：00）※要予約
乳児健診

☎0979-82-8820

認知症・介護相談 支所 第一会議室（13：30〜15：00）

休日相談医
古賀整形外科内科医院（築上町）

☎0979-24-8688

口腔ガン専門医診療
休日急患センター

休日相談医

社協心配ごと相談

13
14
15

３歳児健診【H26.8.1〜Ｈ26.9.14生】 チアフルついき

文化の日

ひとり親家庭相談 苅田町三原文化会館（13：00〜15：00）

9
10
11
12

16
17

30
12月１
2
3

社協心配ごと相談

自愛の家（9：30〜15：00）

休日相談医
宮部病院（築上町）

☎56-0038

口腔ガン専門医診療
休日急患センター

4
5

特設人権相談

☎0979-82-8820

築城人権センター（10：00〜15：00）

離乳食教室 チアフルついき（10：00〜11：00）※要予約
乳児健診【3・4ヵ月児：Ｈ29.7.8〜H29.8.5生、
7・8ヵ月児：Ｈ29.4月生】 チアフルついき

✚ 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。
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夫婦で育児をわかちあおう

2016 年度の全国の男性育児休業取得率は、3.16％。1996
年度の調査以来、過去最高となっています。（厚生労働省調査）
そんななか、築上町役場から初の男性育児休業取得者が誕生
しました。福祉課 社会福祉係の塩田真一さんは、妻と子どもが
病院を退院した日から２週間、育児休業を取得。塩田さんに、
休業中の様子や取得した感想などを伺いました。

﹁妻の実家から病院へのアクセス
があまり良くない﹂﹁義姉が開く
カフェを義母が手伝っており負担
をかけられない﹂﹁妻が結婚後に
来た地域にまだ馴染めていなくて︑
知人も近くにいない﹂﹁初めての
出産育児のため不安な面が大き
い﹂このようなきっかけで育児休
業を取得することにしました︒

取得のきっかけは …

気持ちの変化も

毎日があっという間

取得への迷い

子育てはそれぞれであり︑
難しいものではないと思いま
す︒しかし︑マニュアルが
あって︑それを実践すればい
いというものでもありません︒
もし︑私が育児休業を取得し
ていなければ︑インターネッ
トで調べたことを妻へ﹁こう
すればいいんじゃない？﹂と
口出しするだけだったかもし
れません︒自分が経験してみ
て︑実際の子育てはそういう
訳にはいかない︑育児に参加
して負担を分かち合うことが
大切だと感じました︒
休業中は︑何事もなくスムーズ
に過ごせた日もあれば︑寝つきが
悪く︑抱っこしても泣きやまない
日も︒原因もわからず︑疑問符が
頭をよぎり︑毎日気を抜ける時間
がありませんでした︒日中は︑子
どもが寝ている間に家事を済ませ︑
自分の睡眠時間は２〜５時間︒一
日があっという間に過ぎていきま
した︒

育児休業を取ることに多少
迷いもありましたが︑早くか
ら職場で育児休業取得の宣言
をしていたこともあり︑快く
受け入れてもらえました︒職

場によっては︑男性職員が長
期間の育児休業を取得するの
は難しい場合もあると思いま
すが︑私自身︑育児休業中と
ても貴重な経験ができました︒
働く男性の方に︑育児休業を
取得して育児経験することを
おすすめしたいです︒

育休中の経験を糧に
これからも

子育ては喜びがある反面︑
十分な休息がとれず︑ストレ
スも溜まります︒子どもの変
化や訴えに冷静に対応できな
くなることもありますし︑夫
婦で交代で対応できたことは︑
子どもはもちろん︑自分たち
にとっても非常に良かったと
思います︒
今後も﹁ワーク・ライフバ
ランス﹂を意識して︑育児休
業中のようにはいかないかも
しれませんが︑できる限り育
児にかかわっていきたいと思
います︒

人権課 男女共同参画係
︵支所内線２７２︶
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夫婦で共に感じる
子どもの成長を見て︑感じるこ
とができたことが︑育児休業を
取って良かった点です︒夫婦で一
緒に育児を行うことで︑子どもの
様子や変化について話し合い︑成
長を共に感じることができました︒
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今年度から、町内の全小中学校で導入された
「コミュニティ・スクール」。

地域とともにある学校づくりを目指して

各学校に「学校運営協議会」を設置し、学校・
家庭・地域が連携して子どもたちの成長を支え
ます。

今月は、
「八津田小学校」の取り組みを

コミュニティ ・ スクール
だより No.2

ご紹介します。
八津田小学校コミュニティ
・スクールでは︑今年度﹁あ
いさつ運動﹂と﹁見守り活
動﹂に重点を置き︑学校・家
庭・地域で共通の目標を掲げ
取り組んでいます︒
学校では︑自分自身のあい
さつのしかたを振り返ること
ができるよう︑﹁あなたのあ
いさつどうですか？﹂という
掲示をし︑全校児童であいさ
つのレベル向上に取り組んで
います︒家庭では︑年３回の
﹁親子ふれあい運動﹂のなか
で︑あいさつに関するめあて
を親子で話し合い︑日々の生
活のなかで実践しています︒
また︑地域の方々と顔を合わ
せ元気にあいさつを交わすこ
とができるように︑登校時の
交通指導で地域の方々が児童
への声かけを行っています︒

八津田小学校 学校運営協議会
会長

平嶋 洋子さん

八津田小学校

千原 新吾さん

地域の方との交流のなかで、子どもたちは、たく
さんの人たちとふれあうことで、普段以上の頑張り
を発揮するという経験をしています。
「がんばった
ね」
「すごいね」という地域の方からの声かけは、大
きな自信に繋がります。子どもたちが成長していく
姿を学校・家庭・地域で一緒に見守り、三者で新た
な目標を見出しながらコミュニティ・スクールの
活動を充実させていければと思っています。

新たな目標を見出していく︑
コミュニティ・スクールへの
﹁チャレンジ﹂の年です︒

校長

幅広い地域活動を通して児童
が地域の方々と触れ合う機会
をより多く持てるようにとい
う取り組みです︒
学校・家庭・地域が試行錯
誤し︑成果を確かめながら︑

「地域が子どもたちに元気をもらっている」とい
うことを改めてお伝えしたいと思います。顔を合わ
せ言葉を交わすことで、あいさつする気持ちのよさ
を味わい、家庭にとっては見守ってもらっていると
いう安心感を生み出すなど、良い循環に繋がると思
うからです。子どもの悩みやトラブルなど、学校や
家庭では見えないものが
地域で見えることもある
かもしれません。さりげな
く見守り、家庭や子どもに
寄り添うことができれば
と思います。

学校と地域が思いを共有で
きるように︑八津田小学校運
営協議会では﹁拡大委員会﹂
として︑八津田地区の４自治
会との情報交換の場を設けま
した︒自治会や老人会など︑

▲地域の皆さんと朝のあいさつや言葉を
交わす、登校の時間

▲自分のあいさつの仕方を6段階の
レベルで振り返り

▲循環授業の一環で行われた稲刈り
地域の皆さんに指導してもらった

▲希望児童が八津田地区4自治会の
自治会長と一緒に花壇の手入れ
30
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楽しかった♪

築上町ＨＰに
ぼくの専用ページが
できました！！
ぜひ、見てみてね♪
イラストデザインや着ぐるみの
利用もできるよ！
詳しくは、企画振興課まで。

No.5

ちくじょう祭り

プリでは
Ｃ１グラン ちゃの
ぼ
か
の
夢会議
勝♪
優
が
汁
子
団

築上町観光大使の冨永裕輔さん、
スタジオジンクスのみなさん、築上町観光協会マスコッ
トキャラクターのちくまくんと一緒に踊ったよ！
他にもステージイベントやおいしい出店が盛りだくさん
で楽しかったな♪

おかだ

せな

岡田 千奈ちゃん

たかせ えいすけ

髙瀨 瑛介ちゃん

やじま しょういち

矢島 省一ちゃん
掲載申込方法

総務課 情報電算係

（本庁内線334）

kouhou@town.chikujo.lg.jp

●メールでの申し込みは、

件名を「１歳写真」とし、

のじ

てんま

野地 天馬ちゃん

まえだ やまと

前田 大和ちゃん

にしもと はるね

西本 陽音ちゃん

本文に

①お子さんの名前（ふりがな）
②保護者の名前
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。

よしの ふ み か

吉野 芙実香ちゃん

くにまつ たけと

國松 丈豊ちゃん
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よこがわりょうか

横川 良華ちゃん

おざき とよき

尾﨑 豊樹ちゃん

みずたに じんき

水谷 仁輝ちゃん

いとう

ちはや

伊藤 千颯ちゃん

1 歳（誕生日は問いません）の
お子さんの写真を大募集します！
掲載は築上町内に住所登録がある
お子さんに限ります。
「1 歳児すくすく教室」にも写真
撮影にお伺いしています♪

まちの

企業紹介

No.2
知っているようで知らない⁉
まちの企業を見てみよう!!

広報ちくじょう11月号

和を重んじることで生甲斐を持ち
そのモチベーションで社会に貢献

和
T. K. K

TAKAYAMAKASEIKOGYOCO.,LTD
THE PLANNER FOR TOTAL PACHACING SYSTEM

高山化成工業株式会社
所在地
代表者
従業員
設 立

No.156

▲平成 20 年に隣接工場を取得、
現在は 3 棟の工場を構える

▲多様なニーズに対応するため
頼りは「人の手」

製造業編

築上町大字湊1067-25
工場長 千原 文博
31人（グループ 約115人）
平成5年

営業担当

田久保 圭太 さん

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

入社 3 年目の田久保さん
は 2 児のパパで、キャンプや
釣りなどを楽しむアウトドア派。
営業をスムーズに進めるため設計から試作品づ
くりまでさまざまな業務をこなします。年に一
度の全国営業担当会議では、他工場の営業担当
者と交流を図り、情報交換をして自らの業務に
活かしているそうです。
「よく九州工場を訪問さ
れる本社の高山代表取締役社長も、千原工場長
も、とても気さくな方々です。それが働きやすい
雰囲気を作っているのかもしれません」と笑顔
で話してくれました。

商工課

今回は、湊北サロン をご紹介します。

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

「笑顔」が印象的な明るいサロンです。活動内容
は看護師の健康チェックの他に、体操、ゲームなど
さまざま。9月には、毎年恒例の陶芸教室で作品作
りをしました。陶芸は5年目で、皆さん年々腕を上
げているのが作品からも見てとれます。
現在、活動人数は12名です。湊北にお住まいで、
一緒におしゃべりしたい、体操したいという方はぜ
ひ一度、湊北サロンを覗いてみてくださいね。

Interview

インタビュー

アグリパーク（湊）近くに工場と事務所を構える高
山化成工業（株）九州工場。従業員は社員 11 名、パート
20 名で、多くは京築地域から就業しています。自動車
部品を輸送するための梱包容器の設計・開発・製造
が主な事業内容で、日産をはじめとする各自動車部品
メーカーに納品しています。
「このサイズに何個入るように」
「緩衝材はこんな素
材と形状で」などニーズはさまざま。顧客の要望にき
め細やかに対応しながら、ゼロから製品を作り上げま
す。敷地内に３棟ある工場は加工や組み立てなどの工
程に分かれ、多い時期には他部署も応援して製造にあ
たります。新車の発売時など短期間での対応が求めら
れることもあり、納期と品質を第一に、丁寧なものづ
くりに取り組んでいます。

九州工場

お

企業立地係（支所内線181）

い で

よ

！

ふ れ あ い

●日時

毎月第1金曜日
9:30〜11:30
＊祭日などで変更する場合あり

健 康 サ
No.1

●場所

湊学習等供用施設
＊陶芸の日は船迫窯跡公園

ロ
ン

去年の
作品♪

▲土の感触を楽しみながら、思い思い
の作品を制作

▲10月のピンポン大会、気持ちよい
汗を流しました

住民課

健康増進係（支所内線712）

