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ちくじょう

築上町
No.１５7

主な内容

P23

みんなで築こう 人権の世紀
「第69回人権週間」
P1415 友情・協力・感謝 たくさん学んだ
通学合宿で協同生活を体験！

B&G 海を守る植樹教育事業 植樹祭 at 花木園（弓の師）〜この場所で、大きく育ってね〜

考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心

みんなで築こう人権の世紀

﹁拉致﹂
自由を奪う
許されない行為
築上町人権・同和問題
回人権週間﹂に際

啓発推進実行委員会では︑
﹁第

し︑﹁北朝鮮当局による
人権侵害問題﹂をテーマ
とした啓発行事を企画し
ました︒
今回︑講師としてお招

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

きする飯塚耕一郎さんは︑

▶主催

１歳の頃︑母親である田

入場無料 ・ 手話通訳あり

﹁すべての人間は︑
生まれながらにして
自由であり︑かつ︑
尊厳と権利とについて
平等である﹂

築上町文化会館コマーレ

口八重子さんが北朝鮮当
局により拉致されたこと
年間︑母親の顔を

▶場所

この言葉で始まる﹁世

で︑

見ることなく過ごしてき
ました︒飯塚さんは︑

歳から公の場で拉致被害

者を救う活動を続けなが
ら︑拉致問題の解決を訴
えています︒また︑昭和
年︑当時中学１年生だ
った横田めぐみさんが拉
致された事件を題材に︑
家族の苦悩や︑懸命な救
出活動の様子を描いた映
画﹃めぐみ﹄の上映会も
行います︒
多くの方のご参加をお
待ちしています︒

12月10日（日）13:30〜（開場13:00）

第69回人権週間
▶12月 4日〜10日
北朝鮮人権侵害問題啓発週間 ▶12月10日〜16日

拉致問題をみんなで考える集い

拉致問題は、私たちすべての問題です

人権係（支所内線273）
人権課

69

39

界人権宣言﹂は︑世界の
すべての国と人々が達成

日︶と定

27

すべき共通の基準として︑
１９４８年にパリで行わ
れた第３回国際連合総会
で採択されました︒国際
連合はこれを記念して
日を﹁世界人権デ

ー﹂と定めました︒
日本においても︑世界
人権宣言について理解を
深める期間として︑世界
人権デーを最終日とする
月４日～

１週間を﹁人権週間﹂
︵

め︑さまざまな人権啓発
活動を行っています︒

52

月

12

● 町内小中学生人権作品（標語・ポスター）表彰式
● アニメ『めぐみ』上映
●「救う会福岡」活動報告
● 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 飯塚 耕一郎さん（拉致被害者家族連絡会事務局次長）

▶日時

▶協力

10

映画上映会＆講演会

第69回人権週間啓発行事

10

12

ブルー（青）は、北朝鮮による拉致被害者の生存と救出を信じる意思表示の色です。拉致被害者の祖国である日本と、
北朝鮮とを隔てる「海の青」、そして被害者と家族を唯一結ぶ「空の青」を表しています。

２
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月 日～ 日
﹁北朝鮮人権侵害問題
啓発週間﹂

月

日～

﹁北朝鮮人権侵害問題
啓発週間﹂︵
日︶は︑拉致問題をは

じめとする北朝鮮当局に
よる人権侵害問題につい
て︑私たち一人ひとりの
認識を深める機会として︑
﹁拉致問題その他北朝鮮
当局による人権侵害問題
年施行︶によっ

への対処に関する法律﹂
︵平成
て定められました︒

一日も早い
拉致問題解決に向けて
この法律では︑国や地
方公共団体は啓発週間の
趣旨にふさわしい事業の
実施に努めることと定め
られています︒

年

年︑拉致被害者

横田めぐみさんが拉致
されて
家族連絡会ができて

の節目の年である今年︑
被害者やその家族の思い
に触れ︑﹁拉致問題﹂に

月

日︑下城井小学校

名が︑ひまわり

も育ってびっく

まった風船︑多くの人に届

子どもたちの思いが詰

れました︒

などたくさんの感想が聞か

り﹂﹁誰に届くか楽しみ﹂

﹁３

のです︒

に育てた花から採取したも

童が４月に種をまき︑大事

このひまわりの種は︑児

ばしました︒

エコ風船を一斉に青空へ飛

の種とメッセージを添えた

の３年生

11

くといいですね︒
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逃げるなよ」
山下 瑞喜さん（築城中2年）
「おい自分 いじめを見ても

16

12

ついて一緒に考えてみま
せんか？

３

15

13

m

命の大切さなどを学んでもらう運動です。

人権の花運動

▲種とり（10月）
▲開花（7月）
▲発芽（5月）
▲種まき（4月）

協力し花を育てることで、思いやりの気持ちを育み

ひまわりのように元気で丈夫に、いつも笑顔で。

松田 有生さん（葛城小1年）
「じぶんから ひろげていこう こころのわ」
高松 來叶さん
（築城中２年）
園田 新波さん
（椎田小5年）

10

20

▶ 小学校1・2・3年生の部
▶ 中学校の部
▶ 小学校の部

10

18

40

◇標語部門
◇ポスター部門

12

16

町内小中学生人権作品（標語・ポスター）優秀賞受賞作品をご紹介します。

▶ 小学校4・5・6年生の部

森 龍義さん（西角田小4年）
「しない させない いじめとぼう力」
▶ 中学校の部

▲種が入った袋とともにエコ風船を青空へ(11月)

ラスに紹介された松鳳山関の妻︑あ
いさんの映像が流れ︑体を気遣った
食事づくり︑両国国技館までの送迎
の様子など︑おかみさんとともに松
鳳山関を支えてくださっている姿を
見て大変心強く感じました︒九州場
朝夕はすっかり冷気を感じるよう
絡会で全職員に町長訓示をいたした

頼回復に努めるよう︑臨時の職員連
ださい︒

ます︒築上町のためにも頑張ってく

６敗︒これからの奮起を期待いたし

回人権

聴き取りを行いました︒その結果を

され︑築上町に戻った後︑本人への

捕されました︒事情聴取のため拘留

東京都迷惑防止条例違反で現行犯逮

の中で女性に痴漢行為をしたとして︑

めに来町してくださいました︒歌手

かわらず︑コマーレでの講演会のた

若島津関︶入院の大変な時期にもか

の高田みづえさんが︑親方︵元大関

二所ノ関部屋おかみさんで元歌手

す︒町民の皆様のご来場をお待ちし

子息︑飯塚耕一郎さんをお招きしま

致被害者である田口八重子さんのご

と講演会を開催します︒講師に︑拉

による拉致問題をテーマに映画上映

月のこの時期は︑天保７年

ら依願退職の届出がありましたが︑

衆は感銘を受けたことと思います︒

ついて語る姿に満員のコマーレの聴

︵ついきごおり︶の民を救ったとし

︵１８３６年︶の大飢饉から築城郡

毎年

ています︒

月

い︑女将となっての苦労話︑そして

受けて懲罰委員会を開催し︑
日付けで停職５か月の懲戒処分を行

親方の現況など︑これまでの人生に

懲戒処分の後に受理することと決定

て︑延塚奉行の遺徳を称え武道大会
年末の忙しく︑あわただしい時季

今後の親方の快復を心よりお祈りし

し︑退職の辞令を交付しました︒

本町岩丸出身の松鳳山関も講演会

留意してよい年をお迎えください︒

となります︒町民の皆様には健康に

の後半

か月前にテレビで﹁鬼嫁﹂とユーモ

30

今回の事件は築上町の信用を著し
く失墜するものであり︑今後︑職員
一丸となって住民サービスに徹し信

分頃に登場しました︒約１

し︑処分と同日付けで退職届を受理

いました︒また︑

月７日に本人か

16

と追悼式を執り行っています︒

12

11

ます︒

11

Topics

これからの成長、楽しみに見守ってね
Ｂ＆Ｇ海を守る植樹教育事業「植樹祭」

所の成績はこの原稿執筆時点で３勝
になりました︒１年は早いもので︑
ところです︒町民の皆様には︑広報
を通してこの不祥事について衷心よ
りお詫び申し上げます︒

日コマーレで︑第

北朝鮮拉致被害者
田口八重子さんご子息来町

今年も最後の月となりました︒

月

月

69

としての下積み時代︑親方との出会

二所ノ関部屋おかみさん
・松鳳山関来町

10

週間の啓発行事として︑北朝鮮当局

12

町職員の不祥事についてお詫び
町職員で環境課参事の男性が
日︑年休を取得し私用で東京へ旅

10

行をした際︑飲食の後に乗った電車

25

11月11日、パークゴルフ場に隣接する花木園（弓の師）で、Ｂ＆Ｇ海を守る

植樹教育事業「植樹祭」が開催されました。

これはＢ＆Ｇ財団より実施決定を受けて３年にわたり開催される事業で、3年

目となる今年は、1年目に拾ったどんぐりから育てた苗木など400本を、約100

人の参加者で植樹しました。今回は、豊築森林組合や各地区消防団の協力を得

て、子どもたちは苗木の植え方や、バケツでの水遣りの仕方などを教わりまし

た。植樹の様子は、今月号の表紙にも掲載しています。

４
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築上町児童館からのお知らせ

子育てにっこり

☎（57）4300
電話予約受付時間 10:00〜17:00

子育て支援センター
●親子エアロビクス教室
日 時 ▶ 12 月 6 日（水）10:30 〜 11:30
場 所 ▶ 児童館 多目的ホール
講 師 ▶ 谷 昌子さん
対象者 ▶ 未就学児親子（要予約）
持ち物 ▶ タオル、お茶
申込期限 ▶ 12 月 5 日（火）
●人形ボードヴィル・ドラさんがやってきます！
日 時 ▶ 12 月 7 日（木）10:30 〜 11:30
場 所 ▶ 築城社会福祉センター
講 師 ▶ 中村 燦希さん
対象者 ▶ 未就学児親子 10 組（要予約）
申込期限 ▶ 12 月 6 日（水）

わくわくチャレンジ教室
●もちつき
日 時 ▶ 12 月 16 日（土）10:00 〜
場 所 ▶ 児童館 玄関前
持ち物 ▶ エプロン、バンダナ、手拭きタオル
●遊びの広場
日 時 ▶ 12 月 23 日（土・祝）13:00 〜 15:30
場 所 ▶ 児童館 工作室
30 円 / 回
材料費 ▶ ①プラバン工作
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

の
育入所申込み
ます
受付が始まり

童保
平成 30 年度学

築上町児童館

■受付期間
12月18日（月）〜平成30年1月19日（金）
＊日曜、年末年始除く
■受付場所 築上町児童館
■受付時間 10:00〜18:00
＊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。
＊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。

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 ▶ 12 月 27 日（水）13:00 〜 15:00
場 所 ▶ 役場本庁 住民相談室
●無料弁護士相談（先着４名・要予約）
日 時 ▶ 1 月 17 日（水）13:00 〜 15:00
場 所 ▶ 飯塚総合庁舎

就業支援講習会
●「パソコン・検定試験コース」講習会
期 間 ▶ 1 月 5 日〜 2 月 23 日の月・水・金（20 日間）
場 所 ▶ 飯塚市立岩公民館
定 員 ▶ 10 名（託児あり）
受講料 ▶ 無料（教材費等は自己負担）
申込期限 ▶ 12 月 13 日（水）
５
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みませんか？

に参加して
親制度説明会

里

福祉課 子育て支援係（本庁内線 241・242）
福岡県京築児童相談所 ☎0979（84）0407

☎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

☎（57）4300

親の病気、死亡、離婚、虐待などさまざまな事情
で、家庭で生活することができない子どもが増えて
います。あたたかい家庭を求めている子どもたちの
ために、里親になっていただける方を探しています。
養育をお願いする子どもの年齢は0〜17歳で、期間
は数か月〜数年とさまざまです。「まだ里親にな
るって決めた訳じゃないけれど…」、「里親ってど
んなものなの？」など、少しでも興味のある方、お
待ちしています。
■日
■場
■内

時
所
容

参加者が集まり次第開催
福岡県京築児童相談所（豊前市）
▶ 里親ってどんな制度？
▶ 里親になるためには など
京築児童相談所では、
個別相談にも応じます。

「町営住宅」入居者募集
都市政策課

峯原第3団地Ｂ棟
住宅名・号数（階数）

所在地

住宅係（本庁内線383・392）

建築
年度

間取

面積

給湯器
風呂釜

平成29年度
住宅使用料（月額）

共益費

峯原第3団地B棟

102号（1階） 高塚203番地1

H15

3DK

66.50㎡

給湯器

21,400〜56,700円

4,000円

峯原第3団地B棟

104号（1階） 高塚203番地1

H15

2LDK

58.20㎡

給湯器

18,700〜49,600円

4,000円

【備考】

●いずれの住宅にもエレベーター完備

●各部屋につき駐車場が1台分利用可能

募集要項
■入居資格

＊いかなる場合でも⑴〜⑻全てを満たしていない場合は
申し込みできません。
＊申込内容に虚偽等が発覚した場合は、申し込みおよび入
居に関する全ての事項を取り消しとします。

⑴次の収入基準を満たしていること
〈一 般 世 帯〉月額158,000円以下
〈裁量階層世帯〉月額214,000円以下

＊裁量階層世帯とは障がい者・高齢者・子育て（中学生以下）世帯等

⑵町内に3か月以上居住、または6か月以上在職
⑶同居しようとする親族がある方

＊ただし、昭和32年4月1日以前に生まれた方、生活保護を
受給中の方、障がい等をお持ちの方については、単身入
居の規定がありますのでご相談ください。

⑷住宅に困窮し持ち家が無いこと

＊相続登記等未実施の家屋がある場合、法定相続人に含ま
れていないこと。

⑸市町村民税および県民税等を滞納していないこと

＊納期到来分が未納になっている場合は申し込みできませ
ん。また、今後支払う旨の誓約書等は認められません。
（納税状況について転居前の市区町村へ照会します。）

⑹現在、県営または町営住宅に入居していないこと
⑺入居予定者に決定後10日以内に請書（連帯保証
人）の提出および敷金（家賃3か月分）の納入が
できること
⑻入居者および同居者が暴力団員ではないこと
＊警察署へ照会します。

■必要書類等

＊手数料が必要な証明書等がありますので、事前に入居資
格に該当するかご確認ください。
＊下記以外の書類等が必要な場合がありますので、なるべ
くお早めに手続きを行うようお願いします。

①町営住宅入居申込書 本庁 都市政策課にて配布
②住民票 ＊本籍・続柄が記載された入居希望者全員分
③平成29年度（平成28年分）所得証明書
＊入居希望世帯員で収入のある方全員分

＊生活保護を受給の場合は、京築保健福祉環境事務所交付
の被保護者証明書

④滞納がない証明書または完納証明書

＊納期到来分までのもの。単年度納税証明書は不可。
入居資格（5）参照

⑤町内に3か月以上居住しておらず、町内に6か月
以上在職している場合はそれを証明する書類
＊在職証明書等。入居資格（2）を参照

⑥入居者および同居者が暴力団員ではない確約書
■その他の注意事項
・入居予定者に決定した場合、入居資格⑸⑹⑻を満
たす申込者と同等以上の収入がある連帯保証人が
必要です。
・申し込みは1世帯1部屋のみです。応募者多数の
場合は抽選となります。
抽選日時 12月22日（金）13：30〜
・住宅使用料は、所得状況によって異なります。
・入居は平成30年3月1日以降を予定しています。

■申込期間

12月1日（金）〜15日（金）

＊土・日を除く

＊上記期間内に全ての必要書類が提出されない場合は、受
け付けできません。
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「サン・コーポ椎田」入居者募集
都市政策課

サン・コーポ椎田
住宅名・号数（階数）
1号棟

2号棟

所在地

103号（1階）
201号・208号（2階）
402号・403号（4階） 椎田815番地4
204号・205号（2階）
301号・303号（3階）

建築
間取
年度

S59 3DK 53.08㎡

基本家賃
■決定家賃

＝

面積

27,000円

風呂釜

備考

有

●エレベーターはありません。
●ペットの飼育はできません。
●各部屋につき駐車場が1台分利用可能。
●敷金：81,000円（基本家賃の3か月分）

階数等減額

1・2階
3階
4階
5階
障がい者向け

住宅係（本庁内線383・392）

0円
2,000円
3,000円
4,000円
6,000円

扶養人数等減額
（中学生以下）

1人
2人
3人以上

3,000円
4,000円
5,000円

募集要項
■入居資格

＊いかなる場合でも

〜

全てを満たしていない場合は

申し込みできません。
＊申込内容に虚偽等が発覚した場合は、申し込みおよび入
居に関する全ての事項を取り消しとします。

収入基準が、
世帯合計所得額 12か月＝79,000円以上であること
勤労者であること
住宅に困窮している者であること（持ち家がないこと）
単身入居ではないこと
市町村民税・県民税を滞納していないこと
＊今後支払う旨の誓約等は認められません。

公営住宅・公共賃貸住宅の家賃を滞納していないこと
入居者および同居者が暴力団員でないこと
障がい者向け住宅への入居は、申込者および同居
者が障がい者手帳等を持っていること

■申込期間

12月1日（金）〜15日（金）

＊土・日を除く

＊上記期間内に全ての必要書類が提出されない場合は、受
け付けできません。

７

平成29年12月

■必要書類等

＊手数料が必要な証明書等がありますので、事前に入居資
格に該当するかご確認ください。
＊下記以外の書類等が必要な場合がありますので、なるべ
くお早めに手続きを行うようお願いします。

❶住宅入居申込書 本庁 都市政策課にて配布
❷住民票 ＊本籍・続柄が記載された入居希望者全員分
❸平成29年度（平成28年分）所得証明書
＊入居希望世帯員で収入のある方全員分

❹滞納がない証明書または完納証明書

＊納期到来分までのもの。単年度納税証明書は不可。

❺公営住宅・公共賃貸住宅の家賃等完納証明書
❻入居者および同居者が暴力団員ではない確約書

＊❷、❸、❹ はお住まいの市区町村役場窓口で発行できます。
＊現在お住まいの市区町村に1年以上居住していない場合は
証明書が発行できないことがありますので、築上町役場
本庁

都市政策課までお知らせください。

■その他の注意事項
・入居予定者に決定した場合、入居資格
を
満たす申込者と同等以上の収入がある連帯保証人
2名が必要です。
・申し込みは１世帯１部屋のみです。応募者多数の
場合は抽選となります。
抽選日時 12月22日（金）13：30〜
・入居は平成30年3月1日以降を予定しています。

今回はベイクドチーズケーキ♪
「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

12月23日(土・祝) 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
ベイクドチーズケーキ
次回は
800円（材料費）
シフォンケーキ
12名（先着順）
です♪
12月20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

税金の滞納によって差し押さえた
不動産を公売します。
■公売財産

所在：築上町大字上別府（築城ICそば）
地目：宅地
地積：323.11㎡
■見積価格 2,580,000円
■公売保証金 258,000円 ＊入札前に入金
■公売方法 期間入札
■入札期間 12月4日(月)〜12月11日(月)＊土・日除く
■入札時間 9：00〜17：00
＊11日(月)は9：00〜11：00まで
■買受代金納付期限 12月18日(月) 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）

おうちに未登録の
「象牙」はありませんか？
環境省では、国内にある「象牙」の在庫を把握し
ようとしています。象牙は、単に所持しているだけ、
または死亡による近親者への相続については違法で
はありませんが、登録されていない象牙を売ったり、
あげたりすることは違法です。未登録の全形の象牙
（印鑑・アクセサリーなど製品は除く）をお持ちの
方は下記までご連絡ください。
■連絡先 象牙在庫把握キャンペーン事務局
☎03（6659）4660
（土・日、祝日除く 10：00〜17：00）
▶ 国際希少野生動植物種の登録も受け付けています。
産業課

農林水産係（本庁内線274）

高齢者在宅福祉サービス

在宅寝たきり介護手当
高齢者を常時介護している無収入の方に、介護手
当を支給します。
■対象者（町内在住で、下記のすべてに該当する方）
▶ 在宅で寝たきりの方（65歳以上で、介護保険
の認定で要介護3〜5の方）をお家で6か月以
上にわたり常時介護している方
▶ 無収入の方（年金受給者を除く）
■支給額 20,000円／月（4月・10月に支給）
＊入院やショートステイを利用し、在宅で介護し
た日数が15日未満の月分は支給されません。
申請後、調査員が自宅へ訪問し、
聞き取り調査を行います。

福祉課

高齢者福祉係（本庁内線254）
築上町臨時職員募集

看護師資格を
お持ちの方、お待ちしています。
種

■職

看護師

健康サロン（介護予防事業）の現地指導、

■業務内容

各保健事業補助など
1名

■募集人員

平成30年2月1日〜平成30年3月31日

■任用期間

原則として8：30〜17：00

■勤務時間

月に12日程度

■勤務日数
■休

日

■賃

金

原則として土・日曜日、祝日
保健センターチアフルついき

■勤務場所

時間賃金
雇用保険

■加入保険

865円

12月1日(金)〜26日(火)

■受付期間
■応募資格

8：30〜17：00 ＊土・日曜日、祝日を除く
▶
▶
▶

■申込先

昭和27年4月2日以降に生まれた方
看護師または准看護師資格を保持

エクセル・ワード等のパソコン操作ができる方

保健センターチアフルついき
雇用申込書・履歴書

■提出書類

＊雇用申込書・履歴書用紙は、保健センターチア
フルついきに備えています。

書類選考と面接により選考します

■選考方法

住民課

健康増進係（支所内線710）
８
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農用地の用途変更手続き
「農振除外」について

消費者トラブル未然に防ごう
消費者用教材(DVD)を無料貸出

築上町では、優良農地を保全し計画的に農業振興
を行うため「農業振興地域整備計画」を定め、農用
地区域内（青地）の土地の用途を「農地」と「農業
用施設用地」に限定しています。原則として、この
用途以外の目的で使用することはできませんが、や
むを得ず住宅や工場等、農地以外として利用したい
場合は、農用地区域外（白地）への変更手続きが必
要です。土地利用の計画内容によっては変更できな
い場合もありますので、事前にご相談ください。

築上町では、自主学習やグループでの集まり等、
どなたでも利用できる消費者教材を準備しています。
巧妙化する悪質商法等にだまされないために、その
手口や対策を知り、消費者力を高めましょう。

■受付期限

4月末日
▶ 2回目 8月末日
▶ 3回目 12月末日
＊提出書類等については産業課までお問合せください。
産業課

▶ 1回目

材

■教

ＤＶＤ（小・中・高校生と保護者、高齢
者と見守り者向け）
■利用期間 概ね2週間
＊築上町、行橋市、みやこ町が共同で設置する「行
橋市広域消費生活センター」の無料出前講座もぜ
ひご利用ください。
商工課

商工観光係（支所内線182）

家庭用電気マッサージ器による事故防止

農林水産係（本庁内線275）

「家庭用ローラー式電気マッサージ器」を布カバ

ふくおかの森林（もり）を未来へ
福岡県「森林環境税」が継続されます。

ーを外した状態で使用することにより、衣服が巻き

水源を養い土砂災害を防止するなど、多くの恵み

製造業者が、製品の使用中止・回収を呼びかけてい

を与えてくれる森林を健全に次世代へ引き継ぐため、
福岡県では平成20年4月から「森林環境税」を導入

し、森林の機能を保ち、守り育てるための施策に活
用してきました。しかし、森林・林業を取り巻く情

込まれ窒息死する事故が繰り返し発生しています。
ますので、お手元の製品をご確認ください。
■製品名
▶

勢は厳しく、荒廃が進むことが懸念されています。
そこで、平成30年度以降も「森林環境税」を継続

昭和58年〜平成2年に
約42万台販売

し、引き続き森林を守る各施策を実施していくこと
となりました。

■税率および納税義務者
▶
▶

個人県民税均等割の納税者
法人県民税均等割の納税者

＊税率はこれまでと変わりません。

▶

＊情勢の推移等を勘案し、必要に応じて見直しが検討されます。

■森林環境税の使いみち
▶

公益的機能を長期的に発揮できる森林づくりへ
の取組み

（強度間伐等の実施、松くい虫駆除・予防対策
▶

など）

森林を守り育てる気運の向上への取組み

（森林づくり活動の公募、森林の重要性の情報発信

産業課
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農林水産係（本庁内線278）

など）

シェイプアップ
ローラーⅡ

昭和63年7月〜平成8年に
約36万台販売

500円/年

1千円〜4万円/年

アルビシェイプ
アップローラー

■製造業者名

(株)的場電機製作所

■事故の発生状況

平成11年から平成29年までの間、全国で6件の
死亡事故が発生しています。

■連絡先

(株)的場電機製作所

☎ ０１２０（０１）２２５１

（9時〜12時、13時〜17時

商工課

＊土・日、祝日、年末年始除く）

商工観光係（支所内線182）

アイヌの方々からのさまざまな
ご相談をお受けします。
日常生活でお困りのことはありませんか？相談は
無料で秘密は固く守られます。お気軽にご相談くだ
さい。
フリーダイヤル ０１２０７７１２０８
付

■受

月〜金曜日 9：00〜17：00
（祝日、12/29〜1/3を除く）

＊本事業は（公財）人権教育啓発推進センターが、
厚生労働省生活相談充実事業により実施するもの
です。
人権課

人権係（支所内線272・273）

平成30年度
福岡県農業大学校研修生募集
■募集科
■定 員
■対象者

研修科（野菜、花き）
20名程度
▶ 県内で就農を志す方
▶ 就農して間もない方
▶ 品目転換を志す農業者
■研修期間 平成30年4月から6か月以上1年以内
（8月受講開始も可）
■申込期間 1月4日(木)〜2月5日(月)
■面接試験日 2月27日(火)
福岡県農業大学校 ☎092（925）9129
福岡県農林水産部経営技術支援課
後継人材育成室
☎092（643）3495

「福岡県障がい者雇用促進大会」
を開催します。
障がい者雇用優良事業所などへの表彰と、障がい

者雇用の先進的な取り組みを行っている企業による

下水道排水設備工事
責任技術者登録の申請受付
築上町下水道排水設備工事責任技術者の新規登録

および更新登録の申請を受け付けます。責任技術者
として登録をしていないと、築上町下水道排水設備
指定工事店登録ができませんのでご注意下さい。
■対象者

新規登録

福岡県下水道排水設備工事責任技術者試験に合格

した方および県内の他の地方公共団体ですでに登録
をしている方
更新登録

築上町下水道排水設備工事責任技術者登録者のう

ち、有効期限が平成30年3月31日までになってい

る方で、福岡県下水道排水設備工事責任技術者更新
講習を受講した方
■申請期間

平成30年1月15日(月)〜31日(水)

■申請場所

築上町役場

時
所

■場

員

■定

■参加費

1月24日(水)14：00〜15：30
福岡県庁

3階講堂

福岡県新雇用開発課

☎092（643）3594

＊土・日を除く

下水道課

3,000円/件
2,000円/件

下水道係（本庁内線112）

「エコファミリー」になって
エコチケットをゲットしよう！
県が募集する「エコファミリー」に登録し、電気

使用量の削減やLED照明の購入などのエコ活動に取
り組んだ世帯に、コンビニ
などで使えるエコチケット
（最大6,000円分）を抽選

で進呈します。協賛店舗で
の割引などの特典も。

あなたもエコファミリーになりませんか？

■登録方法
▶

「ふくおかエコライフ応援サイト」から申込み
http://www.ecofukuoka.jp/

▶

障がい者雇用係

▶ 更新登録

下水道課

200名（先着順・要申込）
無料

▶ 新規登録

■手数料

基調講演を行います。
■日

8：30〜17：00

環境課で配布している申込書に必要事項を記載
福岡県環境保全課

☎092（643）3356
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農薬取扱者の資質向上と農業の安
全使用推進を目的に実施します︒

農薬指導士養成研修・認定試験

土地家屋調査士がさまざまな土地
の問題について相談に応じます︒

境界問題無料相談会

日時
月 日 水( ・１
) 月 日 水(︶
３月 日 水( ＊
) 予約不要
時〜 時
場所 福岡県土地家屋調査士会
北九州支部︵小倉北区︶

日時
１月 日︵火︶ 時〜 時 分
︵受付９時 分〜 時 分︶
１月 日︵水︶ 時〜 時 分
場所 吉塚合同庁舎︵福岡市︶
＊受験には申請が必要です︒
福岡県農林水産部 食の安全・
地産地消課 生産安全係
☎０９２︵６４３︶３５７１

福岡県土地家屋調査士会

事務局

☎０９２︵７４１︶５７８０
﹁行政書士﹂市民相談会
遺言︑相続︑成年後見等の相談に
応じます︒予約不要です︒
日時
月 日︵水︶
時〜 時
場所 行橋市役所 ３階
福岡県行政書士会
☎０９２︵６４１︶２５０１

生活保護電話相談会
生活保護の要件や申請︑停止や廃
止︑受給中の借金問題など︑司法書
士が無料で電話相談に応じます︒
日時
月 日︵土︶
時〜 時
福岡県司法書士会
☎０９２︵７２２︶４１３１

日時 毎週火曜日
時〜 時
場所 ハローワーク行橋
対象者 おおむね 歳から 歳まで
持ち物 筆記用具・履歴書
福岡県中高年就職支援センター
☎０９２︵４３３︶７７８０
17

農業収入保険制度が始まります
農業収入の総合的なセーフティネ
ットとして収入保険制度が導入され
ます︒自然災害︑価格低下なども含
めた収入減少をサポートします︒
対象者 青色申告を１年以上してい
る農業者︵個人・法人︶
開始時期 平成 年産から
京築北九州農業共済組合
☎︵２２︶０８６７
プレミアム商品券の使用期限
築上町商工会プレミアム商品券は︑
有効期限を過ぎると使用できなくな
ります︒なお︑返金や交換は一切行
いませんので︑ご注意ください︒
日︵日︶

就活ｊｏｂフェア

興味のある企業ブースを自由に訪
問できる合同会社説明会・面談会︒
申込不要︑参加無料です︒

日時 １月 日︵土︶
時〜 時 分
︵受付
時 分〜 時︶
場所 西日本総合展示場︵北九州市︶
対象者 おおむね 歳未満の求職者

代チャレンジ応援センター

▼ いずれも会場は﹁豊前地域職業
訓練センター﹂です︒

豊前地区﹁職業訓練講座﹂

☎０９２︵７２０︶８８３１

福岡県

16

25

28

10

使用期限 平成 年１月
築上町商工会
☎︵５６︶０３５３

30

30

12

40

20

16

30

22

27

県税事務所休日開庁

歳からの個別就職相談
就職に関する無料相談です︒自分
に合う仕事が分からない︑就職を考
えているという方︑ぜひご利用くだ
さい︒

平成29年12月

30

20

17 20 16

64

14

30

30

10

10

10

23

24

40

31

30

30

16
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◇フォークリフト運転技能講習
期間 １月 日︵月︶〜 日︵木︶
対象者 未資格者
受講料
２万５２０円〜３万２千４００円
︵別途テキスト代︶
定員
名
◇固定式クレーン運転特別教育
期間 １月 日︵土︶・ 日︵日︶
対象者 未資格者
受講料
７千２００円︵別途テキスト代︶
定員
名
豊前地区職業訓練協会
☎０９７９︵８２︶１５１１

11

県税の納付のほか納税相談等もで
きます︒ぜひご利用ください︒
17

15

10

日時
月 日︵日︶・ 日︵日︶
８時 時〜 時
行橋県税事務所 収税課
☎︵２３︶２２５８
17

10 12

27

16

30 10

40

14 13

16

12

13

10 12
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入札日：平成29年10月19日
【建設課】
●下別府船迫線道路改良舗装工事（第一工区）
（築上町大字下別府、船迫 地内）
・落札金額：25,000,000円
・工
期：平成29年10月26日〜平成30年2月26日
・落札業者：株式会社 ウエダ
●袈裟丸5号線道路改良舗装工事
（築上町大字袈裟丸 地内）
・落札金額：7,130,000円
・工
期：平成29年10月25日〜平成30年2月13日
・落札業者：大和建設
●中村水路改修工事（築上町大字寒田 地内）
・落札金額：2,280,000円
・工
期：平成29年10月24日〜平成29年12月27日
・落札業者：山内造園土木
●水原7号線道路改良舗装工事（第1工区）
（築上町大字越路 地内）
・落札金額：32,750,000円
・工
期：平成29年10月23日〜平成30年3月20日
・落札業者：豊栄建設
●水原7号線道路改良舗装工事（第2工区）
（築上町大字越路 地内）
・落札金額：33,800,000円
・工
期：平成29年10月25日〜平成30年3月20日
・落札業者：株式会社 田原工務店
●東八田宇留津線外2道路改良舗装工事
（築上町大字東八田 地内）
・落札金額：32,180,000円
・工
期：平成29年10月24日〜平成30年3月23日
・落札業者：有限会社 正栄建設
●高塚123号線道路改良舗装工事（築上町大字高塚 地内）
・落札金額：12,900,000円
・工
期：平成29年10月23日〜平成30年3月8日
・落札業者：武道ボーリング
●上日奈古地区農道舗装工事（築上町大字日奈古 地内）
・落札金額：8,430,000円
・工
期：平成29年10月27日〜平成30年1月9日
・落札業者：有永建設株式会社
●坂本地区農道舗装工事（築上町大字坂本 地内）
・落札金額：3,790,000円
・工
期：平成29年10月27日〜平成30年1月4日
・落札業者：ワタナベ工業有限会社 椎田営業所
●下小山田地区農道舗装工事（築上町大字小山田 地内）
・落札金額：3,800,000円
・工
期：平成29年10月27日〜平成30年1月4日
・落札業者：ワタナベ工業有限会社 椎田営業所

14 12
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30

16

14

12

﹁医療講演会・相談会﹂開催

入札結果（10 月分）

▼いずれも会場は﹁京築保健福祉環
境事務所﹂で︑ 月８日︵金︶まで
に電話での事前申し込みが必要です︒
◇脊髄小脳変性症・多系統萎縮症
日時
月 日︵木︶
時〜 時
︵受付
時 時〜︶
対象者 脊髄小脳変性症・多系統萎
縮症の患者およびその家族
内容
▼講演﹁脊髄小脳変性症・多系統萎
縮症について﹂
魚住 武則先生︵産業医科

30

講師

19

大学病院認知症センター長︶

13

16

▼患者・家族交流会︵相談会︶

◇膠原病
日時
月 日︵火︶
時〜 時
︵受付
時 分〜︶
対象 膠原病患者およびその家族
内容
▼講演﹁膠原病の理解と病気との上
手な付き合い方﹂
講師 中野 和久先生︵産業医科
大学病院第一内科学講座
講師・病棟医長︶
▼患者・家族交流会︵相談会︶
京築保健福祉環境事務所
健康増進課 健康増進係
☎︵２３︶２６９０
14 12

●袈裟丸5号線交通信号機移設工事
（築上町大字袈裟丸 地内）
・落札金額：1,880,000円
・工
期：平成29年10月25日〜平成30年2月13日
・落札業者：九昭電設工業 株式会社
【都市政策課】
●町営伝法寺団地ほか解体工事
（築上町大字伝法寺・安武・赤幡・上別府 地内）
・落札金額：5,810,000円
・工
期：平成29年10月24日〜平成29年12月8日
・落札業者：株式会社 ＲＹＵＳＥＩ
【学校教育課】
●西角田小学校講堂トイレ外1改修工事
（築上町大字上ノ河内933番地 地内）
・落札金額：3,900,000円
・工
期：平成29年10月23日〜平成29年12月25日
・落札業者：株式会社 山内工務店
【上水道課】
●宇留津第2浄水場フェンス改修工事
（築上町大字宇留津 地内）
・落札金額：2,340,000円
・工
期：平成29年10月27日〜平成29年12月25日
・落札業者：株式会社 竹中建設
【下水道課】
●湊地内マンホールポンプ（No,6）設置工事
（築上町大字湊 地内）
・落札金額：11,000,000円
・工
期：平成29年10月26日〜平成30年2月28日
・落札業者：株式会社 ドーワテクノス
●椎田地内マンホールポンプ（No,42）設置工事
（築上町大字椎田 地内）
・落札金額：9,580,000円
・工
期：平成29年10月26日〜平成30年2月28日
・落札業者：株式会社 ドーワテクノス
●椎田処理区汚水ユニットポンプ設置工事
（築上町大字臼田 地内）
・落札金額：4,300,000円
・工
期：平成29年10月24日〜平成29年12月22日
・落札業者：株式会社 平和電業社
●築上町下水道事業計画変更他業務委託（築上町 地内）
・落札金額：17,800,000円
・履行期間：平成29年10月25日〜平成30年3月20日
・落札業者：株式会社 三水コンサルタント 西部支社
12
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接種は済みましたか？

ＭＲ（麻しん・風しん）予防接種

今年4月以降にまだ接種していない接種対象のお子さんは、
体調がよいときに接種しましょう。
接種対象のお子さん

第1期 生後12〜24か月未満

接種期限

2才になる前日まで

第2期 小学校就学1年前（H23.4.2〜H24.4.1生まれ） 平成30年3月31日（土）

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）

＊接種期限をすぎた場合は、任意接種となり全額自己負担となります。
■接種場所

＊「どの医療機関が広域化に登録しているの？」

あないクリニック・うえだ内科クリニック・片山医院・

「接種時間は？」など不明な点は各医療機関、

椎田クリニック・二見医院・宮部病院、または福岡

またはチアフルついきまでお問合せください。

県内で定期予防接種広域化事業登録医療機関

たくさんの尊いいのち、支えていく

「献血」にご協力ください

昔の食卓を守る会 初心者向き

料理講習会参加者募集

献血カードの「献血方法別の

■日

時

12月22日（金）9：30〜

400ｍｌ献血にご協力をお願い

■内

容

かしわご飯、筑前煮

次回献血可能日」をご確認の上、
します。

■場

所

■日

時

12月15日（金）

■参加費

■場

所

役場本庁

■申込期限

■対象者

10：00〜12：00／13：00〜15：30
地下研修室

17〜69歳の男性と18〜69歳の女性のうち、体重
が50kg以上で健康な方（65歳以上は、60〜64
歳の間に献血経験がある方に限る）

体を動かすのって、楽しい！

運動普及推進員主催体操教室

■定

員

チアフルついき

酢の物、茶碗蒸し

300円（準会員無料）
15名

12月14日（木）

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

12月14日（木）10：00〜11：30

■内

容

リズム体操、脳活性化トレーニング など

■場

所

■持ち物
■申込期限

チアフルついき

タオル、飲み物、運動シューズ
12月12日（火）

13

平成29年12月

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⬆
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。

当日参加も大歓迎♪
時

測って ¥100
みませんか？

血流量・基礎代謝率・血管年齢

誰でも参加できます。

■日

「昔の食卓を守る会」で
は、伝統的な食文化の
伝承を通した食育活動
を行っています。

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 ⬅

町内 4 地区で実施

学合宿は︑家庭から離れ

て集団生活をするなかで︑

自立心や社会性を育むことを目

的に︑福岡県庄内町︵現飯塚

市︶から始まり全国に広がった

取り組みです︒築上町でも︑築

城︑西角田・小原︑葛城︑椎田

の４地区で毎年行われ︑子ども

たちは約１週間︑公民館などで

炊事や洗濯︑掃除など身の回り

のことを自分たちでしながら学

校へ通います︒生活全般のサ

ポートやもらい湯など︑地域の

人たちに支えられながら︑子ど

もたちは貴重な体験をしました︒

通

通学合宿で
共同生活を体験！
友情・協力・感謝
1 週間で多くのことを学びました。
生涯学習課

社会教育係（支所内線 266）

築城地区

西角田・小原地区

けやきっ子・おばらっ子通学合宿

7月2日(日)～8日(土) 福間学習等供用施設（福間公民館）
●参加者 西角田・小原小学校5・6年生 12名
●ご協力 指導員18名、食生活改善推進会8名、
12軒のお宅と周防灘カントリークラブでもらい湯

のびのびっ子通学合宿

6月5日(月)～10日(土) コミュニティセンターソピア
●参加者 築城小学校4・5・6年生 28名
●ご協力 指導員13名、食生活改善推進会14名、
27軒のお宅でもらい湯

朝食準備

19:00

18:00

17:00

風呂
（もらい湯）

夕食

当番の仕事

もらい湯

16:00
洗濯物取り込み
宿題

7:45

6:45

登校

朝食

6:00

5:45
起床

朝の集い
当番の仕事
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みんなの感想
めて参加した通学合宿は

就寝

洗濯
班長会議
班会議
夜の集い

さん

20:00

さん

保護者︑
学校︑地域
の皆様の大
変なご協力
により︑無
事に通学合宿を終えることが
できました︒今回は台風の影
響で１日少なくなりましたが︑
とても充実した合宿となりま
した︒子どもたちは︑何事も︑
一人でするよりもみんなです
る方が何倍も楽しいというこ
とを実感できたと思います︒
︵体験活動でのけん玉︑みんな
ですればあんなに楽しくでき
るとは・・・︒︶通学合宿での
経験が︑子どもたちの人生の
中で一つでも活かされること
を願っています︒

運営委員長 中川 文敏

けやきっ子・おばらっ子通学合宿

洗濯

思ったよりも大変で︑今

までお母さんたちに甘えすぎて
いたなと思いました︒料理や掃
除も家ではあまりしませんでし
たが︑今思うと︑できるのにな
ぜやらなかったんだろう︑少し

５年生

自分勝手すぎたかなと反省して
います︒
椎田小学校

のびのびっ子通学合宿

運営委員長 首藤 萬壽美

22

年間︑通学合宿を通して

9月10日(日)～16日(土) 岩丸生涯学習センター
●参加者 葛城小学校5・6年生 13名
●ご協力 指導員12名、食生活改善推進会9名、
15軒のお宅でもらい湯
10月15日(日)～21日(土) 中央公民館
●参加者 椎田小学校5・6年生 22名
●ご協力 指導員26名、食生活改善推進会6名、
33軒のお宅と青海山荘でもらい湯

色々なことをたくさん身

につけて学習しました︒参加し
ていなかったら︑こんな楽しい
思い出は全くなかったと思いま
す︒もう参加できないのが悲し

６年生

いです︒とっても楽しい通学合
宿でした︒
葛城小学校
っという間に時間が過ぎ︑

自分の子どもたちの小さ

かった頃︑兄弟で一緒に風呂に
入っていたことが懐かしく思い
出されました︒子どもたちから

かつらぎっ子通学合宿
椎田校区通学合宿

21:30

子どもたちのクスクス笑い︑
コソコソ話︑ 時を過ぎたの
に布団の中は賑やか︒
﹁オホン﹂
と咳払いをすると一瞬静かに
なります︒ひとり暮らしの私
には︑新鮮なざわめきです︒
実行委員を引き受けて早８回
目となりましたが︑食進会︑
民生児童委員︑そして地域の
皆様にご協力いただき︑子ど
もたちとの日々を送れること
は喜ばしい限りです︒子ども
は︑地域の宝︑国の宝です︒
子どもの成長︑大人とのふれ
あいを︑こ
れからも大
切にしてい
きたいと思
います︒

平成29年12月

の手紙で喜んでもらえたことが
分かり︑本当によかったです︒
西角田・小原地区もらい湯提供
森一博さん・森美幸さん夫妻

15

葛城地区
椎田地区

初
2
あ

中津街道と脇往還

府集落を経て︑県道五十八号線︵旧
椎田勝山線︶に並走して︑みやこ町
勝山の新町宿を通り︑七曲峠︵仲哀
トンネル上の山道︶越えで香春に至
第七十六回
る道です︒この道に沿った築城地区
では短冊状の町屋の地割が残り︑多
くの商店が軒を連ね︑賑わいの面影
があります︒
中津街道については前々回紹介し
この香春道は︑弓ノ師の現メタセ
ました︒今回は中津街道から分岐す
の杜交差点付近で﹁南 英彦山道﹂
る脇往還︵脇道︶について紹介しま
と分岐します︒英彦山道は船迫村か
す︒
写真上の絵図を見ていきます︒中
津街道を椎田宿から西へと進み︑国
道十号線と日豊本線踏切を渡った所
に西高塚の道標があります︒ここで
小倉道︑求菩提道に分岐します︒求
菩提道はここから火葬場横の上・下
罠田池の前を通り︑県道椎田勝山線
を横断して広末に抜け︑赤幡八幡神
社前を通り︑現在の県道寒田下別府
線を南下し︑旧寒田小学校付近から
﹁乳呑坂越え﹂で求菩提山に至りま
した︒
沿線の町﹁安武﹂は造酒屋や醤油
屋︑米穀商など商家が栄え︑今も当
時の町並の面影を残しています︒
さて次に西高塚の道標から﹁小倉
道﹂を進んでみましょう︒﹁小倉
道﹂は中津街道小倉方面のことです︒
城井川を渡った所﹁二口﹂に道標が
あります︒
ここで﹁香春道﹂が分岐します︒
香春道は城井川に沿って上り︑下
築城・四辻・築城小学校付近・上別

お正月用品（しめ縄他）店頭販売

月 26 日（火）〜31 日（日）

▶12

月 23 日（土・祝）〜25 日（月）

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

焼きいも販売

▶12

月の土・日を中心に販売します。
♦
♦
♦

マルシェ〜大型テント前〜 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

12 周年祭

▶12

月 3 日（日） 10：00〜
もちつきふるまいなど ＊なくなり次第終了

▲弓の師

▲二口

▲西高塚

12 月 31 日（日） 16 時まで営業
1 月 1 日（月）〜4 日（木） 正月休み
1 月 5 日（金）から通常どおり営業いたします。

中津街道は︑﹁西高塚﹂
で求菩提道に︑﹁二口﹂
で香春道に分岐します︒香春道は
﹁弓の師﹂
で英彦山道︵秋月往来︶
に分岐します︒
︵二口の道標は折損しています︒︶

鉢物（シクラメン他）店頭販売

▶12

☎ 0930(52)3828
no
MORI

築上町物産館『メタセの杜』
ETASE

M

広告欄

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

店 頭

♦
♦
♦

年末年始の営業について

ら山鹿宿︵みやこ町犀川︶・油須原
宿︵田川郡赤村︶を経て英彦山に至
る道です︒この道は油須原宿から猪
膝宿︵田川市︶を経て秋月街道に接
続するため﹁秋月往来﹂とも言われ
ていました︒
このように︑町内には中津街道を
主要道に︑そこから分岐する脇往還
が整備され︑まさに交通の要衝地で
あったことがわかります︒
︵文化財保護係 馬場克幸︶

▲築城郡絵図（幕末〜明治時代初頭）に見る中津街道と脇往還
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休 毎週月曜日

船迫窯跡公園からのお知らせ

問 船迫窯跡公園

料 無料

時 9:00〜17:00

☎（52）3771

●秋の企画展『中津街道と築上町の近代』
かつて中津街道の宿場町として栄えた「椎田宿」と港

湾都市「湊」の歴史について、主に幕末から明治維新の
頃の資料を展示します。
期

間

12月24日（日）まで

入

場

無料

場

所

船迫窯跡公園

体験学習館

▲湊の造酒屋の徳利や酒樽【個人所蔵】
湊には 4 軒の造酒屋があった。

主な展示品
▶
▶

築城郡湊村戸別図（明治12年）【個人所蔵】
大橋村高礼場の図【錦綾同窓会所蔵】

ほか

会場には、湊地区の
町並パノラマ写真や
椎田・湊の大正から
昭和の風景写真も
展示しています。

▲岩田屋礼【北九州市立いのちのたび博物館所蔵】
江戸時代、椎田宿の豪商“岩田屋”が藩から許可され
発行された紙幣。

豊富な写真とイラストで国指定名勝庭園を紹介

「福岡県庭園ガイド」が刊行されました。
福岡県内の国指定名勝庭園8か所を、豊富な写真とイラ
ストで紹介する「美し、癒し、楽し、福岡県庭園ガイド」
が刊行されました。もちろん、築上町の旧藏内氏庭園も紹
介されています。Ａ5サイズで30頁。わかりやすい庭園の
歴史や観賞のポイント、また庭園用語の解説もあります。
ガイドブックを手に福岡県の名勝庭園を巡ってみてはいか
がでしょうか。

生涯学習課
17
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文化財保護係

☎（52）3771

■配布場所（無料配布）
築上町

旧藏内邸、築城支所生涯学習課、
船迫窯跡公園

飯塚市

旧伊藤傳右エ門氏庭園

柳川市

立花氏庭園（御花）、戸島氏庭園、
北原白秋生家、柳川市役所 ほか

みやま市

みやま市役所山川支所、清水寺

添田町

添田町役場、英彦山神宮、
英彦山スロープカー花駅 ほか

川崎町

川崎町役場、藤江氏魚楽園

＊このガイドブックは宝くじ
の助成金で福岡県市町村名
勝庭園協議会（飯塚市、柳
川市、みやま市、添田町、
川崎町、築上町）が刊行し
ました。

ほか

運慶への招待

笑うお葬式

朝日新聞出版（編）

野沢 直子（著）

教科書や偉人伝にも登場する「運慶」だ
が、どこが凄いのか。
東京国立博物館の浅見龍介氏が、仏像や
仏教の知識ゼロの読者にも理解できるよ
うに、懇切丁寧に解説する。

事業を手掛けては失敗する父と、成功を
信じて疑わない母―。可笑しくて切なく
ていとおしい。野沢家の人々の激動の
日々を真っ直ぐに見据えた渾身の感動
作。

ぞろりぞろりとやさいがね

マイナス・ヒーロー
落合 由佳（著）

ひろかわ さえこ（著 , イラスト）

築上町図書館 ☎（56）5171
開館時間 9：00〜17：30
★12月の休館日…1〜5・12・19・26・29〜31日★
日

月

火

水

木

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

金

1
8
15
22
29

土

2
9
16
23
30

ブックスタートボランティア

募集！

台所のすみで、すっかり古くなったやさいたち、家
を出ていきます。さて、どこにいくのでしょう?人
間たちを恨んで、怒りの集会を行っていたのです。
すると、そこへみみずのおしょうと、だんごむしの
こぞうさんがやってきて… やさいを大事にしたく
なる(!?)絵本です

北京 & ロンドン五輪バドミントン日本代表
の潮田玲子さんが推薦 !
「青春って素敵 ! バドって楽しい ! 臨場感あ
ふれ、ドキドキする、そんな一冊です。」
講談社児童文学新人賞佳作入選（中学生〜）

【築上町図書館年末年始の休館のお知らせ】

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
クポストをご利用ください。なお、CDの返却
は破損の恐れがありますので、1月4日（木）
以降に図書館カウンターまで返却を願いしま
す。
休館中は、大変ご不便をおかけしますが、

１月６日︵土︶入場整理券配布開始

の間、築上町図書館を年末年始の休館としま

広告欄

︻お問い合わせ︼ コマーレ ☎︵５６︶１７７７

12月29日（金）〜平成30年1月3日（水）

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：
12 月 5 日
1 月 16 日

ご理解とご協力をお願いします。
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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

▶

持ち物

▶

12月8日（金）、15日（金）
10：00〜15：30
はさみ・木工ボンド・鉛筆
・洗濯ばさみ（30個）
・ものさし（30㎝）

■ 裂織（募集人員：2名）
日

時

▶

12月12日（火）、13日（水）
26日（火）、27日（水）
10：00〜16：00

持ち物

▶

毛糸

福祉課

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。

イベントのお知らせ
●小物づくり（紙テープで作る門松）
日
定

時
員

参加費

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。

高齢者福祉係（本庁内線 252）

持ち物

12月14日（木）13：00〜14：30
15名程度（要予約）
200円

ハサミ・定規

●クリスマス会
一年を振り返り楽しくおしゃべりをしましょう♪
日
定

時
員

参加費

12月21日（木）13：30〜14：30
15名程度（要予約）
100円（飲み物代）

●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〜

今月の納税

日

時

12月28日（木）10：00〜12：00

定

員

8名（要予約・先着順）

対象者

・固定資産税（第 3 期）
・国民健康保険税（第 6 期）
納期限 12 月 25 日（月）

税金は納期限内に納めましょう。

申込方法

自家用車をお持ちでない方

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

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

10 月末現在
人口
男
女

世帯

18,737
9,130
9,607
8,895

人
人
人
世帯

＋ 13
＋ 20

− 7
＋ 25

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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◆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 )

投稿のひろば

築上町メタセの杜パークゴルフ協会
▶ 第11回神無月大会結果
優

▶

女子・シニア

古賀 学

伊藤 泰彦

内藤 慎吾

中村 ひろ子

山﨑 一二三

水取 斌志

勝

準優勝
３

男子

位

第49回記録会
優

勝

準優勝
３

位

男子

女子・シニア

長岡 善行

橋本 富代

吉元 三千穂

伊藤 泰彦

山本 順

小柳 まり子

第7回物産館「メタセの杜」杯パークゴルフ大会
優

勝

準優勝
３

位

男子

女子

山本 順

澤久 浄子

鈴川 武司

溝口 直美

島津 須美男

橋本 春子

★新年カウントダウン花火！
浜の宮海岸・本庄の大楠
年越しに約400発の花火を打ち上げます。皆さんで
一緒に新年を迎えませんか？
日
場

時
所

B パート

上田 泰三

大倉 年恵

準優勝

町田 豪

浦岡 信男

３

南 健治

石本 誠司

優

広告欄

勝

位

見学随時OK!
男・女会員募集中！
入会金無料
ベストボディ・ジャパン
長崎大会
ケイチクジム
横山 侑 選手
6位入賞
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

浜の宮海岸・本庄の大楠の２か所
☎（31）0306

★おうちdeマルシェ
inユニバーサルホーム行橋
ハンドメイド作家や飲食店、ワークショップなどの
ブースが並ぶマルシェを開催。入場は無料です。クリ
スマスに因んだ洋服で遊びに来てくれたお友達にはプ
レゼントがあるよ♪（数に限りあり）
日

時

12月17日（日）
Facebook

10：00〜15：00

[おうちdeマルシェ]

ユニバーサルホーム

行橋店

☎（25）1680

ダブルス

上田 泰三
浦岡 信男
茂呂田 忍
末永 隆
宮澤 洋二
間所 俊明

午前０時から

ＮＰＯ法人築上町観光協会

築上町卓球部 第4回部内大会（11月5日）
A パート

１月１日（月・元日）

★そば打ち体験教室
日

時

12月16日（土）、1月20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

★第29回行橋市民吹奏楽団
クリスマスコンサート
クリスマスソングや「ひよっこテーマ」など演奏♪
開演前にはロビーコンサートも行う予定です。
日

時

12月24日（日）

場

所

コスメイト行橋

入場料

開場14：00〜

開演14：30〜
文化ホール

▶ 前売券

800円

▶ 当日券

1,000円

コスメイト行橋

☎（25）2300
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まちの

活躍
びと

生 きがいづくり、地域に貢献

東築城自治会文化祭で成果発表

10月28・29日、東築城自治会文化祭が東築城学

習等供用施設で開催されました。古布を使った手芸
や書道、盆栽など数多くの作品展示があり、来場者
には手作りの温かいぜんざいやコーヒーが振る舞わ
れました。

東築城自治会の婦人部は約8年前から「ひまわり

会」として活動を始め、現在36名の会員で料理教

室やふれあい健康サロンの皆さんとの会食、手芸の
集まりなどさまざまなことに取り組んでいます。会

真 如寺コスモス祭り
11月12日、真如寺集落センターで「真如寺地域

環境守り隊」主催のコスモス祭りが開催されました。

員の池尾さんは「自分たちにできること、やってみ
たいことがまだまだたくさんあります。アイデアを
出し合って楽しみながら続けていければ」と話して
くれました。

真如寺地区の皆さんによる手芸作品の展示やカラオ
ケ大会、手作りカレーの振る舞いなどが行われ、コ
スモスが揺れる秋晴れのもと、出演者、来場者とも
に楽しいひとときを過ごしました。

住 民交流会 in 越路自治会
10月29日、越路公民館で「越路自治会住民交流

会」が開催されました。越路自治会から約35名が

観 光大使

参加、福祉課地域包括支援係、高齢者福祉係の職員

冨永裕輔さん
宇都宮家の菩提寺でライブ

10月29日、築上町観光大使で作家デビューも果

たしたシンガーソングライター冨永裕輔さんが、月

から、越路地区の現状や、地域包括ケアシステムな
どについて説明がありました。その後の意見交換で
は、買い物支援などの福祉サービスについて、さま
ざまな意見交換が行われました。

光山天徳寺（本庄）で4回目となるライブを開催し

ました。町ＰＲソング「築上の風」や、戸畑区出身
の詩人・宗左近を題材にしたシャンソン「響灘〜

Les Misérables」などを熱唱。｢CHIKUJO RAP」
では約90名の観客が総立ちで盛り上がり、最後の
曲では溝口浩久住職もギターで共演しました。

天徳寺を初めて訪れたという来場者は、周囲を散

策したり住職から宇都宮家の歴史について話を聞く
など、古刹寺でのライブを満喫した様子でした。
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KATSUYAKUBITO

こ れからも愉快に競技楽しみたい

フライングディスクで全国大会2位

Ｐ ＴＡ合同イベントで相互交流
10月28日、椎田中学校体育館で築上町ＰＴＡ連
合会「第１回ソフトバレーボール大会」が開催され
ました。町内小・中学校ＰＴＡによる合同イベント
開催は初の試み。当日は多数の参加があり、何度も
練習して臨んだというチームもあって試合は白熱、
応援にも力が入りました。結果は、優勝：小原小学
校、準優勝：椎田小学校となりました。

10月28〜30日に愛媛県で行われた「第17回全国
障害者スポーツ大会」で、浅田善三郎さん（奈古）
がフライングディスク競技アキュラシー・ディスリ
ート5（5ｍの円形ゴールの通過回数を競う種目）
で見事２位に入賞しました。5月の福岡県大会で総
合２位となり福岡県代表に選ばれた浅田さんは、風
が強い日を選んで練習するなど準備を重ねて、当日
は悪天候の中、愛媛県代表の選手と接戦を繰り広げ
順位決定戦で2位となりました。「とび上がって喜
んだ。1位の選手とも健闘をたたえ合いました」と
入賞の喜びを話しました。同大会には、生涯学習課
長補佐の古市照雄さんも、陸上競技コーチとして参
加しました。

ス ポーツの秋、食欲の秋、文化の秋

もみじ祭り＆もみじウォーキング

青 豊高校

囲碁・将棋部
囲碁部門で九州大会出場

11月21日、町在住の青豊高校囲碁将棋部員、尾
座本実希さん（3年生）が、12月16〜17日に開催
される「全九州高等学校総合文化祭沖縄大会」囲碁
部門への出場を報告しました。同部の尾座本さんと
1年生部員の計2名は、9月・10月に、北九州市と
福岡市でそれぞれ行われた高校総合文化祭兼全九州
総合文化祭の囲碁専門部大会で、九州大会への出場
権を獲得。尾座本さんは「過去２回団体戦で出場し
たが、今回は初めての個人戦。かなりの高段者も参
加するので、ミスなく1つでも多く勝ちあがりた
い」と九州大会への意気込みを話しました。
23

平成29年12月

11月12日、晴天の下、もみじウォーキング大会
が開催されました。今年も約420人と多くの方が参
加し、城井谷の自然を楽しみながら歩きました。
ゴール地点の牧の原キャンプ場では、もみじ祭りも
同時開催。おいしい出店や神楽の奉納、もちまきな
どがあり、秋を満喫する一日となりました。

年末年始の
業務案内
▶各施設の開館情報

■休館日

◯平常通り

12月

施設名

1月

25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
（月）（火）（水）（木）（金）（土）（日）（月）（火）（水）（木）（金）

役場本庁・築城支所・チアフルついき

◯

中央公民館

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

コミュニティセンター（ソピア）

◯

◯

◯

◯

◯

児童館

◯

◯

◯

◯

◯

文化会館コマーレ

◯

◯

◯

◯

◯

築上町図書館

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

船迫窯跡公園
歴史民俗資料館
社会福祉センター（自愛の家・築城）

◯
お風呂

◯

旧藏内邸

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯
◯

町内体育施設

▶休日窓口証明書発行業務

◯

◯

◯

17時まで

◯

◯

◯

◯

◯

◯

住民課

住民係（本庁内線233）

土・日、祝日の午前中に行う休日窓口証明書発行業務（住民票および印鑑登録証明書の発行）は、
年内12月24日（日）まで、年始は1月6日（土）から行います。

なお、出生届・死亡届・婚姻届など戸籍の届出は24時間受け付けています。

▶ごみの収集

環境課

環境係（支所内線150〜154）

収集日
年内最終日
一般家庭ごみ

椎田地区

12月29日（金）

1月4日（木）

築城地区

12月29日（金）

1月4日（木）

椎田地区
し尿
築城地区

12月30日（土）
午前中

12月30日（土）
午前中

備考

年始開始日

1月5日（金）
1月5日（金）

お休みは、12月30日（土）〜

平成30年1月3日（水）

豊州公益社

☎56-0309
築城共栄社

☎52-0322

年内予約受付は
12月25日（月）
までです。
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Chikujo calendar
１
2
3

行事予定表12月分（12月1日〜1月5日）
18
19
20

人権街頭啓発
休日相談医
宮部病院（築上町）

認知症・介護相談
補聴器相談
行政相談

口腔ガン専門医診療

4
5

特設人権相談

6

自愛の家（10:00 〜 11:00）
ソピア （13:30 〜 14:30）

社協心配ごと相談

粗大ごみ収集【西高塚（線路から山側）、東高塚、新開、

10

11
12
13

浜宮、高杉住宅、八津田地区】

祝

重岡胃腸科外科医院（豊前市）
人権講演会

補聴器相談

24

社協心配ごと相談

自愛の家（9:30 〜 15:00）

ひとり親家庭相談

苅田町三原文化会館（13:00 〜 15:00）

粗大ごみ収集【椎田中（線路から山側）、鬼塚、西角田地区】
献血

本庁 地下研修室（10:00 〜 12:00、13:00 〜 15:30）

休日相談医
福田医院（上毛町）

☎0979-72-2411

ともおレディースクリニック（豊前市） ☎0979-82-0328
口腔ガン専門医診療
休日急患センター

☎0979-82-8820

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（16:00〜19:00）オープン
夕食は17:30からです。
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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12月8日(金)・22日(金)

☎52-0502

よしとみ整形外科リウマチ科クリニック（吉富町）☎0979-25-2225
ぶぜん眼科クリニック（豊前市）

25
26
27

補聴器相談

☎0979-82-4800

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 住民相談室（13:00 〜 15:00）
社協心配ごと相談

コマーレ（13:30〜16:00）

ソピア （10:00 〜 11:00）

休日相談医
休日相談医

☎0979-82-1011

自愛の家（13:00 〜 14:00）

天皇誕生日
永尾医院（築上町）

休日相談医

1 歳児すくすく教室【H28 年 12 月生まれ】チアフルついき

14
15
16
17

21
22
23

椎田東、湊地区、西高塚（線路から海側）】

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

7
8
9

粗大ごみ収集【椎田中（線路から海側）、椎田西（線路から海側）、

離乳食教室 チアフルついき（10:00 〜 11:00）※要予約

補聴器相談

自愛の家（9:30 〜 15:00）

1 歳 6 か月児健診【H28 年 4 月〜 5 月生】チアフルついき

築城人権センター（10:00 〜 15:00）

7・8 ヵ月児：Ｈ29.4 月生】チアフルついき

自愛の家（10:00 〜 15:00）

社協心配ごと相談

☎0979-82-8820

乳児健診【3・4 ヵ月児：Ｈ29.7.8 〜 H29.8.5 生、

自愛の家（13:00 〜 14:00）
ソピア （11:00 〜 12:00）

☎56-0038

休日急患センター

支所 第一会議室（13:30 〜 15:00）

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】
可燃性粗大ごみ収集【築城地区】

28
29
30
31

大晦日

年末休日相談医

1月１
2
3
4
5

八屋第一診療所（豊前市）

☎0979-82-2502

元日

年始休日相談医
渡辺整形外科（豊前市）

☎0979-82-2371

年始休日相談医
小林整形外科医院（豊前市）

☎0979-82-2438

年始休日相談医
片山医院（築上町）
補聴器相談

☎52-0505

自愛の家（10:00 〜 11:00）
ソピア （13:30 〜 14:30）

✚ 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。

平成２９年度

築上町民文化祭

月３日〜５日︑文化会館コ

築上町を彩る文化の秋

が贈られました︒

露され︑客席からは大きな拍手

太極拳︑オカリナ演奏などが披

テージ部門では︑民謡や舞踊︑

しませてくれました︒また︑ス

も設けられ︑訪れた人たちを楽

作品が展示されたほか︑お茶席

童生徒による作品など︑多くの

華道︑陶芸をはじめ︑園児・児

展示・催し部門では︑書道や

披露されました︒

出演者・出展者の日頃の成果が

場で築上町民文化祭が開催され︑

﹁ソピア﹂︑中央公民館の３会

マーレ︑コミュニティセンター

11
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今年も一年
ありがとう！
来年もよろし
くお願いしま
す♪

「人権の花」運動 in 下城井小学校

人 KEN まもるくん・あゆみちゃんと一緒に
下城井小学校
にきました。

No.6

応援に来てく
「人権の花」運動で
キャラクター
れた、人権イメージ
、人 KEN
ん
の人 KEN まもるく
ャリ！
シ
パ
と
あゆみちゃん

お知らせ
ぼくのイラストデザインや
着ぐるみが利用できるよ！
利用申請書を築上町ＨＰ
からダウンロードして
企画振興課に提出してね◇

ぼくの活動をＨＰで紹介して
いるのでのぞいてみてね♪
築上町ＨＰのバナーをクリック
花を育てた思い出をスライドで
振り返ったよ。

いんまるゆうり

印丸 侑利ちゃん

まるばやし みずき

丸林 瑞季ちゃん

ひまわりを育ててくれた
３年生のみんなに。ぼく
からも記念品を贈呈。

いわもとゆづき

岩元 結妃ちゃん

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、
本文に

しのづか さ ら

篠塚 咲良ちゃん

がけ みづき

我毛 美月ちゃん

か く けいこ

加耒 慧子ちゃん

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、
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♪
たけしたかずき

竹下 和希ちゃん
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写真データを送信してください。

まちの

企業紹介

No.3
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12月号

信用・感謝・努力で
食文化の向上に貢献

株式会社オカベイ
所在地
代表者
従業員
設 立

No.157

▲大型設備が並ぶ工場内。毎日
約70〜80トンのお米が動く

製造業編

▲湊の約 5,800 ㎡の敷地に
低温倉庫や工場が並ぶ

築上町大字湊1067-22
代表取締役 岡﨑 満
9人（グループ 36人）
平成8年

椎田工場 係長

矢岡 順二 さん

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

「お米はビールの原料にも
使われているんですよ」と話
してくれた矢岡さん。椎田工
場での勤務は通算 17 年で、現在は工場全体の
統括を担当しています。中でも、お米の色見や異
物の有無などを目で見て、出来ばえを判断する
“みづら”の確認は重要な作業で、神経を使うそ
うです。
30 〜 50 歳代の従業員 9 名は、食事に誘う
とほぼ全員揃うほど仲がよく、
「何でも話せない
と仕事は続きませんよね」と話す矢岡さんと工
場内を歩くと、笑顔で気さくに言葉を交わす姿
が見られました。

商工課

お

今回は、袈裟丸サロン 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

活気にあふれた明るいサロンです。今年から自
治会長が加わり、男性メンバーも徐々に増え、現
在13名。60〜90歳代と、さまざまな年代の方が
いることで会話も広がり、お互い良い刺激になっ
ています。
看護師による健康チェックの他に、体操やゲー
ム、毎回みんなで歌もうたいます。今年度初めて
パークゴルフも楽しみ、活動の幅も広がりました。
袈裟丸にお住まいで、会話や
体操を楽しみたい方、ぜひ、
ご一緒しませんか？

Interview

インタビュー

主食としていただく食用米、酒や味噌など加工品の
原料米など、バラエティに富んだお米の仕入れ・加工・
販売を行う ( 株 ) オカベイ。本社工場（小倉南区）、椎田
工場の 2 拠点で、最新設備と高い技術により、安全で
高品質なお米の供給を目指しています。
椎田工場では、
「夢つくし」など食用米の保管・検査
のほか、酒造メーカーなどを対象に原料となるお米の
仕入れ・加工・販売を行っています。お米選びは商品
の味を決めるキーポイント。そのため品種や産地、栽
培方法など顧客のニーズもさまざまです。仕入れたお
米は、異物除去や精米など、機械と人の手により一粒
一粒、丹念に加工されます。稲刈り、新酒の仕込みと、
秋から冬にかけては需要が増える時期。従業員一丸と
なって、安心な製品づくりに取り組んでいます。

椎田工場

●日時

●場所

企業立地係（支所内線181）

い で

よ

！

ふ れ あ い

毎月第1・3水曜日
9：30〜11：30
＊祭日などで変更する
場合があります。
袈裟丸集会所

健 康 サ
No.2

ロ
ン

一度、
覗いてみて
くださいね♪

▲袈裟丸サロンのメンバーです。
一緒に楽しみませんか♪

▲みんなでゲームをして、盛り
上がりました！

住民課

健康増進係（支所内線712）

