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第 9 回ちくじょう祭り 〜10 月 20 日、しいだアグリパーク。食べて、遊んで、笑った、楽しい一日〜 写真：（有）マスブチカメラ

ドメスティック・バイオレンス

11月12日〜25日は、

「 Ｄ Ｖ 」を知っていますか？

「女性に対する暴力を
なくす運動｣ 期間です。

配偶者や恋人などから振るわれる暴力で、大切な
人を傷つける行為です。個人的な問題として考えら
れがちで、表面に出にくい特徴があります。
家庭内のことでも、暴力にあたる行為が行われれ
ば、それは犯罪であり、重大な人権侵害です。

人権課

女性に対する暴力をなくす運動は、女性に対する

「 Ｄ Ｖ 」暴力には 5 つの種類があります。
■身体的暴力

男女共同参画係（支所内線272）

暴力撤廃国際日（11月25日）を含む2週間にわたり
全国で展開されています。

殴る、蹴る、首を絞める、刃物を振りかざす

配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為、

■精神的暴力 「役立たず」などの暴言、行動を監視する
■経済的暴力

必要な生活費を渡さない

売買春、セクシュアル・ハラスメントなど、女性へ

■性 的 暴 力

望まない行為の強要、避妊に協力しない

の暴力は後を絶ちません。

■子どもを利用した暴力

子どもへの加害をほのめかす、

女性に暴力を振るう人に一定のタイプはなく、年

悪いのは被害者の方だと子ど

齢、学歴、職業はさまざまです。暴力をふるう理由

もに思わせる

もさまざまですが、その背景には、女性を男性より
も低く見る意識、性別で役割を固定する考えがいま

暴力は、長年繰り返されるうちにエスカレートし、
生命の危険につながります。暴力を受け続けること
で、無力感や絶望感にとらわれ、逃げたり、誰かに相
談したりする気力を失っていきます。
また、子どもが暴力を見聞きすることで、傷つい
たり、暴力で物事を解決することを身につけてし
まったりすることがあります。これは児童虐待の一
つとされています。

だに根強く残っていること、そして男女間の経済格
差があります。
女性に対する暴力根絶には、私たち一人ひとりが
「暴力は絶対に許されない」という意識と、正しい
認識を持ち、行動することが必要です。その意思表
示として、ご一緒に「パープルリボン運動」に参加
しませんか？

身近な人から相談を受けたら…

パープルリボン運動は、1994 年に
アメリカで始まり、女性に対する
暴力根絶運動のシンボルとし
て世界に広がりました。
築城支所 1 階の特設コー
ナーに、パープルリボンを飾
るツリーと、パンフレットや
図書を展示しています。

●さりげなく日常に注意し、
「何か困ったことがあるの？」
と声をかけてみましょう。
●暴力を受けていたり、深く悩んでいる様子があれば、下
記の相談窓口へ連絡するよう伝えましょう。
●相手がリラックスして話せるように、相手の考えを共
感的に受け止め、
「あなたは悪くない」と伝えましょう。

福岡県内の相談窓口

＊すべて年末年始を除きます。緊急時は、最寄りの警察署か「110 番」へ通報を。

相談窓口

電話番号

受付時間

配偶者暴力相談支援センター（京築）

☎ 0930
（23）2460

月〜金

8:30〜17:15（祝日除く）

福岡県配偶者からの暴力相談電話

☎ 092（663）8724

月〜金
土・日・祝

17:00〜24:00
9:00〜24:00

福岡県あすばる相談ホットライン

☎ 092（584）1266

毎日 9:00〜17:00（8/13〜15 除く）
金曜日（祝日除く）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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ご参加、
お待ち
していま
す♪

人権センター
冬のイベント
＜場所＞
＜申込＞

椎田人権センター

（椎田 852 番地 2 ☎0930-56-3116）

参加費、印鑑をご持参のうえ、椎田人権セン
ター、築城人権センターでお申し込みくだ
さい。

11 月 18 日〜 24 日は、

「女性の人権ホットライン」強化週間です。

ご相談ください。「女性に関する人権問題」
法務局職員および人権擁護委員が、秘密厳守で相談に
応じます。些細なことでもご相談ください。

女性の人権ホットライン
11 月 18 日（月）〜 22 日（金） 8:30 〜 19:00
11 月 23 日（土）・24 日（日） 10:00 〜 17:00

日時

☎ 0570-070-810

＊月曜〜金曜日の 8:30 〜 17:15 も受け付けています。

ハンドメイドを楽しもう！

〜ミニクリスマスツリーづくり〜

日
定

県内一斉「無料電話相談」

員 10 人（事前申込・先着順）

家庭内のもめごとや隣近所とのトラブル、いじめや差
別など、悩みや困りごとはありませんか？

干支づくり手芸教室

〜 2020 年「ネズミ」年編〜

定

第 71 回人権週間

時 11 月 26 日（火） 10:00 〜 12:00

参加費 300 円（材料費）

日

（全国共通）

時 12 月 3 日（火） 10:00 〜 12:00
員 10 人（事前申込・先着順）

県内一斉「無料電話相談」
12 月 1 日（日） 9:00 〜 17:00

日時

☎ 0120-889-405

参加費 300 円（材料費）
持ち物 裁縫道具

福岡法務局人権擁護部

第71回人権週間

☎092（739）4151

12月4日〜10日

トークショー 6回目のパラリンピックを目指す！

諦めない！自分が飛ぶ！
12 月 1 日（日）

文化会館コマーレ

入場無料
手話通訳

開場
13:30 〜 人権作品表彰式
13:00

14:00 〜
すず き

陸上競技（走高跳）Ｔ64 クラス

町内小中学生の人権標語・ポスター入選作品

トークショー （90 分）

とおる

こ

て

がわ

いく と

鈴木 徹 選手 × 小手川 郁人さん

SMBC 日興証券（株） 福岡市立障がい者スポーツセンター館長

人権課（支所内線 273）

3 広報ちくじょう 令和元年11月

鈴木 徹 選手

山梨県出身。高校時代にハンドボール山梨県代
表として国体 3 位入賞。大学入学直前に交通事
故で右足切断。リハビリや義肢装具士との出会
いをきっかけに走高跳を始め、わずか 3 か月で
シドニーパラリンピック参加標準記録をクリ
ア。日本人初の走高跳選手として出場し、その
後、アテネ・北京・ロンドン・リオと５度のパ
ラリンピックに出場。ベスト記録は 2016 年の
2ｍ02ｃｍ（アジア新記録）。

京築地区
合同公売会

TAX Informatio

団体 No.

売却物件

見積価格（円） 団体 No.

売却物件

見積価格（円）

1 グラス（緑）3 個セット

300

45 灰皿（茶色）

200

3 皿

100

47

500

2 グラス（青）3 個セット
4 ブランデーグラス

5 ランボルギーニ ミニカー
6 東芝ラジオ かなりや Q

7 GENERAL SUPER RADIO
8 テディベア

9 プラモデル（νガンダム）

苅田町

10

プラモデル（ウイングガンダム）

11 プラモデル（ユニコーンガンダム）

18 ドライバーセット 8in one

300

25 パスタ皿（くまのプーさん）②
26 パスタ皿（くまのプーさん）③
27 パスタ皿（くまのプーさん）④

28 ハローキティ調理ツールセット
29 腕時計（D＆G）
30 ホットプレート
行橋市

31 香港国際警察（DVD）

32 ナイトミュージアム（DVD）
33 酒器

74 木製額縁①

500

76 木製額縁③
78 木製額縁⑤

100

79 木製額縁⑥

100

500

38 タオルセット

39 皿（クリスマス）

41 ガラス細工（魚、ペアセット）
42 魔除け獅子

43 FROSCH キッチン洗剤ギフト
灰皿（灰色）

80 使い捨てカメラ
81 フィギュア
82

タイヤチェーン

83 子ども用ネックレス①

200

84 子ども用ネックレス①

200

86 CD②

200

40 一輪さし

木製額縁②

77 木製額縁④

100

100

37 今治紋織タオル

75

1,000

100

36 DVD プレイヤー

44

200

100

35 水中ライト

73 ホットカーペット

豊前市

34 ルアー

72 財布

100

85 CD①

200
500

100
300
300
200
100

1,000
300
300
500
500
700
700
500
100

2,000
500
300
200
200

88 コミック

1,000

90 しちりん

1,000

89 コミックセット

200

100

200

87 CD③

500

100

100

71 ポシェット（黒）MARIO VALENTINO

100

100

100

イヤリング

70 置物（女の子）

100

100

500

69 花瓶

100

100

500

68

300

500

65 クーラーバック
67 手提げ袋②

5,000

500

400

66 手提げ袋①

100

300

63 角盛鉢

64 トートバック（黒色）

プレイステーション 4 ソフト ウィッチャー 3

23 掛けふとんカバー（150 ㎝ ×210 ㎝）

スヌーピーマグカップ④

62 スヌーピーマグカップ⑤

100

プレイステーション 4 本体一式（500GB）

24 パスタ皿（くまのプーさん）①

58 スヌーピーマグカップ①

61

500

20 プレイステーション 4 ソフト フォールアウト４ 10,000

22 指輪

57 トートバック一式（キャメル）

60 スヌーピーマグカップ③

100

200

3,000

500

56 トートバック（灰色）

59 スヌーピーマグカップ②

19 フットインマッサージャー デュアルラボ 2,000

21 ソフトビニールフィギュア キングギドラ

バック（黒）SOFIA VALENTINO

55 バック（黒）

500
行橋市

17

54

500

500

200

53 植木鉢

500

500

200

52 花瓶（白）

300

500

バーベキューコンロ（2〜3 人用）

51 飾り壺（一式）

2,000

15 フィギュア（モンキー・D・ルフィ）
16 ワンピースカード

50 ADEL ROSA 石鹸セット

3,000

500

14 膝サポーター

49 DANSK フルーツボール

500

13 空気清浄機

包丁

48 ハローキティ風呂セット

100

12 ジャイアントキリング（全 52 巻セット） 5,000

500

46 木刀

300

2,000

◇差押えの流れ
1

2

3

4

滞納

督促

財産調査

家宅捜査
差押

納付期限が
過ぎても、
納付をして
いない。

督促状送付
＊1通100円
の手数料
を徴収）

・預貯金
・給与
・生命保険
・不動産
など

第６回

◇第 1 回入札（10:00〜10:10）

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。

11/30

9:15 開場

■場 所
■公売方法

コミュニティセンター（ソピア）
入札方式
＊未成年者の入札参加
は制限有り
■入札に必要なもの
▶代金 ▶印鑑
▶身分証明証
（運転免許証等）
▶委任状
（代理入札の場合のみ）
■入札時間
▶第 1 回 10:00 〜 10:10
▶第 2 回 10:55 〜 11:05
▶再入札
11:50 〜 12:00
（落札されなかった物品のみ）
■落札発表 各回開札終了後
■注意事項
▶ 公売前に滞納税が完納になっ
た場合、対象の差押財産は公売
中止となります。
▶ ブランド名や作者名、
焼き
等の記載は本物であることを
証明するわけではありません
のでご注意ください。
広報ちくじょう 令和元年11月 4

税金の滞納により

差し押さえた不動産を公売

◇第 2 回入札（10:55〜11:05）
団体 No.

売却物件

91 器①
92 器②

93 器③
94 器④

95 顔型グラス
96 鏡（卓上）

98 カップ＆ソーサー①

■公売財産

99 カップ＆ソーサー②

築上町大字上別府 9 番地 6

100 カップ＆ソーサー③

1,610,000 円

102 花瓶

■見積価格

（宅地：323.11 ㎡）

101 カップ＆ソーサー④
103 クーラーバック（ソフト）

（最低公売価格）

■公売保証金

104 靴下セット（25 ㎝〜27 ㎝）

161,000 円

105 組湯呑

＊落札者以外の方には公売終了後還付

期間入札

＊土・日、祝日を除く

■入札時間

入れ、税務課までご提出ください。
＊関係書類は税務課に備え付け

■開札日時

11 月 15 日（金） 14:00

■買受代金納付期限

■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（買受人の制限）
または同法第 108 条第１項（公売

実施の適正化のための措置）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 号に規
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）

11 月 11 日〜 17 日は、
「税を考える週間」
です。国税庁のホームページで「国

税庁の取組」や「税に関する情報」
を紹介しています。こ
の機会に、税につ
いて考えてみま
せんか？
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300

140 花びん③

300

100

142 花びん⑤

300
300
300
300
500
500
500
100
500
500
300

400

111 ソフトクリーム ディスプレイ

3,000

113 茶釜一式

5,000

114 茶碗①
115 茶碗②
116 茶碗③
117 茶碗④
118 茶碗⑤
119 壺

120 天目ぐい呑

200

121 ネックレス①

10,000

123 ネックレス③

8,000

122 ネックレス②
124 ハンカチセット

5,000
100

125 ミニカー①

1,000

127 ミニカー③

800

126 ミニカー②
128 ミニカー（チョロ Q）キーホルダー
129 ミニカー（チョロ Q）①
130 ミニカー（チョロ Q）②
131 ミニカー（チョロ Q）③
132 ミニカー（チョロ Q）④

135 ラジコンカー②

136 ロールスクリーン

300
100
200
200
200
200
300
500
300

1,000

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。

300

300

147 大皿③

300
600

149 亀の置物セット

1,300

151 木製の飾り物①

600

150 木製僧侶の置物

1,100

152 木製の飾り物②

300

153 マザーバック

3,000

154 腕時計①

3,000

156 腕時計③

6,000

155 腕時計②
157 Wii U

161 バングル②

162 トートバック（ルイ・ヴィトン）

300

200

146 大皿②

160 バングル①

300

500

400

145 大皿①

159 ネックレス

300

300

1,300

144 額入り飾り（打出の小槌）

158 東芝クリーナー

300

300

143 油絵（帆船）

148 籐の置き照明

300

300

134 ラジコンカー①

「税を考える週間」

141 花びん④

300

110 石鹸フラワー

133 モデルガン

税についてちょっと考えてみよう！

300

300

北九州東県税

11 月 22 日（金） 13:00

築上町

公売保証金入金後、入札書を封筒に

300

139 花びん②

300

3,000

112 タオルセット

1,300

138 花びん①

108 ハンドバック
109 スチール棚

9:00 〜 17:00

■入札方法

▶

107 小皿 5 枚セット

11 月 5 日（火）〜 14 日（木）

■入札期間

見積価格（円）

137 置物（鷲）

北九州西県税

■公売方法

106 グラス 2 個セット

売却物件

300

行橋県税

97 鏡（姿見）

見積価格（円） 団体 No.

163 キーホルダー（ファー）①
164 キーホルダー（ファー）②

165 キーホルダー（スマイル）③

400

4,000
1,000

200
500
500

31,500
700
700
300

166 ブレスレット（ルイ・ヴィトン）

1,600

168 ペット用キャリーケース

1,700

167 トートバック

3,500

169 ペットファウンテン

1,800

170 キャンディカドラー（ペット用ベッド） 1,800
800
171 ペットソファー
172 ペット用食器

173 犬用ハーネス（小型犬用）①

174 犬用ハーネス（小型犬用）②

175 首輪・リードセット（中型犬用）

500
800
800

1,800

久保さんは椎田町・築城町組合立
八築︵やつき︶中学校を卒業︒福岡
教員養成所を経て︑福岡県教育庁に
就職︒行橋市の小学校教諭や苅田町

大臣の橋本聖子さん出席のもと︑内

任して︑このたび本町の教育長に就

務課主幹︑京築教育事務所長等を歴

の小学校校長︑苅田町教育委員会教

閣府から共生社会ホストタウンの指

任いたしました︒築上町では初めて

号が東日本を襲い︑多くの

犠牲と甚大な被害をもたらしました︒
定を受けた各自治体の首長が集まり︑

台風

紙面を通じて︑お悔やみと御見舞い

の女性教育長となります︒

の自治体が共生社会ホス

月

日〜

日に姉妹校である

本年も町内小学生で訪中団を結成

日中小学生の友好交流

認定書の交付を受けました︒
全国で
トタウンの指定を受け︑特に福岡県
は北九州市︑飯塚市︑田川市と築上
町の４つの自治体が指定されていま

し︑

総合管理課前ホール

築城支所

▶

受付前

椎田本庁

を申し上げます︒

共生社会ホストタウンサミット
日︑飯塚市で共生社会ホス

す︒福岡県のこれまでの取り組みが

月

トタウンサミットが開催されました︒

常州市金壇区の薛埠︵せつふ︶中心

南京市六合区の中日友好希望小学校︑

今後も︑障がいのある方のスポー

小学校を訪問することとなりました︒

実ってのことと感じています︒

ツ参加︑町内施設のバリアフリー化

中国の皆さんとの交流︑中国の現在

オリンピック・パラリンピック担当

などの施策をより一層推進していき

の様子や歴史・文化に触れる経験が︑

作︑熱演をご覧ください︒

祭が開催されます︒ぜひ会場で︑力

月２日〜４日は︑築上町民文化

う頑張ってください︒

っています︒実り多き交流になるよ

国際感覚を養う契機になることを願

たいと考えています︒

日の第３回臨時議会で承認

新教育長就任
月

月１日付

を受け︑故・亀田俊隆教育長の後任
として︑久保ひろみ氏に

とになりました︒

（預り証交付窓口：総合管理課 窓口係）

皆さまの温かいご支援・ご協力をお願いします。

総務課 地域安全係）

ます。控除の証明となる預り証が必要な方は交付窓口

へお越しください。

23

（預り証交付窓口：

2,000 円以上寄附した場合、税金の控除対象となり

20

▶

の義援金を 12 月 27 日まで募ります。

19
20

37

21

けで新教育長に就任していただくこ

11

地域安全係（本庁内線 330）

総務課

10

■設置場所

築上町では、台風 19 号により被災された市町村へ

11
11

10

令和元年台風 19 号の義援金箱を設置しています。

広報ちくじょう 令和元年11月 6

今年 11 月 5 日から開始

住民票などに旧姓（旧氏）が併記できるようになります。
◇旧姓（旧氏）とは？

◇旧姓（旧氏）を併記するには？

「旧氏（きゅううじ）」とは、その人の過去の戸籍上の氏

（婚姻前の姓など）のことです。氏はその人に係る戸籍、
または除かれた戸籍に記載されています。

◇旧姓（旧氏）併記はこんなときに役立つ！
▶

保険・携帯電話等の各種契約や銀行口座が旧姓の

まま引き続き使えます。
▶

就職、転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認

住民課 住民係（本庁）で請求手続きが必要です。

住民票に旧姓（旧氏）が併記されると、マイナンバー

カードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書
にも旧姓（旧氏）が併記されます。なお、記載できる旧
姓（旧氏）は 1 人につき 1 つです。
■申請に必要なもの
▶

ができます。

＊写真付の公的身分証明書がない場合は、保険証、年金手
帳、銀行通帳などの 2 点をご提示ください。

詳しくは、総務省
のホームページで
確認してね♪

▶

記載を希望する旧氏から現在の氏までの全ての戸

籍謄本等
▶

住民課

本人確認書類（免許証、パスポート、マイナンバーカード等）

住民係（本庁内線 233）

マイナンバーカードまたは通知カード

国民年金に加入している方へ

将来もらえる額を増やせる〝付加保険料 をご存知ですか？
国民年金保険料に、追加で付加保険料（月々 400 円）

を上乗せして納めると、将来もらえる年金を増やせます。

注意事項
▶
▶

▶

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）

１か月の負担額は？ ＊令和元年度の場合
月額保険料

付加保険料

1 か月の負担額

16,410 円 ＋ 400 円 ＝ 16,810 円

年間でどのぐらい増えるの？
200 円 × 付加保険料納付月額
例）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 】
この場合、毎年 96,000 円が加算され支給
されるようになります。
▶
▶
▶

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

7 広報ちくじょう 令和元年11月

☎093（471）8873

納付をやめる場合は、
「付加保険料辞退申出書」の

提出が必要です。

どんな人がこの制度を利用できるの？
▶

付加保険料の納付は申し込んだ月分からです。

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」
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。

パソコンやスマートフォンから利用できる「ねん

きんネット」では、“これまでの年金記録”や“これか
らの年金受給見込額“を簡単に確認できます。この
機会に、老後の生活設計について考えてみません
か？

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。

まちのお知らせ
TownInformation

不動産に関する悩み、ありませんか？

不動産鑑定士が無料で相談に応じます。
時

■日

■場 所
■相談時間

11 月 22 日（金） 13:00 〜 16:00
＊事前予約制
築上町役場 本庁 2 階 第一会議室
1 人（組）30 分程度
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

企画係（本庁内線 361）

猫の避妊・去勢手術補助金
今年度の受付は終了しました。
平成 31 年 4 月 1 日から施行している「猫の避妊・
去勢手術補助金」について、多くの申請
があり予算がなくなりましたので、今年
度の申請受付を終了します。
環境課

環境係（支所内線 152）

「築上町プレミアム付商品券」の
取扱店が新たに追加されました。
吉田食料品店
▶ コメリハードアンドグリーン椎田店
▶ 岡部呉服店
▶ 美容室ＨＡＲＡ
▶ ＪＡ福岡京築 4 店舗
（椎田・築城ふれあい市、椎田・築城給油所）
▶ 角鮮魚店 ▶（株）
かじや
▶ ついき美容室 ▶ イマイシ化粧品店
▶

くらし・しごと・家計 困りごと相談室
「無料出張相談会」を開催します。
生活全般で困りごとがある方、子育てや家族の悩
みがある方は、お気軽にご相談ください。
時

■日

12 月 13 日（金）、1 月 10 日（金）
13:00 〜 16:00
■場 所 築上町役場 本庁 1 階 住民相談室
■対象者 築上郡、京都郡在住の方
＊予約優先です。なるべく事前にご連絡ください。
くらし・しごと・家計
☎0930（26）7705

困りごと相談室

もしもの時のために学びませんか？

再編交付金事業

「築上町防災講演会」を開催します。
時

■日

■場 所
■対象者

11 月 17 日（日）
13:30 〜 15:00 （開場 13:00）
文化会館コマーレ
▶ 町内在住、
または通勤・通学する方
▶ 防災関係に興味のある方

■内 容
講演：「防災気象情報の利活用
〜気象情報や警戒レベルの情報〜」
講師：松下 光広さん（福岡管区気象台）
■入場料 無料
■定 員 350 人（先着順・申込不要）
総務課

地域安全係（本庁内線 321）

産業課

商工係（支所内線 180）

築上町一般職常勤職員募集

築上町役場本庁 税務課で働きませんか？
■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
■受付期間
■応募資格
■申込先
■提出書類

■選考方法

一般事務補助（１名）
令和 2 年 1 月 9 日〜 3 月 31 日
8:30 〜 17:00
月 15 日程度
原則として土・日曜日、祝日
築上町役場 本庁
パソコン入力業務および資料作成
日額 7,600 円
雇用保険
11 月 11 日（月）〜 11 月 20 日（水）
8:30 〜 17:00 ＊土・日曜日、祝日を除く
昭和 29 年 4 月 2 日以降に生まれた方
税務課
任用申込書・履歴書
＊募集要項・提出書類は税務課（本庁）
に備えています。
書類と面接により選考

税務課（本庁内線 214）
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まちのお知らせ
TownInformation

認知症への理解を深めませんか？

映画上映会を開催します。

時

■日

11 月 23 日（土・祝）
9:30 〜（開場 9:00 〜）
■場 所 文化会館コマーレ 大ホール
■入場料 無料（入場の際に整理券が必要）
■整理券配布場所
▶ 福祉課
（本庁）
▶ 地域包括支援センター
（支所）
▶ 文化会館コマーレ
▶ コミュニティセンター
（ソピア）
＊なくなり次第、配布を終了します。
地域包括支援センター（支所内線 172）

要介護認定を受けている方等は
障害者控除の対象となることがあります。
65 歳以上の方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 歳以上でいずれかに該当する方）
▶ 身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方と同
等の障がい程度（認知症含む）
▶ 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
＊おおむね要介護 1 程度以上の方が該当する可
能性があります。
＊認定できない場合もあります。ご了承ください。
■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、調査や医師の診断書が必
要です。
福祉課

高齢者福祉係（本庁内線 252）

9 広報ちくじょう 令和元年11月

高齢者在宅福祉事業

緊急時、簡単な操作で
消防署へ通報できる機器をお貸しします。
■対象者
健康等に不安があり、緊急時に連絡手段の確保が
困難で、次のいずれかに該当する方
▶ 65 歳以上でひとり暮らしの方または高齢者の
みの世帯
▶ 身体障害者手帳 1 級または 2 級を所持する単
身世帯
＊ＮＴＴ回線がある方に限ります。
■利用料 無料（電池は自己負担）
簡単な操作で京築
広域圏消防本部に
通報できます！

福祉課

高齢者福祉係（本庁内線 252）

しいコミ「囲碁・将棋大会」参加者募集
■日 時 12 月 1 日（日） 9:00 〜
■場 所 中央公民館
■参加資格 町内在住または通勤する方
■参加費（弁当代含む）
各パート 1 ～ 3 位
▶ 会 員
1,000 円
に賞品をご用意！
▶ 会員外
1,500 円
▶ 小・中学生 500 円
■定 員 各 20 人
■申込期限 11 月 22 日（金）
しいコミ事務局

☎（56）0075

航空自衛隊西部航空音楽隊による

つばさふれあいコンサート 2019
■日 時 12 月 14 日（土） 14:00 〜 16:00
■場 所 苅田町立中央公民館
■入場料 無料（入場の際に整理券が必要）
■入場整理券
11 月 18 日（月）から、総務課（本庁）、築城基地渉
外室で、先着順にて配布します。
（土・日、祝日除く。築城基地は 12/6 〜 9 も除く）
航空自衛隊築城基地

☎（56）1150

まちのお知らせ
TownInformation

各町村自慢の特産品・グルメ・加工品が大集合

「第 12 回ふくおか町村フェア」開催
時

■日
■場

11 月 9 日（土） 10:30 〜 16:30
10 日（日） 11:00 〜 16:00
所 県営天神中央公園（福岡市中央区）

第 14 回築上町内駅伝大会参加チーム募集
時

■日

■場 所
■参加資格

築上町はヤーコン・キクイモ
商品・木工品を出展するよ♪

福岡県町村会

総務課

☎092（651）1121

高齢者在宅福祉サービス

「救急医療情報キット」を配布します。
かかりつけ医、飲んでいる薬、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
方のみで構成された世帯
▶
▶
▶
▶

福祉課高齢者
福祉係の窓口
でお渡しして
います。

目

■種

■参加費
■申込方法
■申込期限

12 月 15 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
町内在住または通勤・通学する方で編
成されたチーム（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
▶ 大人を含むチーム
1,000 円
▶ メール
（zhushangtingt@gmail.com）
▶ 築上町陸上競技協会ＨＰから
12 月 3 日（火）
申し込みは
こちらから

体育協会事務局

☎（52）2780

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

福岡県の知りたいデータがすぐわかる

福祉課

県内各地の催しや観光施設などの情報が満載。カ
ラーは、定番の黒ほか、標準判はワインレッド・ス
モークブルーなどを加えた 4 色展開です。

高齢者福祉係（本庁内線 254）

岩丸神楽講も出演します！！

京築神楽の里フェスティバル
■日 時 11 月 9 日（土） 10:00 〜
■場 所 行橋市武道館（行橋市）
■入場料 無料
■出演団体 ▶ 岩丸神楽講（築上町）
▶ 鐙畑神楽保存会
（みやこ町）
▶ 唐原神楽講
（上毛町）
▶ 南原神楽講
（苅田町）
▶ 土屋神楽講
（吉富町）
▶
▶

今井神楽講（行橋市）
中村神楽保存会（豊前市）
企画振興課 地域係
（内線 363）

11 月中旬発売！「2020 年版福岡県民手帳」

■種類および価格（税込み）
◇ハンドブック判（21×15cm） 1,000 円
600 円
◇標準判（16.2×8.4cm）
◇ポケット判（13.5×7.3cm）
500 円

■販売場所
▶ 総務課
（本庁） ▶ 総合管理課（支所）
＊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。
総務課

行政係（本庁内線 335）
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まちのお知らせ
TownInformation

悪徳商法の手口や対処法、解決のポイントなどを紹介

健康長寿の第一歩！！

「消費生活出前講座」を活用してみませんか？

後期高齢者歯科健診を受診しませんか？

身近で発生している消費者トラブル（訪問販売・
インターネットトラブル・マルチ商法など）につい
てわかりやすくお話しします。

■対象者
▶ 昭和 18 年 4 月 1 日〜昭和 19 年 3 月 31 日
生まれの方（長期入院・施設入所の方を除く）
＊受診券などを 5 月下旬に送付しています。
▶ 77 歳以上の方
（令和 2 年 12 月までに限る）
＊希望する方はご連絡ください。
＊過去に受診した方は対象外です。
■受診期限 12 月 31 日（火）
■受診料 300 円
■受診方法 対象医療機関に事前に予約し受診
■持参物 ▶ 受診券（記入のうえ持参）
▶ 被保険者証
▶ 受診料

■対象者
時

■日

■費 用
■テーマ

■申込方法

築上町、行橋市、みやこ町在住の方
（５名以上）
月〜金曜日（祝日、年末年始を除く）
9:00 〜 17:00 の間で 1 〜 2 時間程度
無料（場所の手配、使用料は自己負担）
▶ 悪質商法撃退法
▶ 高齢者の悪質商法被害防止と対処法
▶ 若者に多い消費者トラブル
▶ 携帯電話・スマホの消費者トラブル
開催希望日の約 1 か月前に、ＦＡＸまた
は行橋市広域消費生活センターに申込
書をご提出ください。

＊申込用紙はホームページからダウンロードできます。

行橋市広域消費生活センター

☎（23）0999

事業者の方へ

「年末調整、消費税軽減税率制度説明会」開催
◇年末調整説明会
日にち・場所

11 月 21 日（木）
コスメイト行橋
11 月 22 日（金）
豊前市総合福祉センター

時間（対象地区）

10:00〜12:00（行橋市）
14:00〜16:00（京都郡）
10:00〜12:00（豊前市）
14:00〜16:00（築上郡）

＊消費税軽減税率制度の説明もあわせて行います。

■持参物

▶
▶

年末調整のしかた
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

◇消費税軽減税率制度説明会
日にち
11 月 5 日（火）
11 月 18 日（月）
12 月 4 日（水）
12 月 10 日（火）

場所・時間
行橋税務署

10:00〜11:30（午前の部）
13:30〜15:00（午後の部）

＊各部とも説明内容は同じです。

行橋税務署

法人課税部門
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☎（23）0559

福岡県後期高齢者医療広域連合
☎092（651）3111

11 月 9 日〜 15 日は
「秋季火災予防運動」期間です。
冬にかけて暖房器具等を使用する機会が増える
うえ、空気が乾燥してくるため、火災が発生しやす
い時季となります。火の取り扱いには十分注意しま
しょう。

ひとつずつ

いいね！で確認

火の用心

（2019 年度全国統一防火標語）

おそろしい

あなたの油断を

火がおそう

（2019 年管内児童防火標語）

■期間中の取組内容
▶ サイレンの吹鳴
11 月 9 日（土）〜 11 日（月）の 7:00 と 19:00
にサイレンを鳴らします。実際の火災とお間違
えないよう、ご注意ください。
▶ 防災無線による啓発
期間中、防災無線で啓発を行います。改めて、各
家庭での火災予防の確認を行いましょう。
▶ 消防団員による夜警
期間中、各地域内を消防団が消防自動車で火災
予防の啓発のために夜警を実施します。
総務課 地域安全係
（本庁内線 330）

TownInformation

まちのお知らせ

組︵先着順︶

時〜

時

分程度

天神ビル︵福岡市中央区︶

＊１相談あたり

＊予約不要

月９日㈯

司法書士・税理士による相続合同相談会

日時

場所
定員

時

時

中津

分〜

県営住宅入居者募集︵第４回︶

今回は︑新たに子育て世帯向けにリ

築城基地モニター募集

応募資格

日本国籍を有し︑基地周辺市町村

日㈭

フォームした住戸の募集も行い︑ 月

歳以上の方

ヴィラルーチェ︵中津市︶

月

障がいのある方の就職面談会
日時
場所

月

委嘱期間

募集人数

人

＊議員・公務員は応募できません︒

関心がある

在住で︑自衛隊および基地問題に

日㈬〜

令和２年４月〜翌年３月

基地行事・研修・モニター会議等

活動内容

県住宅供給公社︑県営住宅課︑県民

日㈮

封書︑メール

１月

日㈭〜

日㈮

沖縄地域戦没者慰霊巡拝団員募集

☎︵５６︶１１５０

航空自衛隊築城基地

問い合わせください︒

＊詳しくは︑ＨＰをご覧になるか︑お

応募方法

月

への参加︑アンケートへの協力 他
日㈭

情報コーナー︑県内町村役場
日㈬〜

申込受付期間
月

福岡県住宅供給公社
☎０９２︵７８１︶８０２９
豊前地区﹁職業訓練講座﹂

▼ いずれも会場は
﹁豊前地域職業訓練

センター﹂です︒

日程

先の大戦における沖縄地域での福

参加資格
月７日㈯〜８日㈰

岡県出身の戦没者および一般戦災
人

兄弟姉妹・孫・甥姪で︑福岡県に

募集人数

人

日㈭

お住まいの方︶

パソコンの基本操作ができる方

月

☎０９２︵７６１︶００１２

一般財団法人 福岡県遺族連合会

申込期限

月９日〜

死没者の遺族︵配偶者・父母・子・

７︐
３３０円︵別途テキスト代︶

◇ガス溶接技能講習
期間

応募期限

など

募集案内書配布場所

月

募集案内書配布期間

も行います︒

６日㈮〜８日㈰に一部住戸の内覧会

日㈬です︒

時

日㈭

求職中の障がいのある方

対象者
ハローワーク中津
☎０９７９︵２４︶８６０９
医療講演会・相談会

月

時〜

時〜

20

10

12

▼ いずれも会場は
﹁行橋総合庁舎﹂で︑

申込期限は

日㈫

日㈭

パーキンソン病療養中の方

月

時

膠原病療養中の方および家族

月

◇膠原病医療講演会・相談会

対象者

日時

◇パーキンソン病医療講演会

対象者

つ い て お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い︒相 談

時

分まで︶

時〜

日時

日㈰
時

福岡県北九州労働者支援事務所

︵受付

月

は無料で秘密は厳守します︒
日時
場所

福岡県京築保健福祉環境事務所

および家族

福岡県北九州労働者支援事務所

☎︵２３︶２６９０
認知症について考えるつどい

☎０９３︵９６７︶３９４５
多重債務者無料相談ウィーク

受講料
定員

◇エクセル応用講座

分

日時

特別養護老人ホーム白川園︵苅田町︶

時

借金でお悩みの方︑まずはお気軽に

場所

時〜

お 電 話 く だ さ い︒最 寄 り の 弁 護 士 会︑

期間

日㈬

12

８︐３７０円︵別途テキスト代︶

人

☎０９７９︵８２︶１５１１

豊前地区職業訓練協会

定員

受講料

対象者
無料

応について﹂︑施設体験︑見学
参加費

福岡県社会福祉協議会
☎０９２︵５８４︶３３５１

19

日の月・水・金曜日

講演﹁認知症の正しい知識と対

日㈮
分

日㈪〜

内容

月

司法書士会等の相談窓口を紹介しま

月

12

20

20

12

20

す︒
日時

時

☎０９２︵６３２︶０９９９

17

︵北九州市小倉北区︶

in
15
10

27

福岡県司法書士会事務局

30

16

16

16

20

21

14

14

13

16

26

28

20

19

☎０９２︵７２２︶４１３１

11

11
11
11

11

17
18

福岡県消費生活センター

９時〜

15

30

11

16

11 20

10

30

11

12

17

10

12

日曜労働相談会

13

20

13
30

職場でのさまざまな問題や悩みに

14

11

11

48

11

11
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まちのお知らせ
TownInformation

日㈯

30

月５日㈫〜

11

月

11

日㈮

29

入札結果（9 月分）
入札日：令和元年9月10日
【建設課】
●下別府船迫線道路改良舗装工事（第1工区）
（築上町大字下別府 地内）
・落札金額：8,680,000円
・工
期：令和元年9月13日〜令和2年1月27日
・落札業者：吉久建設
●交通安全施設設置工事（築上町大字町内一円 地内）
・落札金額：4,000,000円
・工
期：令和元年9月17日〜令和元年12月27日
・落札業者：有限会社平田産建
●下別府第7水路測量設計業務委託（築上町大字下別府 地内）
・落札金額：4,600,000円
・履行期間：令和元年9月13日〜令和2年3月25日
・落札業者：築上測量設計
●西八田漁港航路浚渫工事（築上町大字西八田 地内）
・落札金額：40,000,000円
・工
期：令和元年9月19日〜令和2年2月28日
・落札業者：神野建設株式会社
●2tダブルキャブ購入（築上町大字椎田891番地2 地内）
・落札金額：4,172,620円
・履行期間：令和元年9月18日〜令和2年3月31日
・落札業者：いすゞ自動車九州株式会社 北九州支店
【福祉課】
●葛城保育園解体工事監理業務委託
（築上町大字水原496番地 地内）
・落札金額：1,440,000円
・履行期間：令和元年9月12日〜令和2年3月27日
・落札業者：株式会社アスク設計 椎田営業所
【住民課】
●低公害公用車購入（住民課 健康増進係）
（築上町大字築城1096番地）
・落札金額：1,027,000円
・履行期間：令和元年9月13日〜令和元年12月11日
・落札業者：辻自動車工業株式会社
入札日：令和元年9月19日
【建設課】
●真如寺林道改良工事（築上町大字極楽寺 地内）
・落札金額：6,200,000円
・工
期：令和元年9月24日〜令和2年1月27日
・落札業者：垣根建設
13 広報ちくじょう 令和元年11月

●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：15,350,000円
・工
期：令和元年9月30日〜令和2年2月28日
・落札業者：雄建工業
●森林管理道国見山線 用地測量業務委託
（築上町大字寒田、極楽寺、真如寺 地内）
・落札金額：18,500,000円
・履行期間：令和元年9月26日〜令和2年3月19日
・落札業者：有限会社松本コンサルタント
●ため池耐震診断調査業務委託（築城地区）
（築上町大字小山田外1 地内）
・落札金額：16,000,000円
・履行期間：令和元年9月27日〜令和2年3月25日
・落札業者：内外エンジニアリング株式会社 福岡支社
●ため池耐震診断調査業務委託（椎田地区）
（築上町大字小原外1 地内）
・落札金額：16,500,000円
・履行期間：令和元年9月26日〜令和2年3月25日
・落札業者：株式会社日設コンサルタント
入札日：令和元年9月20日
【上下水道課】
●椎田処理区管渠築造工事（10-7工区）
（築上町大字椎田 地内）
・落札金額：34,850,000円
・工
期：令和元年9月30日〜令和2年3月13日
・落札業者：丸建舗設工業
●椎田処理区管渠築造工事（10-3工区）
（築上町大字椎田 地内）
・落札金額：29,550,000円
・工
期：令和元年10月1日〜令和2年3月3日
・落札業者：幸久建設
●椎田処理区管渠築造工事（10-9工区）
（築上町大字臼田、坂本 地内）
・落札金額：21,820,000円
・工
期：令和元年10月1日〜令和2年2月10日
・落札業者：日豊建設株式会社

准看護師生徒募集

試験日

中学校卒業︵見込︶以上

願書受付期間

受験資格

国語・作文・面接

人

２年︵奨学金制度有り︶

30

科目

定員

修業年限

豊前築上医師会看護高等専修学校

☎０９７９︵８２︶０６０７

＊ 円アップ

月１日

10

福岡県最低賃金額改定

令和元年

８４１円 ／ 時 間
27

施行日

改定額

福岡県労働局労働基準部 賃金室

☎０９２︵４１１︶４５７８

月は労働保険適用促進強化期間です

労 働 者︵パ ー ト・ア ル バ イ ト 含 む︶

を１人でも雇っている事業主は︑労働

保険︵労災保険・雇用保険︶に加入す

ることが法律で義務づけられていま

す︒

まだ︑加入手続きがお済みでない事

業主は︑労働者が安心して働ける職場

作 り と 安 定 し た 事 業 経 営 を 図 る た め︑

所 轄 の 労 働 基 準 監 督 署・ハ ロ ー ワ ー

クで加入手続きをお願いします︒

福岡労働局総務部労働保険徴収課

☎０９２︵４３４︶９８３５

11

たくさんの尊いいのち、支えていく
ご協力ください

400ml 献血

病気やけがの治療のため、輸血や血液製剤を必要とす
る人たちが数多くいます。福岡県内でも、1 日に約 700
人分の輸血用血液が必要な状況です。たくさんの尊いい
のちを支える「献血」にご協力をお願いします。
■日 時
■場 所
■対象者

11 月 22 日（金） 10:00 〜 12:00
チアフルついき
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）
献血カードの「献血方法別の
次回献血可能日」をご確認の
うえお越しください。

広告

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）

福岡県ナースセンターからのお知らせ

看護に携わる人を応援します！
◇看護職員再就職移動相談
看護職の資格がある方で、現在看護の現場を離れてい
る方を対象に、ナースセンターの支援員が求人求職情報
や最新の医療・看護情報の提供、就職の相談に応じます。
■日 時 11 月 13 日（水） 13:00 〜 16:00
■場 所 ハローワーク小倉
■参加費 無料
■その他 相談時に看護師等の免許登録番号、登録年月
日、看護経験職歴等をお伺いします。
◇在宅看護に興味がある方のための再就職支援研修

お悩みの方、お気軽に
ご相談ください。

大田薬品

築 上 町 東 築 城 302

☎0930-52-1922

大田薬品またはそらいろや 検索 ⬅

介護福祉施設・訪問介護ステーションに関する基礎
知識および技術を習得できます。
■日 時 12 月 2 日（月）、12 日（木） 10:00 〜 16:00
■場 所 ナースプラザ福岡
■対象者 未就業で 6 か月以内に就業希望の方
■参加費 無料
■申込方法 電話、または福岡県看護協会サイトから
■申込期限 11 月 18 日（月）
◇病院等に就職したい方のための再就職支援研修
最近の看護に関する知識や技術等が学べます。
■開催期間 1 月 16 日〜 2 月 6 日の毎週木曜日（4 日間）
■時 間 10:00 〜 15:00 ＊実習時は病院で異なる
■場 所 ナースプラザ福岡 ＊実習は県内の病院
■対象者 未就業で 6 か月以内に就業希望の方
■参加費 無料（実習時の保険料別途 500 円）
■定 員 40 人
■申込方法 電話、または福岡県看護協会サイトから
■申込期限 12 月 9 日（月）
福岡県ナースセンター

☎092（631）1221
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町の保健師・管理栄養士がお届けする
生活習慣病予防に役立つ情報

第11回

生活リズムを整えよう

生活リズムは、子どもの心の安定、からだの成長発達、

学力面に影響を与えているといわれています。「早寝

早起き 朝ごはん」は、生活習慣の中でも基本的なもの
です。子どものときに身につけた生活習慣は、大人に
なっても続きます。

● 視床下部がスムーズに
働くためには？
太陽のリズムにあった生活リズムを作ることが大切

です。生活リズムは、朝、起きることでスタートします。
朝、明るい光を浴びると脳が目覚め、視床下部は、眠り

● 人はなぜ夜になると眠くなり、
昼は起きて活動するの？

を誘い情緒を安定させるホルモンを 15 〜 16 時間後

人の体は、太陽のリズムに合わせて色々なホルモン

です。朝食は、消化や代謝のリズムを整え、脳の働きを

を出しています。人の体は、昼間は活動し、夜は休むよ
うにできています。

に出してくれます。

脳が目覚めたら、次に内臓を起こします。それが朝食

高めたり、体温を上げ活動を活発にするなど、1 日のス
タートの活力源として大切なものです。

そして、日中の活動が夜の眠りを誘ってくれます。
睡

眠が脳や体を休め修復し、睡眠中に分泌される成長ホ

ルモンが、筋肉や骨の成長を促してくれます。
成長ホル
モンは夜 8 時ごろから出始め、深夜にピークを迎える
ため、子どもにとっては午後 8 時には電気を暗く静か
な環境を作り、眠りにつかせることが体の成長を支え
ます。

● 生活リズムを作っているのは
体のどこ？

● 生活リズムは大人にも影響
生活リズムは子どもだけでなく、大人にとっても心

生活リズムは、脳の視床下部で作られ生後 3 か月頃

身の健康にさまざまな影響を及ぼします。生活リズム

が発達し、6 歳頃に完成します。そのため、乳幼児期か

起こすリスクが高まることが分かってきました。生活

から働き始め、4 歳頃にほぼ完成します。その後に大脳
ら生活リズムの習慣をつけることが大切です。

視床下部
▶
▶

食欲・睡眠と覚醒
の調節
体温や血圧の調節

3 か月頃から働き始め

大
▶

脳

理性・総合的に
考える人らしい
高度な脳

6 歳頃にほぼ完成

4 歳頃にほぼ完成

が乱れるだけで、肥満や糖尿病等の生活習慣病を引き

リズムを整えれば、生活習慣病を予防することができ
ます。

●「子どもノート」を活用しよう
築上町では「子どもノート」という冊子をＨ31 年 4

月から赤ちゃん訪問等で各家庭に 1 冊ずつ配布して
います。

「子どもノート」には月齢に応じて

生活リズムの目安や脳の育ちについ
ても記載しています。
大脳がしっかりと発達するには、脳がほぼできあが
るまでの時期に視床下部がスムーズに働き、情緒が
安定していることが必要です。
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健診時に持参していただき、お子

さんの成長を一緒に見ていきましょ
う。

東京 2020 オリンピック・
パラリンピックに向かって！
「9 月 11 日〜 13 日に事前キャンプ実施

パ ラ陸上選手をご紹介します。

▼前列左から、ケン・カフさん、イオセフォ・ラケサさん、
スティーブン・エイブラハムさん、国際交流員リアン・
クリスティアンセンさん。旧藏内邸の大広間にて。

共 生社会ホストタウンの
築上町へようこそ！
Steven Abraham スティーブン・エイブラハム さん

■年齢：20 歳

■国籍：パプアニューギニア

■種目：100ｍ

■コメント：
「皆様のおもてなしに感謝しています。パラリンピッ

ク出場を目指したい。将来の夢は、自国に学校を建てること！」

Iosefo Rakesa イオセフォ・ラケサ さん
■年齢：23 歳

■国籍：フィジー共和国

■種目：やり投げ、砲丸投げ

■コメント：「日本には初めて来ました。訪れた旧藏内邸は、テレ
ビで見た日本のイメージそのものでした。東京パラリンピック
に向けて全力でがんばって、世界記録を狙いたいです！」

Ken Kahu ケン・カフ さん
■年齢：26 歳

■国籍：バヌアツ共和国

■種目：やり投げ

■コメント：「歓迎してくれてありがとう。パラリンピックでは
世界記録、メダルを目指したい。」

3 名の選手は、来年の東京 2020 大会直前にも本町を訪れる予

定です。その際には町全体で歓迎し、東京大会へ送り出したいと
思いますので、ご協力をよろしくお願いします。

引き続き応援をお願いします！

オ セアニアのレスリング選手

Weʼ re with you!
work!
Keep up the hard
て
次のチャンスに向かっ
！
あきらめずに頑張って
築上町で事前キャンプを行ってき

たオセアニアのレスリング選手の皆

Countdown

スタンで開催されたレスリング世界
選手権に出場しました。結果は、惜し

くも 1 回戦敗退。しかし来年 3 月の
大陸予選に勝てば、オリンピックの出
場権を獲得できます。引き続き、選手

の皆さんの応援をよろしくお願いし
ます！

東京 2020 大会
開会式まで

生涯学習課
尾座本 三雄です。

さんが、9 月 14 日〜 22 日にカザフ

267 日

2019年11月1日時点
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英
大学生

東京２０２０オリンピック出場を目指して

語ボランティアにインタビュー
たかお

か な こ

高尾 佳奈子

さん（築上町在住）

■英語ボランティアに参加してみて

講義やアルバイトの都合で数回だけでしたが、それ

でも普段できない貴重な体験ができました。第 3 者の
言葉を、違う言語で相手に伝える大変さを実感しまし

た。選手やボランティアを通じて出会った皆さんから、
通訳以外にもたくさんのことを学ぶことができました。
■選手の印象

練習はすごく真剣ですが、オフになるととても明る

くて接しやすかったです。何度か夕食をご一緒しまし

みやむら たいち

大学生

宮村 太一

さん

たが、厳しい練習で疲れているにもかかわらず、率先

■英語ボランティアに参加してみて

一面も感じました。

たこと、そして選手たちと関わることでオセアニアの文

して準備や片付けをしていました。謙虚で礼儀正しい

オリンピックを目指しているオセアニアの友人ができ

化に触れることができたことなど、自分にとって非常に

■最後に一言！

レスリングへの理解が深まり、より一層オリンピッ

ク・パラリンピックが楽しみになりました。貴重な体験、
素敵な方々との出会いがあり、良い経験でした。

貴重な体験だったなと思います。
■選手の印象

こちらが心配になるほどストイックなアスリートたち

でしたが、プライベートは明るくて優しい人たちでした。
■最後に一言！

福岡にいながら、東京大会に力添えができてとても嬉

しいです。微力ながらも英語ボランティアに携わったり、
応援する国が増えたりと、来年の東京オリンピック・パ
ラリンピックは自分にとって特別なものになると思いま
す。選手の皆さんがより一層活躍できるように、今後も
ぜひサポートしていきたいと思っています。
2020.5.13 聖火リレーがやってくる！「皆さんの声」
スポーツ推進委員会

社会教育委員会 委員長

築上町国際交流員

熊谷 博明

信田 淳

リアン・クリスティアンセン

くまがい ひろあき

さん

スポーツの祭典オ
リンピックの聖火リ
レーが決定し、ワク
ワク・ドキドキです。
聖火ランナーにも応
募しました。選ばれた際には、地域
の皆さんの元気、希望、願いを聖火
に込めて走りたいと思います。その
時はぜひ、応援してくださいね！

しのだ あつし

さん

ギリシャのオリン
ピアで灯されたオリ
ンピックの象徴「聖
火」が築上町にやっ
てくるのはとてもす
ばらしい出来事です。直接見ること
ができる喜びとともに、出発日が築
上町の将来に向け輝かしい日になる
よう社会教育委員として協力してい
きたいと思います。

事前キャンプに来
たオセアニアの選手
と会えて、本当に良
かったです。オリン
ピックに向けて頑
張って準備をして、また築上町に戻っ
てきてください。築上町に聖火リレー
がやってくるとともに、オリンピッ
ク精神が高まるのを楽しみにしてい
ます。

生涯学習課
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さん

スポーツ振興係（支所内線 263）

