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～今月で1歳の赤ちゃん～
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ちくこ

3

2020年

ゆ

な

中富なつめ

長浜、
3月1日生

久富、
3月2日生
おめでとう★ す
健やかに真っ直ぐ
育ってね♥

和泉西、
3月5日生

ちゃん

ゆなちゃん
1歳おめでとう★
大好きだよ♥
ひら た

ち さと

平 田 千智

ちゃん

長崎、
3月6日生
1歳おめでとう
一緒に楽しいこと
発見しよう
た な か りゅう せ い

くん
欠塚、
3月7日生
1歳おめでとう♥
元気にすくすく
育ってね♥
いち の

せ あん な

一ノ瀬杏花

ホークスの選手が持つカゴに向かって、布製の玉を投げる幼児たち。1 月 24 日、
筑後七国ホークス応援大使による「おひさま訪問」がありました（内容は２ページ）
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エイ！って投げてごらん

なかとみ

深川悠真

田中琉靖

筑後市QRコード

ふかがわゆう ま

櫻井結梛

くん

ひろ た

あさひ

葊田 旭

くん
若菜、
3月6日生
祝1歳★
生まれてきてくれて
ありがとう♥
みやもとはる や

ちゃん

★祝★1歳
いーっぱい笑顔に
するからね♥♥
よしがいここ ね

吉開心音

ちゃん
一条、
3月6日生

お

だ よしひさ

小田佳尚

江口、
3月8日生
1歳おめでとう♪

熊野、
3月9日生

か わ い

可愛い笑顔を
ありがとう♥
なかはらひろ と

中原大翔

くん

祝1歳
たくさん食べて
元気に育ってね
まつ お すみ れ

松尾純鈴

ちゃん
前津、
3月11日生

くん
上原々北、
3月11日生

ちゃん
長浜、
3月16日生

1歳おめでとう♥
あんちゃん
だぁいすき♥

笑顔いっぱい
元気に育ってね★

いつも笑顔を
ありがとう
元気に大きくなあれ

しもがわきざ し

やまぐちしん た

の ぐちたい が

下川萌詩

山口心大

野口太翔

馬間田北、
3月17日生

和泉東、
3月17日生
しんちゃん
おめでとう★
たく さん
沢山の笑顔みせてね

赤坂、
3月19日生

ちゃん

祝1歳♥
いつも幸せな笑顔を
ありがとう♥
ないとうりん た

くん

なつはら ゆ

い

くん

1歳おめでとう
元気で優しい子に
育ってね！
かわぐち さ

き

内藤凛太

夏原結唯

川口咲紀

羽犬塚、
3月24日生

下北島、
3月24日生

西牟田町、
3月25日生

1歳おめでとう♥
お兄ちゃんと
仲良くね★

すくすく元気に
育ってね♪

笑顔いっぱい
健やかに育ってね！

くん

ちゃん

赤ちゃんの写真
大募集！
締切日

3月16日（月）

祝♥これからも
お兄ちゃんと
仲良くね♪ 【掲載枠】18 人（応募多

宮本晴也

くん

4
月
生まれの

ちゃん

数の場合は抽選）
【申込み】写真（画像は
4MB まで）に住所、氏
名（ふりがな）
、生年月
日、電話番号、保護者名、
20 字以内のコメントを
添えて、
「ハローエンジェ
ル係」と書いて、
郵送（消
印有効）
・電子メールま
たは電子申請で総務広
報課（〒 833-8601〈住
所不要〉Qsoumu@city.
chikugo.lg.jp）へ。
※写真はトリミングや
装飾などの加工をしな
いでください。
※掲載した写真は返却
しません。
※コメントは編集する
ことがあります。
【問合せ】同課（☎ 657004）

電子申請は
こちらから▶

広告

広告

広告

広告

※市では「広報ちくご」に掲載する有料広告を募集しています。くわしくは総務広報課（☎ 65-7004）へ。

3月号目次

新型コロナウイルス
感染症対策について

－ 1 月の動き－

【問合せ】健康づくり課（☎ 53-4231）

昨年 12 月以降、新型コロナウイルス感染症が中華人
民共和国を中心に拡大しています。
風邪や季節性インフルエンザと同様に咳エチケットや
手洗い、うがい、マスクを着用するなどの感染症対策に
努めてください。
▪医療機関の受診に関する相談
県では、
「帰国者・接触者相談センター」を設置して
います。次の症状がある人は同センターに相談してくだ
さい。
●風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が 4 日以上続いてい
る（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）
けんたい
●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
※高齢者や基礎疾患がある人は、上記の状態が２日程
度続く場合。
▪電話番号
【帰国者・接触者相談センター】0944-68-5224
【県南筑後保健福祉環境事務所保健衛生課】0944-722812
【受付時間】月～金曜日 8:30 ～ 17:15（祝日、年末年始
を除く）
※夜間と休日は、県保健所夜間休日緊急連絡番号☎ 09
2-471-0264 へ。
▪対策本部会議を実施

市は、2 月 20 日に「新型コロナウイルス感染症対策
本部会議」を開催しました。会議では、現在の状況の把
握や今後の対応・対策などについて協議を行いました。
▪「ちっごマラソン大会」などを中止
3 月 8 日（日）に実施予定の「第 27 回ちっごマラソン
大会」と 3 月 18 日（水）に実施予定の「2020 年ホーク
ス選手歓迎のつどい」は中止します。その他のイベン
トの実施については、引き続き協議していきます。

ひと

人口

49,513人

（+3人）

男

23,825人

（+12人）

女

25,688人

（-9人）

世帯数

19,820戸

（+3戸）

転入

204人

（+15人）

転出

193人 （+36人）

出生

41人

（+7人）

死亡

49人

（+4人）

※カッコ内は前月からの増減です。

火災・救急
出火件数

1件

（1件）

火災損害

未確定

（未確定）

救急出動

216件

（216件）

※カッコ内は、今年の累計です。
▲対策本部会議の様子
「新型コロナウイルス感染症」について
最新情報はこちら▶
※この記事は 2 月 21 日時点で作成しました。

タマスタ筑後
13 日（金）開幕！

ってます！
がんば
スポーツ

少年団

「 ヤ ー ッ」
「小手」
「 面！」
と体育館に鋭い掛け声を響
かせている同 少 年 団。現 在
団員は 人で、昭和 年
月の創設以来３５０人を超
える団員が卒団しました。
代表の平野正道さん（徳
久 ）が団 旗の「 敢 闘 」に込
めた思い。
「元気よく剣道に
打ち込んでほしい」という思
いに答えるかのように稽古に
は活気が溢れています。
部長の德永翔吾さん（久
富、 歳 ）は「 稽 古を重ね
たことで、剣道だけではなく
他のことにも自信を持って取
り組めるようになりました」
と言います。また、団員はみ
んな仲が良く、脚力鍛錬登
山やサマーキャンプ、クリス

マス会などの楽しいイベント

も行い親睦を深めています。
徳 永さんは「 団 員の絆が強

2020年3月号

いのがチームの特徴です」と

笑顔で話しました。
※同少年団では、男 女部員

広報ちくご

の入会や練習の見学を受け

3

付けています。練 習は古 島
小 学 校 体 育 館で、毎 週 火・

木曜日の午後５時 分～７
時半と土曜日の午後４時

分～７時に行っています。

45

45

古島剣道
スポーツ少年団

11

13

50
11

今の回
表紙
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20

おいでよ！おひさまハウスへ、保健だより
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24

くらしの情報

27

まくあい～サザンクス筑後イベント情報～

筑後七国ホークス応援大使
「おひさま訪問」

2019 年の入団選手 11 人に任命した筑後七国ホークス応援大使は、
筑後七国と福岡ソフトバンクホークスが相互に協力して地域活性化
をめざすことを目的に活動しています。
この日おひさまハウスを訪れたのは、泉圭輔選手、板東湧梧選手、
奥村政稔選手の 3 人。集まった 40 組の親子を前に、
2 人組で
「福笑い」
に挑戦したり、節分に行う豆まきに見立てた「玉入れゲーム」を子ど
もたちとしたりして交流を楽しみました。
ホークスの選手を応援しようとタマスタ筑後へ観戦に行くという仲
章翔くん（長浜、3 歳）
。母親の美夕貴さんは「息子は野球が大好き
です。選手に抱っこしてもらえて喜んでます」と笑顔で話しました。

広報ちくご
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2

市役所からのお知らせ

筑

住宅火災、
命を守る７つのポイント

【問合せ】学校教育課（☎ 53-4117）
市は、筑後中学校区内で全児童数が 100 人未満
の小学校の規模の適正化と、老朽化が著しい小学

再編計画の概要

広報ちくご

②周囲の安全確認と水などの消火準
備をする
③子どもだけで火を取り扱わない。扱

（月）

わせない
④使い終わったら、必ず消火の確認を
する
※たき火（野焼き）など、火災と紛ら
わしい煙や火炎が発生する恐れがある
行為は、あらかじめ消防署にその旨の
届け出が必要な場合があります。
ちょっとした不注意で、尊い人命や

11

（木）

（金）

大切な財産を失うことがないように、
火の取り扱いには十分注意しましょう。

45

3

行事予定

10

（火）

３月１日～７日まで、春季全国火災
予防運動が実施されます。

（火）

（木）

▪住宅防火訪問の実施
【とき・ところ】▼３月２日 ＝野町
行政区▼ 月６日 ＝鶴田行政区
※いずれも午前９時～正午

（月）

▪特定防火対象物立入検査の実施
【とき】３月３日 ・５日 午前９時
～正午

▪防火対象物消防訓練の実施
【とき】３月５日 午前 時 分～
時 分

【ところ】筑後北小学校
▪危険物運搬車両の定期検査
【とき】３月２日 ・３日 午前９時
～午後５時

環境パートナー
参加者募集

25

期間中、市消防本部では住宅防火
訪問、消防訓練などを行い、火災予防
運動をさらに推進します。

1

年間の火災件数は？

２０１９年中における筑後市管内で
の出火件数は７件で、 年間の出火件
数としては過去最少となりました。

ホームページはこちら▶

市では、公共の場所（道路・公園・
河川など）を自主的に清掃活動する
団体・企業・個人を支援しています。
皆さんもきれいなまちづくりのた
めに、環境パートナー事業に参加し
ませんか。
【対象】道路や公園、河川など公共
の施設などを対象に、環境美化活動
を年６回以上実施する団体・企業・
個人

【支援内容】▼清掃活動に必要な物
品（ごみ袋・掃除用具など）を提供
▼「市民総合災害補償制度」の対

2020年3月号

象活動とし、活動中の事故を補償
▼活動場所にＰＲ用のサインボード
（活動団体名入り看板）の設置（希

望制）
※支援を受ける際は、事前に協働推

広報ちくご

進課で申し込みが必要です。
【問合せ】同課（☎７０６５）

くわしくはこちら▼

5

さい。

火災種別ごとにみると建物火災は４
件、その他が３件で、主な出火原因は、
放火・放火の疑いと電気系統でした。

【位置と整備方法】現水洗小学校敷地に現水洗小

2 つの新設校のうち、先行して進める水田小学
校、下妻小学校、古島小学校を再編する新設校整
備に係る経費を、令和 2 年度当初予算に計上し、
設計などに着手する予定です。
今後も市民の皆さんのご理解を得ながら、再編
の取り組みを進めていきます。ご協力をお願いしま
す。
※くわしい再編計画の内容や、これまでの説明会
で出された意見などを市ホームページ「筑後市立
小学校再編計画について」に掲載しています。市
ホームページは、下記 QR コードから確認してくだ

火を取り扱う場合は、次のことをし
っかり守ってください。
① 風が強いときや 乾 燥しているとき

【位置と整備方法】現水田小学校と現水田コミュニ
ティセンター敷地に新築
▪古川小学校、水洗小学校を再編する新設校
【開校時期】令和 7 年 4 月 1 日をめざします

今後の予定

は、火を取り扱わない

筑後中学校区の 6 つの小学校を二川小学校と新
設校 2 校の 3 校に再編します。
新設校の再編内容は次のとおりです。
▪水田小学校、下妻小学校、古島小学校を再編
する新設校
【開校時期】令和 7 年 4 月 1 日をめざします

懸念する多くの意見をいただいたことから、今後さ
らに協議を重ねて進めます。

～春季全国火災予防運動～

校施設の整備を行い、より良い教育環境を整える
ため「筑後市立小学校再編計画」を決定しました。
小学校の再編については、約 2 年間、市民の皆
さんと意見交換を重ねてきました。いただいた意
見を参考に、より良い計画になるよう修正を行い、
計画を決定することができました。ご協力ありがと
うございました。

学校施設を改修
※ただし、位置については古川校区の皆さんから

【問合せ】消防本部（☎２０２０）

▪３つの習慣
●寝たばこは、絶対にしない
●ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で
使用する
●ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火
を消す
▪４つの対策
●逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設
置する
●寝具、衣類やカーテンからの火災を防ぐため、
防炎品を使用する
●初期消火のために、住宅
用消火器などを設置する
●高齢者や体の不自由な人
を守るために、隣近所との協
力体制をつくる

２０１９年度全国統一防火標語

「筑後市立小学校再編計画」を
決定しました

「ひとつずつ
いいね！で確認
火の用心」

＝防災・教育など＝

2020年3月号

4

＝税・職員・上下水道＝

合があります。
【報酬（時給）
】▼事務補助・給食調
理員・特別支援教育支援員＝９３０円
▼保育士＝９９０円
※報酬のほか、通勤に係る費用や期末
手当（６月、 月）を支給。
（支給要

▪農耕用の小型特殊自動車
【車種】トラクター、刈取脱穀作業車
（コンバインなど）
、乗用田植機、農業
用薬剤散布車（スピードスプレーヤー、
管理機）などの農耕作業用自動車
【基準】農耕作業を行う能力と乗用装
置があり、最高速度が時速 ㌔㍍未
満のもの（車両の大きさは関係ありま
せん）
※時速 ㌔㍍以上のものは、大型特殊
自動車に該当し、固定資産税（償却
資産）の課税対象になります。
▪その他の小型特殊自動車
【車種】フォークリフト、運搬車（乗
用可能なもの）
、乗用草刈機、ショベル
ローダなど
※くわしくは問い合わせてください。
【基準】長さ４・７㍍以下、幅１・７㍍
以下、高さ２・８㍍以下で、最高速度
が時速 ㌔㍍以下のもの

▪申告に必要なもの
①車名（メーカー）
、車体番号②販
売証明または譲渡証明③印鑑（所有

※基準を一つでも超えるものは、大型
特殊自動車に該当し、固定資産税（償
却資産）の課税対象になります。

乗用として使用することができる小

者と使用者）
※型式認定番号や車両の構造、規格
などの確認が必要な場合もあります。

次の該当車両を所有している場合は、
申告をして課税標識であるナンバープ
レートの交付を受けてください。
※既に軽自動車税の申告をしている場
合は必要ありません。

３・４月は、進学や就職など新生
活に向けて「引っ越し」が増える時
期です。
上下水道を使用するためには事
前に「開始届」の手続きが必要です。
引っ越しをする日が決まり次第、早
めに同課に連絡してください。連絡
が直前の場合、希望の日時に水道を
使えないことがありますので、３日
前までに連絡をお願いします。

引っ越しで退去する際は
「中止届」の提出を

午後５時 分。

同課▼上水道関係（☎７０３
５）▼下水道関係（☎７０３６）
※受け付けは、平日の午前８時半～

問合せ

下水道を使用していて、世帯人数
や使用水に変更がある場合は、直ち
に同課へ連絡してください。

下水道使用世帯の
皆さんへ

退去により上下水道の使用を中
止をする場合は、
「中止届」の手続
きが必要です。手 続きをしない場
合、使用していなくても基本料金が
かかり続けますので、注意してくだ
さい。
▪市内から市内へ引っ越しをする
場合
現在住んでいる住宅分の
「中止届」
と、新たに住む住宅分の「開始届」
が必要です。
▪市外へ引っ越しをする場合
現在住んでいる住宅分の
「中止届」
が必要です。引っ越し先で上下水道
を使用する場合は、転出先の市区町
村に問い合わせてください。

型特殊自動車は、公道を走行しない場
合や使用していない場合でも、所有し
ていれば軽自動車税を課税します。

農耕作業用自動車などの
小型特殊自動車は
軽自動車税の申告を

35

変更の手続きが必要です。転出先の市
区町村や軽自動車検査協会などで手
続きを行ってください。

軽自動車などを商品として所有し、
使用していない場合は、税務課に「課
税免除申請書」を提出することで課税

筑後保育所・市内小学校での
給食調理

35

廃車・名義変更は
３月中に手続きを

譲ったりした場合は、３月 日 まで
に廃車や名義変更の手続きが必要で
が免除されます。
申請は年度ごとに必要で、軽自動車
などを登録する際に、商品車であるこ

商品車は課税免税
することができます

す。手続きが済んでいない場合は、令
和２年度も課税しますので注意してく
ださい。

軽自動車税は、４月１日現在で、軽
自動車やバイク、乗用農機具などを所
有している人に課税します。
軽自動車などを処分したり、他人に

また、市外へ転出する場合は、住所

給食調理員

▪提出期限
４月 日
▪提出先
同課

とを申告した場合でも申請が必要で
す。
くわしくは問い合わせてください。

登録受け付け中

件あり）
【休日】原則として土・日曜日、祝日、
年末年始（ 月 日～１月３日）
※職種によって土・日曜日、祝日など
に勤務の場合があります。
【保険など】健康保険、厚生年金、雇
用保険（加入要件あり）

保育士

筑後保育所・市子育て支援拠
点施設での保育業務

くわしくはこちら▼

29

市役所本庁などでの事務補助

（金）

（火）

市内小中学校で、特別な支援
特別支援教育支援員 が必要な児童・生徒への学習
面や行動面での支援業務

12

事務補助

10

31

九州運輸局福岡運輸支局
二輪の小型自動車
久留米自動車検査登録事務所
（250㏄を超えるバイク）
☎ 050-5540-2081

会計年度任用職員 （補助的パートタイム）

全国軽自動車協会連合会
二輪の軽自動車
（125㏄を超え 250㏄以 福岡事務所久留米支所
☎ 21-8893
下のバイク）

【問合せ】市長公室（☎７００９）

31

【勤務時間】原則として１日あたり７
時間 分以内、週あたり 時間以内
【職種・勤務場所・業務内容】下表参照
※職種によって資格免許など必要な場

▪登録手続
市長公室、市ホームページにある登
録申込書に必要事項を書き、写真を
貼って市長公室へ郵送または持参して
ください（随時）
。登録有効期間は来
年３月 日 までです。
※登録しても必ず採用されるものでは
なく、登録順に採用されるものでもあ
りません。
▪選考方法
書類選考や面接など
▪勤務条件など
【任用期間】４月１日 ～来年３月
日 の間で、市が任用を必要とする期
間（職種や業務で異なる）
（水）

35

6
2020年3月号
広報ちくご
2020年3月号
広報ちくご
7

31

15

15

勤務場所・業務内容の例
職種の例

（水）

12

上下水道課からの
お知らせ

軽自動車検査協会
福岡主管事務所久留米支所
☎ 050-3816-1752
三輪・四輪の軽自動車
（660㏄以下）

【問合せ】税務課（☎ 53-4113）

税務課（☎ 53-4113）
▪手続きに必要なもの
原付バイク
（二輪で排気量が 125㏄ 〔登録〕車名・車台番号などが記載さ
以下、または、三輪以上 れている販売証明か譲渡証明、印鑑
で排気量が 50㏄以下） （所有者と使用者）
〔廃車〕標識、
印鑑（所有者と使用者）
〔名義変更〕標識（ナンバーを変更す
る場合）
、前所有者・使用者の印鑑、
新所有者・使用者の印鑑、譲渡証明、
車台番号が確認できるもの（自賠責
小型特殊自動車
保険証の写しなど）
（農耕作業用など）
※市外ナンバーを譲り受けた場合は
問い合わせてください。

手続きや
申告はお早めに！
問合せ
車種
（水）

45

市役所からのお知らせ
筑

＝生活・定住・講座など＝

～犬や猫などの飼い主の皆さんへ～

●猫のトイレは自 宅内に設け、必ず
同じ場所で排せつするようにしつけま

【問合せ】かんきょう課（４１２０）

犬や猫などを飼うときは

最近、ペットについての苦情や相談
が増えています。犬や猫などを飼うと

しょう。
▪注意事項
●飼い主がいない猫に無責任にエサを
ふん
与えることで猫が増え、糞 尿 被 害や
鳴き声の問題など、地域でのトラブル

▪狂犬病予防集団注射日程（表 1）
と

き

と

こ

ろ

9:30～10:30 熊野公民館前
4月9日（木）

10:50～11:30 二川衛生センター南側
13:00～14:00 井原堤水辺公園
14:20～14:50 寛元寺公民館前
9:30～10:30 水田コミュニティセンター駐車場

るときは注射ができないことがありま
す。

2020年3月号

とが法律で義務づけられています。
▪費用

広報ちくご

登録店など
くわしくはこちら▶

が多く発生しています。
●地域には、猫 好きの人・猫が苦手
な人など、いろいろな人が生活してい

9

昨年の特設ブース

きは、次のことに気を付けてください。
▪飼い主の責任
●散歩中のペットのフンは必ず持ち帰
りましょう。

くわしくはこちら▶

●数が増えすぎて飼うことが難しくな
る場合があるため、不妊・去勢手術を

の日曜開庁時も受け付けま
す。

（獣医師の指示に従い、後日動物病院
で注射をしてください）
●会場での事故に関しては、市・県南
筑後保健福祉環境事務所・獣医師会

設ブースを設置します。
※ 3 月 8 日（日）8:30 ～ 12:00

３，１５０円（予防注射手数料２，
６００円＋注射済票交付手数料５５
０円）

い戻しはできません
【問合せ】プレミアム付商品券事業実施
本部事務局（☎ 65-4103）

では一切の責任を負いかねます。
●排せつの始末用 具も併せて持 参し

※市内の登録店で使用できます。
【注意事項】▶期限を過ぎたら使用する
ことができません▶未使用の商品券の払

てください。
●表１の日程で都合がつかない人は、
動物病院で注射をし、動物病院が発行
する注射済証と注射済票交付手数料

していますので確認してください。
※ 3 月 13 日（金）まで市役所
本庁舎正面玄関ロビーに特

筑後市プレミアム付商品券の使用期限
は、３月 31 日（火）です。使い残しがない
よう、忘れずに使用してください。

を持ってかんきょう課で手続きを行っ
てください。

3 月から今年度の「マイホーム取得支援事業」と「新婚世帯
家賃支援事業」の支給申請を受け付けています。
認定審査結果通知書の支給認定期間に平成 31 年度（平成
31 年 4 月～令和 2 年 3 月）が含まれている人が対象です。
申請可能期間（3 月 31 日（火））を過ぎてしまうと奨励金の支
給ができなくなりますので、
できるだけ早め（3 月 13 日（金）まで）
の申請をお願いします。対象者には 2 月下旬にお知らせを送付

筑後市プレミアム付商品券

ます。周りに迷惑をかけないようにし
ましょう。
●愛護動物をみだりに傷つけると２年

【問合せ】
企画調整課
（☎53-4245）

※新規登録の場合は、別途３，０００
円が必要です。
▪注射接種時の注意点

マイホーム取得支援事業・新婚世帯家賃支援事業の支給申請

使用期限は
３月 31 日（火）です！

制御できる人が付き添ってください。
●犬が体 調不良のときや興 奮してい

受け付けを開始します

以下の懲 役または２００万円以下の
罰 金、愛 護 動 物を捨てると１００万
円以下の罰金に処せられます。
（動 物

申し込みはこちら▶

答申にあたって、江里口会長は「計画の基本理念に基
づいた『生涯学習を通したまちづくり』の実現を希望し
ます」と語り、答申
書を受け取った副市
長は「計画に基づき、
着実に施策を推進し
てまいります」と述
べました。

◀江里口会長
（中央）
、
中島副会長
（右）

【受講料】8,000 円
※前期・後期で 4,000 円ずつ支払ってもらい
ます。
【定員】15 人になり次第締め切り
【申込み】4 月 10 日（金）までに同館へ。

愛護法）

なげて地域をつくる」を基本理念に「地域学校協働活動
事業」をはじめとする 43 の事業により、地域づくりをめ
ざすとしています。

生涯学習推進計画に係る答申書を手渡しました。
同協議会は、昨年７月に諮問を受けて以来、３回の会
議を経て計画書を作成。計画では、
「まなび、いかし、つ

●犬を固定するため、必ず首輪を着
用してください。
（ハーネス不可）
●犬を制御できないと咬 傷事故の原
因になる恐れがあります。確実に犬を

について学びながら、季節の野菜づくりを体
験します。
【講師】
井上積さん
（元 JA 南筑後野菜指導員）

【ところ】サンコア第 5 講習室、サンコア農園
【対象】市内に住んでいる人
【内容】家庭菜園に生かせる土づくりや肥料

狂犬病予防集団注射の
お知らせ

１月 29 日、市生涯学習推進協議会の江里口充会長と
中島航副会長が加藤翔大副市長を訪れ、第４次筑後市

家庭で飼われている犬は、年に１回
狂犬病予防のための注射を受けるこ

【とき】4 月 24 日（金）～来年 2 月 5 日（金）9:30
～ 11:30（全 18 回）

受けましょう。
（特に猫は望まれない
命を増やさないようにするため）
●鳴き声が他の家庭の迷惑にならない
ようにしましょう。

【問合せ】
社会教育課
（☎65-7056）

▪犬の飼い方
●放し飼いは絶対にやめましょう。

【問合せ】
中央公民館
（☎53-2178）

●飼い犬は、必ず登録をしましょう。
（法律で義務づけられています）
▪猫の飼い方
●感染症や交通事故を防ぐために室

野菜づくり講座

「生涯学習を通したまちづくり」
の
実現をめざして

内で飼いましょう。

収穫を楽しみに

ペットとの
楽しい暮らしのために

市役所からのお知らせ

筑

10:50～11:20 古島農村公園
4月10日（金） 11:40～12:00 下妻小学校校門付近
13:30～14:10 古川ふれあいいきいき館駐車場
14:30～15:10 船小屋公民館前
4月12日（日） 9:30～11:30
4月21日（火） 9:30～11:30 市役所東庁舎北側駐車場付近
5月12日（火） 9:30～11:00

広報ちくご

2020年3月号
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筑

＝健康・医療・その他＝

60

え ?! 通信販売は
クーリング・オフができない ?
消費者トラブル相談
【問合せ】
市消費生活センター
（☎65-3737）

▪麻しん風しん混合（MR）ワクチン 2 期
麻しん風しん混合（MR）ワクチン 2 期の接種期限が近づいてい

ます。
新 1 年生には、今月末までに新しい「子ど
も医療証」を送付しますので、4 月からは届

ます。母子健康手帳で接種履歴を確認し、未接種の人は早めに接種
してください。
【対象】平成 25 年 4 月 2 日～平成 26 年 4 月 1 日に生まれた子ども
【接種期限】3 月 31 日（火）
※麻しんは感染力が強く、感染すると肺炎や脳炎を起こすことがあり
ます。
※風しんは、妊娠初期の女性が感染すると
胎児に感染して、難聴や心臓病などになる
恐れがあります。

いた医療証を利用してください。
▪学校でけがや病気をしたときは
学校（小学校～高等学校）でのけがや病
気は、独立行政法人日本スポーツ振興セン
ターへの「災害共済給付申請」
をお願いします。

▪うつ病を見逃さないで
周りにこんな人はいませんか。も
しかしたら、うつ病になる前のサイ
ンかもしれません。
●表情が暗く、元気がない

ホームページはこちら▶

こころの相談窓口
▶福岡いのちの電話＝☎ 092-741-4343
（24 時間。年中無休）
▶ふくおか自殺予防ホットライン＝☎
092-592-0783（24 時間。年中無休）
▶県精神保健福祉センター＝☎ 092-58
2-7500（8:30 ～ 17:15〈月～金〉
）
▶県南筑後保健福祉環境事務所＝☎ 094
4-72-2176
（8:30～17:15
〈月～金〉
）

広報ちくご

～３月は自殺対策強化月間～

卒業・入学・就職・退職など、環
境が大きく変化する季 節が近づい
てきました。このような環境の変化
で、楽しい気持ちやうれしい気持ち
になる反面、不安やストレスを抱え

●体調不良の訴えが多い
●趣味などに興味を示さなくなる
●外出が減り、人と会いたがらなく
なる

※くわしくは市ホームページで確認してください。

【問合せ】
健康づくり課
（☎４２３１）

ることもあります。ストレスが過剰
になると、心の病気「うつ病」の原
因になることがあります。
▪うつ病は誰もがなり得ます

●仕事や家事の能率の低下やミスが
増える

2020年3月号

小学生が医療機関を受診するときは、自己
負担金が一部発生するため、未就学児と小
学生の「子ども医療証」は分けて発行してい

気分が落ち込むことは、誰もが
日常生活の中で経験することです。

広報ちくご

接種の実施医療機関の一部が開業日や開業時間を拡大しています。
くわしくは、市ホームページまたは医療機関で確認して
ください。
ホームページはこちら▶

●遅刻、早退、欠勤が増える
●飲酒量が増える

11

本社が市外＝ 50％
【雇用奨励金】筑後市民を新たに 3 人以上雇用した場合、
1 人につき 30 万円（上限 1,000 万円、1 回限り）
※認定要件のほか別途要件あり。

▪子ども予防接種週間
3 月 1 日～ 7 日は「子ども予防接種週間」です。期間中は、予防

その落ち込みが強くなり、切り 替
えができないままつらい状態が続い
て日常 生活に支 障をきたしてしま
う、これが「うつ病」です。

「返品・交換が可能な場合の条件」などを必ず確認しま
しょう。

▪優遇措置
【固定資産税の減免（3 年間）
】▶本社が市内＝ 75％▶

▪子ども医療証を送付します
市は、子育て中の保護者の負担軽減を図る
ため、小学 6 年生までの子どもに「子ども医
療証」を交付しています。

自分が、あるいは周囲の人が「う
つ病かもしれない」と感じたときは、

送料を負担し返品することができます。
通信販売で商品を購入する際は、事前に「返品の可否」

現行の「筑後市工業振興促進条例」を改正し、4 月 1
日から「筑後市産業振興促進条例」を施行します。
建物や機械設備などの新設・増設・更新時に、優遇
措置が受けやすくなります。事前の申請が必要です。
▪認定要件
【対象業種】製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、
卸売業、宿泊業
【投下固定資産総額】2,500 万円以上（土地代を除く）
【従業員】▶新設＝５人以上雇用▶増設・更新＝１年前
と比べ減少がないこと

【問合せ】
健康づくり課
（☎53-4231）

早めにかかりつけ医や専 門 機 関に
相談しましょう。
▪うつ病は命の危険も…
うつ病を放置すると、回復するの

通信販売にクーリング・オフ制度はありません。
返品については事業者が決めた「返品特約」に従うこ
とになります。
「返品特約」が定められていない場合、商
品を受け取った日を含めて 8 日以内であれば、消費者が

【問合せ】
商工観光課
（☎65-7024）

子どもの予防接種週間

【問合せ】
市民課
（☎65-7016）

に時間がかかるのと同時に、自殺に
つながることもあります。
「こんな

▪注文前に返品条件の確認を！

筑後市産業振興促進条例

母子健康手帳で確認を

子ども医療証の更新

自分はいない方がいい」など、自殺
をほのめかすような発言がある場合
は、早急な対応が必要です。

《相談事例》
インターネット通販で靴を購入した。サイ
ズが小さかったので交換を希望したが、合う
サイズがなく「返品はできない」と言われた。
注文をする前に購入に関する説明などを見て
いなかったため「返品できない」という表示
に気付かなかった。この場合は、クーリング・
オフはできないのか。

事業主の皆さん
優遇措置制度が緩和されます

新 1 年生の皆さんへ

「こころの健康」大丈夫ですか

インターネットなどの通販サイトで購入した商品につい
て、
「届いたが、想像していた商品と違った。返品・返金
して欲しい…」という「通信販売」に関する相談が増え
ています。

運動効果が高い！

（火）

ノルディックウォーク
健康教室

（火）
11
28

【 問 合せ 】高 齢 者 支 援 課
（☎ ４２５５）

「ノルディックウオーク」とは、２本
のポールを持って歩くことで、少ない
負担で運動効果が高いウオーキングを
行うことができます。
【とき】４月７日 ～ 日 の毎週火
曜日、午前９時半～ 時半（全４回）
【ところ】市民の森公園健康広場
※雨天時は和泉西公民館で、筋力ト
レーニング、ストレッチ体操などを行
います。
おおむ
【対象】市内に住んでいる概ね 歳以
上の人

（月）

※ただし、治療中の病気がある人は、
医師の許可が必要です。
【内容】ノルディックウオークについ
ての学習や実技など

16

※ポールを持っていない人には、貸し
出します。
【講師】全日本ノルディックウォーク

連盟公認指導員
【参加費】４００円
【定員】 人になり次第締め切り

※応 募 多 数の場 合、ノルディックウ
オークを初めて行う人を優先します。
【申込み】３月 日 までに同課へ。
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筑

＝人権・同和教育＝

相談事業

家庭児童相談

〔とき〕月～金曜日 8:30 ～ 17:15

〔対象〕市内に住んでいる生活困窮者
（生活保護受給者は除く）

〔ところ〕家庭児童相談室

〔内容〕自立支援計画の作成、就労促

子どもと親の教育相談室

〔申込み・問合せ〕福祉課（☎ 65-7019）

〔問合せ〕子育て支援課（☎ 65-7018）
〔とき〕月～金曜日 8:30 ～ 17:15
〔ところ〕教育研究所

〔問合せ〕同所（☎ 52-8880）
在宅介護相談

進支援など

障害に関する相談

〔とき〕月～金曜日 8:30 ～ 17:15

〔ところ〕社会福祉協議会ステーション

〔問合せ〕ちくたくネット（☎ 52-6699）

〔問合せ〕人権・同和対策室（☎ 65-7

〔問合せ〕福祉課（☎ 65-7021）
消費生活相談

〔とき〕月・火・木・金曜日8:30 ～ 17:15
〔ところ〕市民相談室

〔問合せ〕消費生活センター（☎ 65-3
737）

生活困窮者の自立をサポート

「自立相談支援窓口」

〔とき〕月～金曜日 8:30 ～ 17:15
〔ところ〕市民相談室

〔ところ〕サンコア
039）

司法書士・税理士による
相続合同相談会

〔とき〕4 月 11 日（土）13:00 ～ 16:00

〔ところ〕久留米市役所（久留米市城

13:30 ～ 17:00、市民相談室（要予約。

〔内容〕相続に関する法律・税務の相

〔とき・ところ〕
▶昼の部＝3 月27日（金）
先着 7 人）▶夜の部＝ 3 月 13 日（金）
17:30 ～ 20:00、サンコア（要予約。先
着 5 人）

〔申込み・問合せ〕毎月 1 日～相談日

の前々日に福祉課（☎ 65-7021）へ。
弁護士による法務局無料法律相談

〔とき〕3 月 5 日（木）・19 日（木）13:00

子育て電話相談☎ 53-8574（月～金曜日 9:00 ～ 17:00）
県配偶者暴力相談支援センター①☎ 0943-23-7520（月～金
曜日 8:30 ～ 17:15）②☎ 092-663-8724（月～金曜日 17:00
～ 24:00。土・日曜日、
祝日 9:00 ～ 24:00。年末年始を除く）
養育費電話相談☎ 092-584-3931（県ひとり親サポートセ
ンター、平日 9:00 ～ 16:00）
〔対象〕母子家庭の母親、父子家庭の父親、離婚協議中の人
女性の悩み電話相談☎ 54-2600（月～金曜日 8:30 ～ 17:15）
性暴力被害者支援センターふくおか☎ 092-762-0799（24
時間・年中無休）

2020年3月号

書士さかだ事務所内☎ 092-586-6610）

弁護士による無料法律相談

☎ 電話相談

広報ちくご

〔問合せ〕行政書士福岡楠風会（行政

南町）

談に応じます。

※相談時間は30分。
予約不要。
先着順。

〔相談料〕無料

〔問合せ〕平日 10:00
～ 16:00 に県司法書

士会筑後支部事務局
（☎ 32-6641）へ。

LGBT の人の DV 被害者相談ホットライン☎ 080-2701-5461
（第2火曜日12:00～16:00。
第 4 火曜日17:00～20:00。
祝日・
年末年始を除く）
男性 DV 被害者のための相談ホットライン☎ 092-571-1462
（水・木曜日 17:00 ～ 20:00。金曜日 12:00 ～ 16:00。祝日・年
末年始を除く）
男性のための電話相談☎ 092-584-4977（第 1・3 土曜日 14:
00 ～ 16:00。第 2・4 金曜日 18:00 ～ 20:30〈祝日を除く〉
）
あすばる相談ホットライン☎ 092-584-1266（9:00 ～ 17:00。
金曜日は 18:00 ～ 20:30 も可〈祝日を除く〉
。
盆・年末年始を除く）
あすばるメール相談
メール相談はこちら▶

ヘルプカードとは？
「ヘルプカード」とは、
体の不自由な人、
難病・妊娠初期・
認知症の人など、外見だけでは気付かれにくい人が援
助や配慮を必要としていることを、周りの人に知らせる
ために身に付けるカードです。
市福祉課、県保健福祉環境事務所、県庁障がい福祉
課などで無料で配布しています。また、県ホームペー
ジからダウンロードし、印刷して使うこともできます。

県ホームページはこちら▶
（おもて）

（うら）
（記入例）
・大きな声が苦手です
・筆談で会話してください
・緊急連絡先
○○○ー○○○－○○○

ものがあることを知り、見かけだけで
判断された時に困らないよう身に付け
ています。しかし、
周りの皆さんが「ヘ
ルプカード」の存在や意味を知らない

〔とき〕火・木曜日 8:30 ～ 17:15

※予約優先。秘密厳守。

ると、そのＡ子さんの姿を見るなり、
注意した女性は「あっ！しまった！」
というような顔つきで、
Ａ子さんに
「ご
めんなさい。ごめんなさい」と謝りま

人権擁護委員によるなんでも人権相談

〔内容〕遺言・相続の手続きなど

これは、Ａ子さんがバスに乗ったと
きに実際に体験したときのことです。
▪優先席をめぐって
ある日、若いＡ子さん が、いつも

〔問合せ〕福祉課（☎ 65-7021）

ので、Ａ子さんがバスの中でつかまり
立ちをしていても席を譲ってくれませ
ん。
皆さん、
「ヘルプカード」を身に付
けている人を見 掛けたら、ぜひ席 を

〔ところ〕市民相談室

した。
Ａ子さんは、障害者なので優先席に
座ったのです。しかし、見かけだけで
健常者と判断されたＡ子さんは、
「人
は見かけだけでは判断できないのに」

〔ところ〕市総合福祉センター小会議室

～ 15:00

のように通勤のためにバスに乗りま
した。車 内を見 渡すと一般 席 が空い
ていなかったので、やむを得 ず 空い
ていた優先席に座りました。
その後、あるバス停で足元 がふら

〔とき〕3 月 19 日（木）10:00 ～ 12:00

〔とき〕3 月 11 日（水）13:00 ～ 16:00

〔ところ〕市民相談室

遺言・相続などの法務無料相談会

〔とき〕3 月 16 日（月）・19 日（木）13:00

〔問合せ〕社会福祉協議会（☎ 52-3969）
労働相談

（☎ 38-7579）

譲ってやるなど思いやりの行動をお願
いします。

〔ところ〕市総合福祉センター相談室

〔ところ〕おひさまハウス

〔問合せ〕子育て女性就職支援センター

と毎回悔しく、悲しい気持ちになりま
す。

〔とき〕木曜日 13:00 ～ 16:00

日 12:00 までに要予約、先着順）

ついているお ばあさん が乗ってきま
した。

心配ごと相談

【問合せ】人権・同和教育課（☎ 65-7039）

〔とき〕3 月 5 日（木）13:00 ～ 16:00（前

▪「ヘルプカード」を身に付けてい
ても…
Ａ子さんは、
「ヘルプカード」という

53-4162) または各ステーション

子育て女性就業相談

〔申込み・問合せ〕福祉課（☎ 65-7022）
行政相談

～思いやりの行動を～

5502）

すると、ある女性が、優先席に座っ
ていたＡ子さんに向かって、
「あんた、
若いのに何でそこの 席に座っている
の。ここは優先席よ。高齢の方に譲

テーション（☎ 52-9123）

〔問合せ〕地域包括支援センター（☎

予約）

〔問合せ〕法テラス福岡（☎ 050-3383-

りなさい」と言ってにらむのです。
Ａ子さんは、このような体 験を何

〔ところ〕市総合福祉センター相談室

2134）
、クリーンパル・ゆうステーショ

市稲富）

皆さん、
「ヘルプカード」を知っていますか？

度もしているのです。

ン（☎ 52-8885）
、社会福祉協議会ス

〔ところ〕福岡法務局八女支局（八女

▪人は見かけだけでは判断できない
実は、Ａ子さんは、以 前 脳出 血に
なり、その後遺症で片側がまひしてい
ます。もちろん障害者手帳も持ってい

〔とき〕3 月 11 日（水）10:00 ～ 17:00（要

分利用。条件あり）

ます。バスの中で立っていると体がふ
らついて危ないので、できる限り席に

療育相談

〔ところ〕芳樹園ステーション（☎ 53-

～ 16:00（要予約。先着 6 人。１回 30

シリーズいま人権・同和問題は

座るようにしています。
自分 が優先席に座っている理由を
とっさに説明できなかったＡ子さん
は、おばあさんに席を譲るために、ふ
らつきながら移動し始めました。す

〔とき〕月～金曜日 8:30 ～ 17:00

13

一人で悩まず、まず相談を
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2020 年 3 月 ちくご市民カレンダー
今月の税

【納期限】
3 月 31日（火）

国民健康保険税⑨

休日窓口

（8:30～ 12:00）

日

1

消）春季火災予防運動期
間（7 日（土）まで）
（P
4）

粗大ごみ搬入
22 日（日）は自
己搬入を受け付
けます
（8:30～
16:15。
12:00～
13:00は昼休み）

広報

8

健）パパママ教室

9

15

3

お）ベビーマッサージ＆ 高）脳活クラブ
絵本

16

図書館休館日図書館休館日

17

学）市内小学校卒業式
高）脳活クラブ

「恋ぼたる」
▪樟の香り
コンサート

22

休日窓口
（8:30~12:00）図書館休館日
図書館休館日

23

休日窓口開庁日

29

（8:30～12:00）

24

30

商）石人まつり（P24） 健）乳幼児教室

広報ちくご

18

高）ケアトランポリン健
康教室
健）にこにこウォーキン
グ教室
図）大人のためのおはな
し会
（P21）

25

31

4/1

金

6

土

7

福）子育て女性就業相談 健）1歳6か月児健康診 参）男女共同参画ネット
査
ワーク学習会
お）ウェルカムおひさま

12

健）3 歳児健康診査
健）こころほっと相談
お）リズムあそび

13

学）市内中学校卒業式
健）10 か月児健康診査
福）無料法律相談

14

か）クリーン作戦（水洗
小校区）

当番医

市内の所在地は大字表記

3 月 8 日（日）

柿添整形外科クリニック（野町）
☎ 53-5000
杉村こどもクリニック（水田）
☎ 52-8915
久留米おの眼科医院（久留米市）
☎ 46-7724
いまやま歯科（広川町）
☎ 0943-32-7020
しろうず耳鼻咽喉科クリニック
（久留米市）☎ 36-3387

3 月 15 日（日）

加藤田整形外科医院（熊野）
☎ 53-6811
やまもと内科循環器科医院（上北島） ☎ 51-1110
実吉眼科医院（久留米市）
☎ 34-5828
吉泉歯科医院（八女市）
☎ 0943-42-3941
重森耳鼻咽喉科医院（久留米市）
☎ 47-3387

3 月 20 日（祝）

19

福）行政相談

20 春分の日

21

おおた胃腸科Ｓクリニック（富久） ☎ 51-7080
山﨑医院（山ノ井）
☎ 53-2753
石川眼科医院（久留米市）
☎ 34-1881
むらかみ歯科・小児歯科（上北島） ☎ 52-5290
立石耳鼻咽喉科医院（柳川市） ☎ 0944-72-3469

3 月 22 日（日）

26

2

27

健）4か月児健康診査
福）無料法律相談

3

図書館休館日

28

大橋整形外科クリニック（西牟田）
なかの内科・消化器科（山ノ井）
鶴丸眼科（前津）
近藤歯科医院（西牟田）
広瀬耳鼻咽喉科医院（久留米市）

☎ 51-7001
☎ 53-5668
☎ 52-0002
☎ 52-4561
☎ 32-1587

3 月 29 日（日）

4

あさかわ整形外科クリニック（山ノ井）☎ 51-7339
植田病院（西牟田）
☎ 53-5161
つむら眼科医院（久留米市）
☎ 47-3678
たなか歯科クリニック（西牟田）
☎ 48-4184
川口耳鼻咽喉科医院（久留米市）
☎ 32-2107

▪日曜祝日小児救急診療(受付＝9:00～14:30)
15・20・29 日＝公立八女総合
☎ 0943-23-4131
病院（八女市）
8・22 日＝筑後市立病院（和泉）
☎ 53-7511

▪夜間小児救急診療(受付＝19:00～21:30）
休日窓口
（8:30~12:00）図書館休館日
図書館休館日

毎週火曜日
◀このマークは、2 軍戦開催日
（タマスタ
筑後）です。くわしくは「タマスタ筑後
（5・15・25 日、祝
若鷹NEWS
（23 ページ）
」
を見てください。
日が火曜日の場
合は開館）
※物産館は年中
【担当課電話番号】
無休です。

15

高）ケアトランポリン健
康教室
健）にこにこウォーキン
グ教室
福）療育相談
人）なんでも人権相談

公）キャッシュレス使い 学）市内小中学校修了式 健）おっぱい教室
方講座
高）脳活クラブ
高）ケアトランポリン健
デ
康教室
図）図書館 DE ミニシア
ター
（26 日（木）まで）健）にこにこウォーキン
（P21）
グ教室
図）ゆっくり読書タイム
図書館休館日
図書館休館日

温泉館休館日

【問合せ】
▶温泉館
＝☎ 52-8866 ▶
物産館＝☎ 52-81
88

5

11

福）
＝福祉課（☎65-7021）
健）
＝健康づくり課（☎53-4231）
商）
＝商工観光課（☎65-7024）
か）
＝かんきょう課（☎53-4120）
高）
＝高齢者支援課（☎53-4255）
2020年3月号

広報

学）
＝学校教育課（☎65-7038）
公）
＝中央公民館（☎53-2178）
社）
＝社会教育課（☎65-7056）
図）
＝図書館（☎51-7200）
消）
＝消防本部（☎52-2020）

月・水・金曜日＝公立八女総合
☎ 0943-23-4131
病院
火・木曜日＝筑後市立病院
☎ 53-7511

広報ちくご発行日

▶過去の粟島神社
大祭の様子

▶8日（日）＝濱田治
（トロンボーン）
▶15
（ハー
日（日）＝岩石功
モニカ）
▶22日（日）
＝中島聖子
（ピアノ
弾き語り）
▶29日（日）
＝深町まどか
（フル
ート、
オカリナ）
※第1部13:00か
ら、
第2部14:30か
ら。
※恋マーケットは
休みです。
※くわしくは
「恋ぼ
たる通信」
を見てく
ださい。

4

10

川の駅船小屋
イベント情報

木

商）ホークス 1 軍オープ 社）あいさつ運動
（古川・羽
ン戦（タマスタ筑後）
犬塚小、
筑後北中）
商）粟島神社大祭
高）ケアトランポリン健
康教室
図書館休館日 高）脳活クラブ
健）にこにこウォーキン
グ教室
広報ちくご発行日

休日窓口開庁日

（8:30～12:00）

水

見やすい場所に貼って活用してくれると、うれしいま～る！）

※市民課（一部）
と税務課（一部）
だけ

2

火

（ちくご市民カレンダーは、

8 日（日）
22 日（日）

月

※新型コロナウイルス感染症が拡大しています。今後、
感染者の拡大状況によっては、イベントや講座などの
実施内容が変更になる場合があります。市ホームペー
ジなどで最新情報を確認してください。
市ホームページはこちら▶
お）
＝おひさまハウス（☎53-3123）
人）
＝人権・同和対策室（☎65-7039）
参）
＝男女共同参画推進室（☎65-70
51）
休日窓口）
＝市民課（☎53-4112）

救急？病院？迷ったら、看護師に相談を（24 時間体制）

●救急電話相談「#7119」
「☎ 092-471-0099」
●火災発生状況のお知らせ「☎ 0180-999-833」

▪救急指定病院
筑後市立病院

▪福岡県小児救急医療電話相談

☎ 53-7511

平日 19:00 ～翌 7:00

聖マリア病院
など
日曜日・祝日 7:00 ～翌 7:00
土曜日 12:00 ～翌 7:00

☎ #8000

▪休日当番薬局

日曜日、祝日に開いている薬局を、八女筑後
薬剤師会のホームページ（Shttps://ycpa.info）
で確認することができます。

病院によって受付時間と診療時間が
異なる場合があります。事前に医療機
関へ問い合わせてください。

広報ちくご
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さんぽみち

～みなさんのページ～

市では、皆さんの作品などを募集しています。掲載
況と募集内容などを書いてください。
された人には図書カードを贈呈します。
※ペンネーム（5 字程度まで）でも受け付けます。
【応募方法】 エッセイなど＝ 200 字程度にまとめ、 ※必ず住所・氏名・年齢・電話番号を書いてください。
※作品は未発表のものに限ります。
題名を付けてください 俳句・短歌＝漢字にはふりが
なを添えてください イラスト＝「はがき」または「は 【あて先】総務広報課「さんぽみち」担当（〒 833-8601
がきの大きさ程度」の無地の紙に濃い色のペンや鉛筆 〈住所不要〉☎ 65-7004N52-5928Qsoumu@city.chiku
go.lg.jp)
で書いてください 会員募集など＝グループの活動状

プラスチックごみ

ホークス大好きさん

ぼくの家では、今まで燃えるごみと
プラスチックごみをごちゃ混ぜにして
いました。でも、プラスチックはプラ
スチックごみの日に出すことにしまし
た。

そうしたら、燃えるごみの量は少な
くて、プラスチックごみの量は多いこ
とに気付きました。
みんなもプラスチックごみを分ける

といいと思います。

地域を守るために
避難訓練を実施

古川校区コミュニティ協議会

２月８日、古川校区では豪雨災害を

想定した避難訓練を古川小学校体育
館で行いました。これは県との連携事
業で、校区民約１００人が参加しまし
た。

参加者は班に分かれ、避難所運営
訓練や要支援者の移送訓練などを行い

ました。会場には、組み立て式の簡易
トイレや、プール・川の水を浄化する
機械などの展示もあり、災害時の避難
所の設備は日々進化していると感じま

した。また、段ボールベッドやプライ
バシーを確保するための仕切りを組み

立てるなど、災害時の避難所を具体的
にイメージすることもできました。
段ボールベッドの組み立て体験をし
た横溝祐貴さん（桑鶴、 歳）は「簡

単に組み立てられ、段ボールの枕も
あって普通に寝ることができ、完成度
が高く驚いた」と話しました。
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筆文字講座を
受講してみませんか

岩﨑教室

筆を使って文字を書いて、日常生活
に取り入れませんか。

【とき】３～５月第２・４土曜日午後２
時～４時
【ところ】九州芸文館教室工房６
【内容】漢字や平仮名、実用書の筆文

字を楽しく学ぶ
【受講料】５００円（１回ごと）

講師の山本一さん（一般社団法人地
域安全協会）は「避難所が快適ならば
誰もが避難する。そうでないから避難

防災意識を高めていくために、今後も
避難訓練に取り組んでいく必要性を感
じました。

今月のうた

は

筑後短歌会

ビリッと剥ぐ

豆まき絵図のカレンダー

高岸礼子さん（赤坂）

2020年3月号
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（土）

春は一歩をためらいており

広報ちくご
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筑後俳句会
長居せり日脚伸びしと語りつつ

17

城戸眞子さん（熊野）

第 87 回全国書画展覧会の「書の部」に出品した中学
校 987 校の中から、最優秀学校賞として羽犬塚中学校が
文部科学大臣賞を受賞し、賞状と記念品が贈られました。
市内の中学校では、長年にわたり同展覧会へ出品してい
て、生徒たちの熱心な取り組みの成果です。
同校では、文字に対する感性を高め、また集中力や根
気を養う書写の時間を大切にしています。毎年９月と
1月
き ごう
に学校行事として「毛筆揮毫会」を開催。生徒たちはよ
りよい作品をめざして授業や夏休みに練習に励み、揮毫
会に臨んでいます。揮毫会の作品は市内の審査会や同展 ▲展覧会の出品準備などを行った文化委員の皆さん
覧会に出品し、入賞作品を校内に掲示しています。
文化委員長の出口絵麻さん（3 年生）は「普段は活気
ある校内が、揮毫会の時間は『静』に包まれます。その
時間がとても心地よく、充実感も得られる楽しいひととき
です」
と話しました。
同大臣賞は、
平成17 年に筑後中学校、
平成 23 年に筑後北中学校も受賞していて、今回で市内 ▲揮毫会の様子
▲校内での展示の様子
（中学校提供）
（中学校提供）
3 校全てが受賞しました。

せず被害に遭うという悪循環が発生し
ている。訓練を繰り返すことで、災害
時に過ごしやすい避難所運営ができ

羽犬塚中学校が文部科学大臣賞受賞

【定員】 人程度
※申し込み不要。受講希望者は、直接
３月 日 に実施する１回目の講座に
来てください。

▲グループで作成したスライド

る」と話され、訓練を繰り返すことの
重要性を訴えられました。
水害が多い古川校区では、校区民の

長年の取り組みに称賛

▲地域の課題を聞く生徒

※書道用具は持参してください。
【問合せ】同教室・岩﨑（☎０８０・６
４１５・２８０９）

1 月 23 日、八女高等学校 2 年生の「総合的な学習の時
間」に地域協創プロジェクトの発表会が行われました。こ
れは、生徒の問題解決能力や自己表現力の育成と地域の
課題に関心を持ち、地域に貢献することができる人材を育
成しようと同校で初めて行われた取り組みです。
生徒たちは 10 月に近隣自治体の担当者から地域の課題
について説明を受け、11 月に少人数のグループに分かれ
考察する課題を選び、その解決策をまとめました。この日
の発表会はクラス内でグループごとに実施。作成したスラ
イドを見て、クラスメイトがスライドの構成や実現の可能
性などを評価しました。
牛島陵さん・古賀都聖さん・島亮太さんの 3 人は、筑
後市の課題を選んで人口を増やすための案を発表。
「比較
的簡単に実現できそう」などの評価を受けた 3 人は「案
を考えるときにコストを意識しました。もっと多くの案を
提案したかったけれど、実現の可能性を考えたら、なかな
か出せなくて難しかったです」と話しました。

八女高等学校「総合的な学習の時間」

▼

地域の課題に向き合う

▼

▼

▼

ー
ル
ク
！
ス
力
全 ～学校のわだい～

投稿イラスト

▲森内さん
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鬼に負けない強い子ども
おひさま教室「節分祭」
子育て支援拠点施設「おひさまハウス」で、2 月 4・5 日
に行われた同イベント。2 日間で約 60 組の親子が参加し、
季節の行事を体感しました。

初めに「豆まき」や「鬼のパンツ」を歌いながらリズム遊
びをしたり、鬼の顏を描いたパネルを使ったゲームを楽しん
だりしました。そしていよいよ鬼の登場。それまでの笑顔は
一瞬にして消え、子どもたちは、豆に見立てた新聞紙を泣き
ながら鬼に投げて果敢に「鬼退治」をしました。

ちくご日和
～まちの話題～

Youtube
「ちくご恋するチャンネル」

市では、Youtube「ちくご恋するチャンネル」で、
市内で行われたイベントなどの動画を公開しています。
※動画の閲覧には通信料がかかる場合があります。

「もしも…」の時に慌てずに

小さな命を守るため

水田天満宮消防訓練

県獣医師会との災害協定

2 月 5 日、市消防本部が「水田天満宮消防訓練」を行い、
宮総代や地元消防団などが参加しました。これは、1 月 26
日の「文化財防火デー」にちなみ、同天満宮が県指定文化
財などを多く所有することで実施したものです。
訓練では、本殿西側付近から出火し延焼拡大している状
況を想定。宮司や宮総代などは初期消火を行ったり、本殿
から持ち出せる文化財を運びだしたりして、災害が発生した
ときの動きなどを確認しました。

市は「災害時における動物救護活動に関する協定書」を
1 月 29 日に県獣医師会と締結しました。これは、災害発生
時に犬や猫などの動物救護活動を互いに協力して行うことを
目的にしています。
この日、西田正治市長を訪れたのは同会八女地区分会の
皆さん。藤井祐介同分会長は「飼い主にとってペットは家族
同然です。災害時にペットを救うこと、また避難所で避難者
との共生を図ることも大切です」と話しました。

市内に「緑」が広がるように

前後左右、チームで駆け引き

緑の街頭募金

筑後市スポーツ少年団交流ドッヂビー大会

市緑づくり推進協議会が、
2 月 13 日に市役所駐車場で
「緑
の街頭募金」活動を行いました。
会場には、アザレアや久留米ツツジ、アジサイなどの苗木
やパンジーの苗など約 850 株を準備。家庭で育てて緑に親
しんでもらおうと、募金をした人に配布されました。

2 月 1 日、羽犬塚小学校体育館で 5 団体 93 人が参加し、
同大会が行われました。
ドッヂビーとは、柔らかい円盤状の道具を使いドッジボー
ルのルールで実施する競技。会場は、コート内に残ろうと投

げたり受けたりする子どもたちの熱気が溢れていました。
2 連覇を果たした水田ボーイズの古賀一颯さん（野町、12

集まった募金は財団法人福岡県水源の森基金に納め、緑
に囲まれた生活環境の整備や小中学校など地域が取り組む
緑づくりに役立てられます。

歳）と田島一輝さん（鶴田、
12 歳）は「チームワークが良かっ
たので優勝できました」と笑顔で話しました。

災害に備え、応援の輪を広げる

支援でつなぐ筑後の未来

2 月 17 日、サンコアで同締結式が行われ、西田市長と黒
田晋玉野市長が協定書に調印しました。
玉野市は瀬戸内海に面していて、想定される災害は主に

地方公共団体が計画した取り組みに、その財源として民
間企業が寄付をする「企業版ふるさと納税」
。今回、
市の「筑

岡山県玉野市との災害時相互応援に関する協定締結式

企業版ふるさと納税感謝状贈呈式

後の輝く未来へ！スポーツわくわくプロジェクト」に、株式会
社アクティオとローム・アポロ株式会社が寄付を行い、西田
市長が感謝状を渡しました。
ローム・アポロ株式会社広川本社工場の平山進二管理部

高潮です。筑後市とは想定される災害の種類が違い、また、
両市は離れているため同一災害で被災する可能性が低いこ
となどから今回の締結に至りました。
西田市長は「市民の防災意識の向上につながる協定にな
るように、両市で協力していきたい」と話しました。
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このコーナーでは、皆さんが取材・撮影した
記事と写真を随時募集しています。
くわしくは、総務広報課（☎ 65-7004N525928Shttps://www.city.chikugo.lg.jp/）へ。

▲（株）アクティオ

▲ローム・アポロ（株）

長は「地域貢献活動として、将来の人材である子どもたちを
支援しました」と話しました。ありがとうございました。
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市民の本棚

く ら し

～
「生活とともにある図書館」
をめざして～
市立図書館☎ N51-7200 Shttp://library.city.chikugo.lg.jp/
【開館時間】9:30 ～19:00（日曜日・祝日は 9:00 ～17:00）

【問合せ】
おひさまハウス
☎53-3123
N53-8574

おいでよ！おひさまハウスへ

3月の休館日＝2、9、
16、23、27
（館内整理日）
、30日

大人のためのおはなし会

3 月のイベント

図書館 DE ミニシアター
大人向け、子ども向けの上映会をそれぞれ開

【とき】3 月 18 日（水）14:00 から
【ところ】同館おはなしひろば

【内容】絵本の読み語り、紙芝居、本の朗読など
【参加費】無料
【申込み】不要

イベント名

デ

催します。
【とき】3 月 24 日（火）～ 26 日（木）14:30 から
【ところ】同館おはなしひろば
【上映内容】▶ 24 日（火）＝「99 歳の詩人柴田ト
「チッ
ヨ～心を救う言葉～」
（45 分）
▶ 25 日（水）＝
プとデール」
（60 分）▶ 26 日（木）＝「ふしぎの
国のアリス」
（75 分）
【参加費】無料
【申込み】不要

図書館の利用について！
開館時間の変更のお知らせ
4 月 1日（水）から図書館の開館時間を 10:00 に

変更します。ご理解とご協力をお願いします。
曜日

変更前

変更後

火曜～土曜

9:30

10:00

日曜・祝日

9:00

10:00

開館時間の変更に伴い、
「インターネット予約」
がより便利になります。貸し出し中の本だけでは

なく、図書館の本棚にある本もインターネット予
約の受け付けを開始します。
（開館前にインター
ネット予約された本を、職員が取り置きします）
インターネット予約は、図書館の利用カードを
持っていれば誰でも利用することができます。利
用する場合は、同館ホームページからパスワード

登録をしてください。
※くわしくは同館ホームページを確認してくださ
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い。同館ホームページは上記 QR コードからも見
ることができます。

未来につなごう市民の本棚
～一人一人の心づかい～

3 月は
「図書館利用マナーアップ強化月間」
です。
▪撮影禁止
館内から、
「カシャ」というスマートフォンの撮
影音が聞こえることがあります。人・本・雑誌な

ど館内での撮影は禁止です。
▪図書館資料（本・雑誌・DVD・新聞）の汚損・
破損・紛失
「本をぬらした」
「DVD を子どもが踏んだ」な
ど、職員では修復ができずに廃棄しなくてはなら
ない図書館資料があります。廃棄した本や DVD

を購入しようとしても手に入らないときがありま
す。図書館資料は市民の貴重な財産です。他の

人も手に取るものだということを考えて、大切
に扱いましょう。

とき

対象

持ってくる物

おひさま教室
「ひなまつり会」
4日(水）10:00から
【要予約】
受け付け中

育

MEN

ウェルカムおひさま

5日（木）10:00から
0歳～就学前 飲み物

ベビーマッサージ&絵本
リズムあそび

9日（月）10:00から
12日（木）10:30から

赤ちゃんひろば
（離乳食）
【要予約】
受け付け中

18日(水）10:00から
13:30から
19日(木）10:00から

たんぽぽ・ひまわりクラブ
【要予約】
9日（月）から

25日(水）10:00から 1歳～就学前

おひさま誕生会
【要予約】
9日（月）から

26日(木）10:00から 0歳～就学前

0歳児

岡元 亮さん（津島東）
伶旺くん（1 歳）
「早く帰れた日や休日に一緒に入る

お風呂が今一番の楽しみです」

保健だより

◀イベントの内容やその他くわしいことは、子育て通信紙
「ざっそう（3 月号）
」で確認してください。
【問合せ】健康づくり課
（☎ 53-4231）

～ 3月の衛生行事～

◆乳幼児健診

※母子健康手帳を持参。体調不良などで受診できないときは連絡して
ください。

健診名

とき

対象者

4 か月児健診

27 日（金）13:00 ～ 13:45 令和 元 年 11 月生まれの子

10 か月児健診

13 日（金）13:30 ～ 14:30 平成 31 年 4 月生まれの子

1 歳 6 か月児健診

飲み物・母子
手帳・タオル

飲み物

りょう

れ お

おはなしの時間・ブックスタートな
ど、くわしい内容は、同館ホームペー
ジを見てください

※場所は全ておひさまハウスです。

【と
こ
保健 ろ】
セン
ター

6 日（金）13:00 ～ 14:00 平成 30 年 8 月生まれの子
12 日（木）13:30 ～ 14:30 平成 29 年 2 月生まれの子

3 歳児健診

◆各種教室・相談
教室名・内容

とき

もうすぐパパママ教室

◆ 4 月の予約が必要な
教室・相談は…
教室名・とき

こころほっと相談
妊娠中の過ごし方、栄養指導、沐浴（実習）な 8 日（日）9:30 ～12:00（要予約）
9 日（木）
・23 日（木）9:00 ～12:00
どについて指導します。
こころほっと相談

子どもの言葉や行動、子どもとの関わり方につ 12 日（木）9:00 ～12:00（要予約）
いて、臨床心理士が個別に相談に応じます。

おっぱい教室

妊婦や授乳中の母子が対象。妊娠中からの乳房
管理、母乳育児について指導します。

乳幼児教室

1 歳以上の子どもと保護者が対象。虫歯予防の
話と歯磨き指導、おやつの話と試食を行います。

25 日（水）10:00 ～ 12:00

30 日（月）10:00 ～ 12:00

もうすぐパパママ教室
14 日（火）9:30 ～ 12:00
乳幼児教室
27 日（月）10:00 ～ 12:00

※
「もうすぐパパママ教室」
の申し込みは、電子申請で
もできます。
申し込みはこちら▶
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ホークス 1 軍戦
入場券無料引換券プレゼント！
市では、福岡ソフトバンクホークスとの地域連携協定に基づ
き、公式戦の入場券無料引換券を先着順で配布します。
とき

対戦相手

4 月 25 日（土） 14:00

千葉ロッテマリーンズ

5 月 8 日（金） 18:00

東北楽天ゴールデンイーグルス

ペ

イ

ペ

イ

【ところ】福岡 PayPay ドーム（福岡市中央区）
【対象】市内に住んでいる人

【配布日】4 月 4 日（土）9:00 ～ 13:00
【配布場所】市役所本庁舎正面玄関ロビー
【配布枚数】600 枚（1 人 4 枚まで）
※余った分は、
4 月 6 日（月）から商工観光課窓口で配布します。
（開庁日に限ります）
【問合せ】4 月 6 日（月）から同課へ。
※くわしくは市ホームページで確認してください。

イベント中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
い、次のイベントを中止とすることに決

定しました。
感染拡大を防ぐため、ご理解いただき
ますようお願いいたします。
▪筑後七国観光フェスタ in タマスタ開業
４周年記念
【とき】3 月 13 日（金）～ 15 日（日）
【ところ】HAWKS ベースボールパーク
筑後
▪ホークス選手歓迎のつどい
【とき】3 月 18 日（水）
【ところ】サザンクス筑後
▪問合せ
商工観光課（☎ 65-7073）

ホームページはこちら▶

筑後七国イベント情報
筑後七国（筑後市・八女市・柳川市・大川市・みやま市・大木町・広川町）
で開催されるイベントをお知らせします。
（筑後市は除きます）
▪ひろかわ苺まつり
【とき】3 月 7 日（土）・8 日（日）10:00 ～ 17:00
【ところ】広川町産業展示会館（広川町大字日吉）
【問合せ】同会館（☎ 0943-32-5555）
▪おひな様水上パレード
【とき】3 月 15 日（日）11:00 ～ 12:20
※雨天時は 22 日（日）。
【ところ】沖端水天宮付近（柳川市稲荷町）→三柱神社（柳川市三橋町）
【問合せ】柳川市観光案内所（☎ 0944-74-0891）
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広報ちくご

2020年3月号

※その他のイベントは、筑後七
国活性化協議会ホームページ
（下記 QR コードから）で確認し
てください。
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所（☎㉗５７１７）へ。

距離が片道 ㌔㍍以上ある、ま
た は、公 共 交通 機関・タクシー
を利用している場合、１カ月２，
０００円以上かかる
※所得制限があります。
〔申込み〕３月 日 までに市福
祉課（☎７０２２）へ。
〔問合せ〕
同事務所社会福祉課
（☎
０９４３㉒６９７１）

障がい児・者のための
スポーツ教室
筑後市手をつなぐ育成会
専門家が優しく、楽しく指導
します。
〔とき〕３月 日 午前 時～正
午
10

「第 32 回石人まつり」開催
大型の前方後円墳で、筑後市から広川町にかけて存在
している石人山古墳。この古墳は、筑紫君磐井の祖父の

墓ではないかと言われていて、石棺を守るかのように武
装石人が置かれています。
この古墳をもっと身近に感じてもらうために、同まつ

りを開催します。満開の桜の下で、古代のロマンに触れ
てみませんか。
〔とき〕3 月 29 日（日）11:00 ～ 14:00

〔ところ〕石人山古墳一帯（雨天時は一条公民館）
の だて
郷土料理、
よさこい演舞、
大正琴演奏、
〔内容〕神事、
野点、

福引抽選会など
〔問合せ〕同まつり実行委員会事務局（市観光協会内☎ 5

3-4229）

９）または筑後船小屋観光案内

時半から
②全日本交通安全協会長表彰
（交

（金）
（水）

29

（日）

福岡管区気象台の
電話窓口が変わります！

（日）

〔とき〕4 月 1 日（水）から
〔電話番号〕
▶平日 9:05 ～ 17:00 ＝ 092-725-3600
（天
気相談所）▶夜間・休日＝ 092-725-3605（自動音声に
よる気象情報）
〔問合せ〕同気象台業務課（☎ 092-725-3603）
10

（金）

集▲▲

27

▼講座・講演会▲
自分でできる
リンパ流し・やさしいヨガ
特定非営利活動法人はねっこ福祉会

ラクターによる「やさしいヨガ」
を学ぶ
〔講師〕真村伸也さん（整体師）
、
紫原志津香さん（ヨガインストラ
クター）
〔参加費〕１，
８００円（全６回分）
〔定員〕 人になり次第締め切り
〔持ってくる物〕敷き物（ヨガマッ
トまたはバスタオル）
・飲み物・

〔申込み・問合せ〕窓ケ原体育館
（☎０７４５）

タオル
※動きやすい服装で参加してく
ださい。

30

in

（日）

〔とき〕４月 日 ～９月 日
の毎月第 月曜日、午前 時～
正午（全 回）
〔ところ〕窓ケ原体育館
〔対象〕市内に住んでいるまたは
通勤・通学している人
〔内容〕整体師による「自分でで
きるリンパ流し」とヨガインスト

（祝）

10

※雨天の場合は 日 。
通栄誉章「緑十字銅章」
）
〔ところ〕窓ケ原公園グラウンド ③九州管区警察局長・九州交通
〔対象〕市内に住んでいるまたは 安全協会長連名表彰
▪対象
通勤・通学している人
①～③それぞれに、
「運転経歴
〔参加費〕１人３００円
「無事故・無違反・罰金以
〔持ってくる物〕クラブ、ボール、 年数」
上の刑にあたる犯罪行為がない」
ボールペン、下敷き、マーカー
〔申込み・問合せ〕３月 日 ま などの要件があります。くわし
でに参加費を添えて、同協会・大 くは問い合わせてください。
▪申込み・問合せ
石（☎０６６８）へ。
①は６月 日 午後５時まで、
②③は４月 日 午後５時まで
２時間チャレンジマラソン
（いずれも土・日曜日、祝日を除
筑後走ろう会
く）に同協会事務局（筑後警察
２時間でどれくらい走ること 署東側☎７５９９）へ。
ができるか挑戦してみませんか。 ※申し込みの際は、運転免許証
（写 し可 ）
、無事故無違反証明書
〔とき〕４月５日 午前８時半
〔ところ〕県営筑後広域公園（集 代６７０円、印鑑が必要です。
合＝同公園ステージ前）
プログラミングドローンレ
※必ず保護者同伴。
〔内容〕同公園内のコースを自分
ース キャナルシティ
〔内容〕障害物をよけながらゴー
のペースで走る
ティ
ペ イ ジ ー
特定非営利法人Ｔ‐ＰＥＺＹ
ル地点に着陸できるプログラム
※飲み物や果物などを準備して
います。
子どもたちが「楽しみながら を組み、ゴールできるまでのタイ
〔参加費〕５００円
プログラミングを学ぶ」イベント ムを競う
〔参加費〕無料
〔申込み・問合せ〕同会・村上（☎ を開催します。
０８０・１７８１・１２１２）
〔とき〕３月 日 ・ 日 、４ 〔定員〕各レース 人になり次第
月４日 ・５日 ▼前半レース＝ 締め切り
午前 時～午後１時半▼後半レ 〔申込み・問合せ〕株式会社千年
優良運転者表彰
ース＝午後２時半～６時
市場楽しく学ぶＩＴイベント事
市交通安全協会・筑後警察署
〔ところ〕キャナルシティ博多（福 務局・溝口（同法人内☎０９２・
岡市博多区）
５３３・８７３３）
▪表彰の種類
①福岡県警察本部長・福岡県交 〔対象〕小学生（今年４月１日時
点）
通安全協会長連名表彰
申し込みはこちら▼

10 21

22 12

28
（日）
（土）

▪全店 3 倍進呈セール
期間中に加盟店で買い物した人は、通常の 3 倍の
シールがもらえます。
〔期間〕3 月 4 日（水）まで
▪満点台紙で 5 倍進呈セール
期間中に満点台紙で買い物をした人は、通常の 5
倍のシールがもらえます。
〔期間〕3 月 5 日（木）～ 31 日（火）
▪Ｗチャンス
期間中に満点台紙で買い物をした人を対象に、抽
選で 200 人にシール 300 枚を進呈します。
〔期間〕3 月 31 日（火）まで
▪問合せ
同会協同組合（☎ 52-5055）
（月）

（金）

（火）

22

20

10

（土）

17

▼▼募

受付時間や支払方法な
〔
ところ〕市北部交流センター「チ
（一社）筑後市観光協会
ど、くわしくはこちら▼
クロス」拠点施設ホール２
市の観光コンセプト「恋のくに
〔対象〕市内に住んでいるまたは
県腎臓疾患患者福祉給付金
エリア駐車場入口広場
～ひと想うまち筑後～」
のロゴや、
市内の障害者施設を利用してい
（後期分）の支給について
日本犬展覧会
〔入場料〕無料
市ＰＲキャラクター「はね丸」を
る人
第１１７回福岡展
県南筑後保健福祉環境事務所
〔問合せ〕同会福岡支部・菰原（☎
あしらったオリジナルポロシャツ
※必ず保護者または支援者が同
公益社団法人日本犬保存会
０８０・３９９６・４２０６）
（半袖）を受注生産で販売します。
就労などのため、夜間に人工 伴。
名犬たちが、筑後広域公園に ※犬が好きな人、犬を飼ってみた
〔カラー〕白・紺・黒（一部ピンク）
・ 透析を受けている腎臓疾患患者 〔講師〕県障害者スポーツ協会指
一堂に会します。日本犬（主に柴 い人の相談も受け付けます。
赤（一部黒）の４色
に対して、昨年 月～今年３月 導員
犬、四国犬、紀州 犬）だけの展
〔素材〕綿・ポリエステル混紡
の通院に伴う交通費の一部を助成 〔参加費〕無料
〔サイズ〕ＸＳ・Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ・ します。
〔持ってくる物〕タオル、上履き 覧会です。
幼稚・幼犬組から成犬組まで、
ＸＸＬ
〔対象〕次の条件を全て満たす人 用シューズ、飲み物
第８回筑後市長杯争奪
〔 価 格 〕２，５００円（ た だし、 ▼１カ月間に５回以上、午後５時 ※動きやすい服装で参加してく 各クラスの審査は見応え満点で
グラウンド・ゴルフ交歓大会
す。
ＸＸＬは２，８００円。税込み） 以降に受けている▼身体障害者福 ださい。
市グラウンド・ゴルフ協会
〔申込み・問合せ〕４月 日 午 祉法に基づく手帳の交付を受け 〔申込み・問合せ〕３月８日 ま 〔とき〕３月 日 午前９時～午
〔とき〕３月 日 ▼受け付け＝
後３時までに同協会（☎４２２ ている▼自家用 車 を 使っている でに同会・深町（☎５８４６） 後２時
〔ところ〕県営筑後広域公園体験 午前８時から▼開会式＝午前８
場合、自宅から医療機関までの へ。

「恋のくにポロシャツ」を
販売します

（火）

（日）

このコーナーでは、各種団体のイベン
ト告知や参加者募集などの記事を掲載し
ています。市ホームページに掲載してい
る申込様式に必要事項を記入・入力して、
下記まで郵送・ファクス・電子メール・
直接持参してください。
【あて先】総務広報課「くらしの情報」係
（〒 833-8601〈住所不要〉☎ 65-7004
N52-5928Qsoumu@city.chikugo.
lg.jp)
10
（土）

ちっご名店会
買ってお得！
使ってお得な30日間
6 3

28

（日）
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くらしの
情報

18

（土）
日

20

15
17
（土）
（金）
（土）
（金）
（金）
（金）
10

（月）

（日）

０９４３１１９３
１５５８）へ。
※月曜日は休館。

10

みらいねっとフォーラム
２０２０

０９４３ 〔 試 験 日 〕４月 日 ～
の指定する１日
▪医科・歯科幹部
〔受付期限〕４月 日
〔試験日〕５月８日
▪幹部候補生
〔受付期限〕５月１日
（土）

N
11

県男女共同参画推進連絡会議

30

今こそ農業塾
第 期生
（土）

ＪＡふくおか八女
11

「女性の職業キャリアの現状」
という側面から、労働問題や女
性の貧困について考えるフォーラ
１

盆栽の基礎知識
県緑化センター

験▲▲

３㉓１３７８）へ。

〔申込み・問合せ〕３月 日 ま
でに同ＪＡ農業振興課（☎０９４

▼▼試

県立大牟田高等技術専門校
▪パソコン初級科

〔申込締め切り日〕３月 日
▪対象
就職希望者

（火）

（水）

23

職員募集

25

筑後市シルバー人材センター

11

（水）

13
10
（月）

27

（金）

▪問合せ
同校（☎㉜８７９５）

は各５人まで）
▪受講料
無料（ただし、教科書代など
が必要）

が必要）
〔試験日〕４月 日
▪問合せ
〔訓練期間〕５～ 月
同校（☎０９４４０３２０） 〔申込締め切り日〕３月 日
▪対象
就職希望者
訓練生（久留米校）
▪定員
各 人（ただし、託児希望者
県立久留米高等技術専門校

（月）

〔募集人員〕1 人
〔業務内容〕高齢者の就業機会の確保と提供に関する業務
など
〔採用予定日〕4 月 1 日（水）
〔給与〕日額 6,800 円（別途、通勤手当支給）
〔勤務日〕月～金曜日 7:15 ～ 16:00（祝日、年末年始を除
く）
〔試験日〕3 月 13 日（金）
〔試験内容〕面接
〔申込み・問合せ〕3 月 10 日（火）17:00 までに、市販の
履歴書に必要事項を自筆で書き、
直接または郵送で（公社）
筑後市シルバー人材センター（〒 833-0032 筑後市大字
野町 423 番地 2 ☎ 52-0722）へ。
※郵送の場合、3 月 11 日（水）必着。

11

19

（金）

23

▪受講料
無料（ただし、教科書代など

10

〔とき〕３月 日 午前９時半～
正午

10

18

〔試験日〕３月 日
〔訓練期間〕４～７月
〔定員〕 人
20

（木）

ムを開催します。
〔試験日〕５月９日 ・ 日
▪医療事務科１期（託児あり）
〔とき〕４月 日 ～ 月７日
〔 と き 〕３月 日 午 後 時 半 の土曜日午前９時～正午
▪一般曹候補生
〔試験日〕３月 日
～３時半
〔訓練期間〕４～７月初旬
※月１～２回開催。全 回。
〔受付期限〕５月 日
〔ところ〕クローバープラザ（春 〔ところ〕同ＪＡ就農支援センター 〔試験日〕５月 日
〔申込締め切り日〕３月 日
日市原町）
▪自衛官候補生
▪ＯＡ簿記初級・中級連続養成
（八女市平田）
〔内容〕講演会「女性の職業キャ 〔内 容〕野菜・果樹・花き・茶・ 〔受付〕年間を通じて実施
科１期（託児あり）
リアの現状～貧困の背景を考え 水稲などに関して、土づくりから 〔試験日〕受け付け時に伝えます
る～」
収穫までの栽培講習や現地研修 ▪試験会場・対象
い
〔講師〕小杉礼子さん（独立行政 のほか、お茶のおいしい淹れ方や
採用種目ごとに異なるため、く
法人労働政策研究・研修機構研 ご飯のおいしい炊き方などを学 わしくは同事務所へ問い合わせ
究顧問）
ぶ
てください。
〔受講料〕無料
〔講師〕同ＪＡ営農指導員、農業 ▪問合せ
〔問合せ〕
県男女共同参画センター 生産資材担当職員
同事務所（☎０９４３㉔５１９
「あすばる」
（☎０９２・５８４・３ 〔受講料〕１万３，２００円（資 ２）
７３９）
料
、
資
材
費
を
含
む
）
〔定員〕 人になり次第締め切り
訓練生（大牟田校）
（土）

（土）
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14

28

〔ところ〕同センター（久留米市
令和２年度
田主丸町）
自衛官等採用試験
〔定員〕 人になり次第締め切り
自衛隊八女地域事務所
〔受講料〕３，
０００円（実技あり）
〔申込み・問合せ〕開催日前日ま ▪予備自衛官補
でに、同センター管理事務所（☎ 〔受付期限〕４月 日
20

