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● 令和3年度  第49回  糟屋地区美術展  出品者募集
11月11日（木）～14日（日）・16日（火）10～17時
そぴあしんぐう（新宮町新宮東4-1-1）
部門／日本画・洋画・陶芸・工芸・彫刻・書・写真
出 品資格／糟屋地区内の文化協会会員並びに糟屋
地区内の居住者または、糟屋地区内への通勤・通
学者（中学校卒業以上）
出 品料／1点1,500円（篠栗町文化協会加入者は
500円を助成、20歳未満は無料）
※ 作品は出品者本人が制作したもので、サークル共
同出品はできません。公募展で未発表（未入選・未
入賞）のものに限ります。
※ 開催要項はクリエイト篠栗の窓口または文化協会
にあります。
 9月28日（火）までに文化協会に提出してください
（締切厳守）。
篠栗町文化協会　TEL 947-7173

　グラウンドゴルフコースを
無料開放します（スティック、
ボール貸し出しあり）。
 9月1日(水)・8日(水)・15日
(水)・22日(水)・29日(水)
　9～12時
※雨天時は中止
カブトの森公園　多目的グラウンド北面
カブトの森公園　TEL 948-1000

　篠栗町合併50周年記念体育館は、新型コロナウイ
ルスワクチン接種事業のため、利用中止期間を以下
のとおり延長します。
当初／9月30日(木)まで
変更後／令和4年2月28日(月)まで
※ 国のスケジュールにより、さらに期間を変更するこ
とがあります。
カブトの森公園　TEL 948-1000

庄区シャッフルボード大会[9月12日（日）予定]
大勢門球技大会[10月3日（日）予定]
津波黒グラウンドゴルフ大会[10月3日（日）予定]
尾仲運動会[10月10日（日）予定]
社会教育課（クリエイト篠栗）
　TEL 948-2222

　粕屋中南部休日診療所は、粕屋南部消防組合が
設置する公的医療施設です。粕屋医師会、粕屋歯科

医師会、粕屋薬剤師会との協定により、休日昼間の
初期医療を行っています。
※ 現在、感染防止対策として、診療所への入室を制
限しています。受診の際は事前に電話をお願いし
ます。
診 療日時／日曜日、国民の祝日、8月13日～15日、
12月30日～1月3日　9～17時
診 療科目／内科、小児科、歯科（内科、小児科は当番制）
粕屋中南部休日診療所　
　TEL 652-3119（久山町大字久原3168-1）

　もしものときのため、葬祭場を見学し「お葬式の費
用」など考えてみませんか。
9月13日（月）11時集合（1時間程度）
オアシス篠栗2階　社会福祉協議会に集合
篠栗町社会福祉協議会
　TEL 947-7581

　包丁や剪定ばさみなど、切れの悪くなった刃物を
お持ちください。
9月13日（月）
350円～
篠栗町シルバー人材センター

　　TEL 947-5199

　地域の子育てを応援したい60歳以上の人を対象
に、子育て支援に関する研修会が開催されます。
福岡会場
 10月22日（金）・25日（月）・27日（水）・28日（木）、
11月2日（火）・4日（木）・5日（金）
ふくふくプラザ（福岡市中央区荒戸3-3-39）
飯塚会場
 9月29日（水）、10月1日（金）・4日（月）・5日（火）・
12日（火）・14日（木）・20日（水）
 イイヅカコミュニティセンター（飯塚
市飯塚14-67）
 福岡県70歳現役応援センター内
　「ふくおか子育てマイスター」コーナー
　TEL 481-1312　FAX 623-5677

　放送大学では、10代から90代の幅広い世代の学
生が大学を卒業したい、学びを楽しみたいなどさま
ざまな目的で学んでいます。資料を配布しています
ので問い合わせください。
9月14日（火）締切

　心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学な
ど約300
放送大学福岡学習センター　TEL 585-3033

文化協会からのお知らせ

グラウンドゴルフ

合併50周年記念体育館の
利用中止期間を延長します

公民分館行事の中止

粕屋中南部休日診療所をご利用ください

篠栗町葬祭場（天空会館）見学会

刃物研ぎ

ふくおか子育てマイスター認定研修会

ふくおか子育て
マイスターHP

放送大学　10月入学生募集

授業科目

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や内容変更を行う場合があります。
マークの見方　  日時・期間　  会場　  費用　  申し込み　  問い合わせ

町HP
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※カッコ内は対象児童

＜たけのこ児童館＞
●たけのこキッズタイム
　9月14日（火）10時45分～受付
　10月5日（火）10時45分～受付
●みんなで遊ぼう（小学生）
　9月9日（木）16時～　
●避難訓練（全般）
　9月16日（木）時間未定
※ 9月6日（月）は児童館会議のため13時開館です。
TEL 947-7252

＜すぎのこ児童館＞
●すぎのこルーム
　9月22日（水）10時45分～受付
●避難訓練（全般）
　9月14日（火）時間未定
●みんなで遊ぼう(小学生)
　9月24日（金）16時～　

●9月12日（日）は児童館を開館します！
　日曜日一時預かり事業も実施しますのでぜひご
利用ください！

※9月2日（木）は児童館会議のため13時開館
TEL 947-6554

＜やまばと児童館＞
●やまばとぽっぽタイム
　9月17日（金）10時45分～受付

●みんなで遊ぼう(小学生)
　9月7日（火）16時～　
●避難訓練（全般）
　9月9日（木）時間未定
TEL 947-7047
　 児童館開館時間　10～17時（日・祝日、年末年始、
お盆期間などを除く）
※ 新型コロナウイルス感染症の影響
により、年齢によって利用可能時間
が異なりますので、町ホームページ
を確認の上、利用してください。

　篠栗おはなし会・英語絵本のおはなし会・おり
紙教室を、予約制で実施しています。
●篠栗おはなし会（毎月第3日曜日）
　9月19日（日）11～11時30分
●英語絵本のおはなし会（毎月第4日曜日）
　9月26日（日）11～11時30分
●おり紙教室（毎月第1土曜日）
　 9月は中止します。
　10月2日（土）11～11時30分
※9月15日から予約受付
 電話または来館のいずれかでお申し込みくださ
い（先着親子5組・キャンセル待ち2組）。当日開
催に空きがあれば参加できます。途中参加はで
きません。
　篠栗町立図書館　TEL 948-3333
　　

児童館イベント

●9月12日（日）は児童館を開館します！
　日曜日一時預かり事業も実施しますのでぜひご
利用ください！

図書館イベント
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栄養編／脂質異常症に関する講義
10月22日(金)10～11時
運動編／スロージョギング
11月7日(日)14～15時30分  
※「スロージョギング」は一般社団法人日本スロー
ジョギング協会の登録商標です。

オアシス篠栗
対象者／20歳以上75歳未満(各編、先着20人)
無料
 9月6日（月）から健康課に電話またはネット（ささ
ぐり健康情報サイト）で予約してください。
※ 参加者が10人に満たない場合や、感染症などの
影響で中止することがあります。
健康課（オアシス篠栗）　TEL 947-8888　

　口の衰えを感じることはありませんか？口の機能
は脳や全身のはたらきとも関係しています。しっかり
食べることでこの機能を維持していきましょう。この
教室は、口の機能を維持する食事の工夫について学
ぶ教室です。
10月14日(木)10～11時(受け付け9時45分～)
オアシス1階研修室
対象者／65歳以上(令和3年4月1日現在）
無料
 9月22日(水)～30日(木)に福祉課窓口または電
話でお申し込みください（先着15人）。
　 福祉課地域包括支援係　TEL 948-6650（役場
1階9番窓口）

　

　　　　いずれも無料、個人の秘密を厳守します。

　取り決めの方法や内容が知りたい、支払ってもらえ
ない、コロナ禍で支払いが困難になったなどのさまざ
まなお悩みを、ひとりで抱え込まずにご相談ください。
9月25日（土）10～16時
相談電話／フリーダイヤル 0120-567-301
主催／全国青年司法書士協議会

　20歳未満の子どもがいる家庭を対象に、子育ての
悩みや仕事、経済的な心配など家庭の困りごとにつ
いて相談を受け付けます。個人情報・秘密は守ります。
10月13日（水）10～17時
役場1階相談室
事前に電話で予約をお願いします。
　困りごと相談室　粕屋子ども支援オフィス 
　TEL 938-1205

9月15日（水）
篠栗町商工会　TEL 947-4141

　弁護士、司法書士、町相談員、町行政相談委員への
相談ができます（司法書士は9月14日、10月19日のみ）。
　弁護士、司法書士への相談は1枠30分間で事前予
約制（先着順）
●司法書士…登記・相続・借金問題など
● 町相談員…日常生活上の心配ごと解決のお手伝い
●行政相談委員…行政に関する困りごと
 9月14日（火）・28日（火）、10月19日（火）・26日（火）
10～12時
オアシス篠栗2階
篠栗町社会福祉協議会　TEL 947-7581

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の
間、補聴器相談を中止します。
　再開の目途が立ちましたら、改めてお知らせしま
す。ご理解・ご協力をお願いします。
福祉課障がい者支援係　
　TEL 947-1356　FAX 947-5641

　希望する人はまず電話を。
●就業支援／来所または出張（役場などで実施）
●養育費相談／電話相談（離婚協議中の人も可）

●無料弁護士相談／来所（各日先着4人）
9月1日（水）13～15時
　9月8日（水）・22日（水）18時30分～20時30分
　10月6日（水）13～15時
 ひとり親サポートセンター（春日市原町3-1-7
クローバープラザ内）　TEL 584-3931
　平日9～17時　毎週土曜、第1・第3日曜9～16時

　60歳以上の健康で意欲ある人を募集しています。
9月2日（木）・16日（木）、10月7日（木）10時～
篠栗町シルバー人材センター

　　TEL 947-5199

　ビジネス文書検定3級対策講習会
を開催します。詳しくはホームページ
をご覧ください。
 ひとり親サポートセンター（春日市
原町3-1-7 クローバープラザ内）
　TEL 584-3931
　平日9～17時　毎週土曜、第1・第3日曜9～16時

ヘルスアップ！講座

共通事項

おいしく元気教室
「食事で防ぐ！オーラルフレイル」

全国一斉　子どものための
養育費相談会

子どもに関する巡回相談

税の無料相談

心配ごと相談

補聴器相談は中止します

ひとり親相談

シルバー人材センター入会説明会

ひとり親の就労のための講習会

講習会

小学校区別犯罪発生状況（6月） 万引き1件（勢門校区）

ごみの量
（kg）

1日1人当たりの
ごみの量（ｇ） 前年比

燃えるごみ 596,480 633 -5%

燃えないごみ 24,330 26 -14%

缶・びん 21,390 23 -3%

ペットボトル 6,170 7 +5%

粗大ごみ・その他 23,110 24 -20%

合         計 671,480 713 -6%

町の交通事故 前年比 粕屋署管内の
交通事故 前年比

発生件数 58 -6 発生件数 629 -45

死 者 数 0 ±0 死 者 数 4 +4

傷 者 数 77 +3 傷 者 数 794 -79

篠栗町のごみの量（6月） 篠栗町の交通事故（1～6月）

（令和 3年 6月）

電話でお金の話は
詐欺です。
身近な人に相談するか、
警察に通報してください。

広告

　銃刀法が改正されて、クロスボウ（ボウガン）
の所持が禁止となります。不法に所持した場合
は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と
なります。
● クロスボウを持っている人は公安委員会の
許可を得てください。
● 処分したい場合、警察署で引き取りを行いま
す（クロスボウ、運転免許証などの身分証明
書を持参のこと）。
粕屋警察署
　生活安全課防犯係　
　TEL 939-0110

クロスボウが所持禁止になります！

　県内で防犯協会職員を装った不審電話が確
認されています。「個人情報が漏れているので
代わりに手続きを行う」「手続きには保証金が
必要だ」と電話があり、金銭を要求された人も
います。防犯協会からこのような電話をかける
ことはありません。

防犯協会職員を名乗った
ニセ電話詐欺に注意
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