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9月6日（日）～
カブトの森公園野球場ほか
1チーム1万5,000円
対象／町内企業または町内在住者で構成されるチーム
 スポーツ協会野球部　久芳（くば）（TEL 090-4988-
3965）に7月27日（月）までに電話申し込み
※7月28日（火）19時30分から監督会議を実施予定　
　（クリエイト篠栗2Ｆ会議室）

6月3日（水）、10日（水）、17日（水）、24日（水）、7月1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

開会／6月4日（木）10時～
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一般質問
は中止します。議会の傍聴もご遠慮いただきますようお
願いします。
議会事務局　TEL 947-1390
※町HPでインターネット中継を
　行っています

　経済的な理由により小・中学校への就学に支障をきた
すと認められる児童や生徒の保護者に対して、学用品費
や給食費など学校で必要な費用の一部を援助します。
6月1日（月）～30日（火）
対象／ 生活保護（教育扶助）に準ずる程度に経済的に

困っている世帯
※生活保護（教育扶助）世帯は対象外
※ 令和2年3月に新入学児童生徒入学準備金の事前受
給をした世帯は申請不要
学校教育課学校教育係　
　TEL 947-1360

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、６月１日より
予約開始予定の事業を下記のとおり延期・中止します。
・のびのびクッキング教室 7月9日（木）中止
・ヘルスアップ！講座（運動編） 7月29日（水）延期
・ヘルスアップ！講座（栄養編） 8月25日（火）延期
※新しい日程が決まり次第広報などでお知らせします。
※健康診断（6・7月分）は中止しています。
　9月以降の日程等は７月号広報でお知らせします。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、
次の事業を中止します。再開時はお知らせします。
（中止する事業）
・ 70歳以上75歳未満の住民を対象とした無料歯科健診
・妊産婦・乳児（1歳未満）歯科健診
・無料出張歯科講話
粕屋歯科医師会　TEL 712-1764

　募集対象団地、募集戸数等詳細については、募集案
内書を確認ください。
申し込み手数料不要
 6月29日（月）～7月7日（火）の期間に県住宅供給公
社などで募集案内書を受け取り申し込み。
※募集案内書は役場などでも配布。
県住宅供給公社県営住宅管理部　TEL 781-8029

　4月1日から改正健康増進法が全面施行となり、多くの
人が利用する全ての施設で①原則屋内禁煙②20歳未満
の人の喫煙エリアへの立入禁止③屋内での喫煙は喫煙
室限定④喫煙室には標識掲示を義務付けとなりました。
　ただし、経過措置の条件を満たした飲食店であれば、
届出と標識掲示により店内での喫煙が可能となります。
　条件内容・届出様式等は、県のホームページを確認ください。
県保健医療介護部健康増進課
県粕屋保健福祉事務所　
　TEL 939-1534（平日9～17時）
 

　急な病気やけがをしたときに、「今診察してもらえる
病院を教えてほしい」「これは救急車を呼んだ方がいい
のか」などと相談したい場合は、#7119などのサービス
を活用してください。
　粕屋南部消防組合消防本部では、令和元年中に
8,268人を搬送したうち、入院を必要としない軽症者の
搬送が3,460人（搬送人員全体の41.8％）でした。この
ままでは緊急を要する人への救急車の対応が遅れてし
まう可能性があります。皆さまのご理解・ご協力をよろ
しくお願いします。
粕屋南部消防組合消防本部　TEL 935-5111

　町の競争入札参加資格のない事業者の受注機会拡
大を目的とした登録制度です。
6月5日（金）～26日（金）

対象／ 町内在住者（法人は、町に法人町民税を納めて
いるもの）。

※ 篠栗町競争入札参加資格を持つ人は申請できません。
提出書類／ 町HPに掲載する書類に記入後窓口へ提出

してください。
有効期間／7月1日（水）～令和4年6月30日（木）
財政課契約係　TEL 947-1149

　10月に行われる国勢調査の調査員を募集しています。
国勢調査員の仕事内容
①調査員説明会に参加　　　
②担当している地域の確認　　
③調査についての説明と調査書類の配布　　
④調査票の回収　　
⑤調査票の整理と提出　　
報酬　4～7万円前後(事務量で前後)
期間　8月下旬～10月下旬ごろ
まちづくり課統計係 TEL 947-1201
　または町HPで確認してください。

　福岡県の緊急事態宣言が解除されたことに伴い、公共
交通機関の利用者数が増加しています。福岡市は市営地
下鉄・市営渡船ご利用時に「3密」を回避するために以下
の3つのお願いをしています。町民の皆さんにもご理解・
ご協力をお願いします。
1.マスクを必ず着用してください
2.緊急の場合を除き、地下鉄車内・渡船内での会話を
控えてください
3.混雑緩和のため、テレワークや時差出勤にご協力く
ださい

　一人ひとりが日常生活の中で「新しい生活様式」を心
がけていくことで、新型コロナウイルス感染症の拡大を
防ぐことができます。自分や大事な家族や友人、隣人の
命を守るため、みんなで取り組んでいきましょう。
国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が示し
た「新しい生活様式」の具体例(一部抜粋)
●会話は可能な限り真正面を避ける
●外出時、屋内、会話の際は、症状がなくてもマスクを
着用

●家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着
替える。シャワーを浴びる。

●手洗いは石けんで30秒程度かけて丁寧に行う
●感染が流行している地域への移動は控える
●発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモする
●毎朝、体温測定、健康チェック
●食事は横並びに座り、大皿を避けて料理は個々に
●買い物は、少人数ですいた時間に素早く
●冠婚葬祭は多人数の会食を避ける
●スポーツですれ違うときは距離をとる
●テレワーク、時差出勤の継続
　対面での打ち合わせは換気とマスク

篠栗町長杯争奪野球大会
参加チーム募集

グラウンドゴルフ

町議会6月定例会

中継

令和2年度就学援助費受給申請

申請について

健康課の講座を延期・中止します

粕屋歯科医師会の健診などは
休止します

ポイント方式県営住宅入居者募集

健康増進法の改正に伴う
小規模飲食店のたばこ対策

救急車の適正利用をお願いします

篠栗町小規模工事等参加事業者
登録申請の定期受付を行います

国勢調査　調査員を募集

国勢調査

公共交通機関ご利用時における
マスク着用徹底のお願い

新型コロナウイルスを想定した
「新しい生活様式」で生活を

厚生労働省
「新しい生活様式」

※町や外郭団体が主催・共催の事業を掲載しています。掲載内容は、中止や変更となる場合があります。

マークの見方　  日時・期間　  会場　  費用　  申し込み　  問い合わせ
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　東福岡年金事務所での年金相談や年金請求手続き
は、予約しておくと待ち時間がほとんどありません。ま
た、相談内容にあったスタッフが事前準備を行い相談
時間が短縮できます。
 相談希望日の1か月前から前日までに全国共通の予
約受付専用電話 TEL 0570-05-4890または東福岡
年金事務所 TEL 651-7967で予約。
東福岡年金事務所　TEL 651-7967

6月17日（水）
町商工会（TEL 947-4141）に事前予約

　弁護士・司法書士（6/9・7/7のみ）・町相談員・町行政
相談員への相談ができます。
● 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
● 行政相談員…行政に関する困りごと
6月9日（火）・23日（火）、7月7日（火）・21日（火）
　いずれも10～12時
オアシス篠栗2階
無料
町社会福祉協議会　TEL 947-7581

　希望する人はまず電話を。離婚協議中の人も可。
●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（先着順各日4人）
6月3日（水）13～15時
　6月10日（水）・24日（水）18時30分～20時30分
　7月1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・第1第3日曜９～16時

　10月試験の申込書配布を行います。
配布期間／6月1日（月）～7月3日（金）
配布場所／ 粕屋保健福祉事務所、県庁高齢者地域包

括ケア推進課、（公社）福岡県介護支援専門
員協会、役場福祉課高齢者支援係

※一人につき1冊

受験申込期間／6月4日（木）～7月3日（金）
　　　　　　　当日消印有効
試験日程／10月11日（日）
試験会場／①福岡大学（福岡市城南区七隈8-19-1）　
　②九州国際大学（北九州市八幡東区平野1-6-1）
（ 公社）福岡県介護支援専門員協会（福岡市博多区博
多駅南2-9-30）　TEL 431-4590

 

　60歳以上の健康で意欲ある人を募集しています。
6月4日（木）・18日（木）、7月2日（木）
TEL 947-5199年金相談や手続きの際はぜひ予約を

税の無料相談

心配ごと相談

ひとり親相談

介護支援専門員実務研修受講試験

シルバー人材センター入会説明会

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 603,360 618 7%
燃えないごみ 21,840 22 17%
缶・びん 20,100 21 7%
ペットボトル 4,690 5 19%
粗大ごみ・その他 39,470 40 35%
合         計 689,460 706 8%

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 38 ±0 発生件数 384 -19

死 者 数 0 ±0 死 者 数 0 -1

傷 者 数 45 -9 傷 者 数 509 -19

篠栗町のごみの量

小学校区別犯罪発生状況 万引き（勢門小校区）1件・自転車盗（篠栗小校区）1件

篠栗町の交通事故（1～3月）

混

（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（乳幼児）
●「避難訓練」（全般）
●「みんなで遊ぼう」（小学生）
●ティータイム（乳幼児）
TEL 947-7252

＜すぎのこ児童館＞
●すぎのこルーム（乳幼児）
●「ミニお話会」（小学生）

●ティータイム（乳幼児）
●「みんなで遊ぼう」（小学生）
●「避難訓練」（全般）
TEL 947-6554

＜やまばと児童館＞
●やまばとぽっぽタイム（乳幼児）
●「避難訓練」（全般）
●ティータイム（乳幼児）　
●「みんなで遊ぼう」（小学生）
TEL 947-7047
　

児童館イベント

広報ささぐりに広告を掲載しませんか？

詳しくは⬆
＜町HPのバナー広告も募集しています＞
■問い合わせ／町まちづくり課広報広聴係　TEL 947-1204　

お店のお知らせやイベント情報などにぜひ活用ください。
広告掲載基準など、詳細については取扱要綱などをご覧ください。

サイズ

※カレンダー面は令和3年4月号まで空きなし
46mm×119mm （中面）7,000円

金　額

（令和 2年 3月）

 町社会福祉協議会　TEL 947-7581

※予定していた6月の児童館イベントは、
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。

※6月の子育てサロンは中止します。

●コロナの影響でお金を要求する詐欺
　子や孫を名乗る人から「コロナにかかったかもし
れない」「コロナで会社が倒産して借金ができた」な
どとお金を要求する電話詐欺があったら

◆身に覚えのない話はきっぱり断る
◆不審な電話、メール、郵便は必ず家族
や警察に相談する（緊急時は110番）
◆個人情報は絶対に教えない

電話でお金はすべて詐欺、すぐに相談、110番

新型コロナウイルスに便乗した
詐欺に注意
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