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城戸順子さんが

「厚生労働大臣

特別表彰」を受賞

福岡工業大学と

包括連携協定を

締結

お見事！

「篠栗八十八ヶ
所すごろく」

　町は、地域社会の発展、人材育成及び学術の振興に寄与す
ることを目的として、福岡工業大学と8月7日に包括連携協定
を結びました。

　町として初となる大学との包括連携協定締結により、介護予
防事業の更なる改善を進めていくとともに、様々な分野におけ
る課題解決に向けた取り組みを進めていきます。

　城戸 順子さん（尾仲区）が「厚生労働大臣特別表彰」を受賞し、
7月13日に役場で伝達式が行われました。この受賞は、城戸さん
が6期18年にわたり、民生委員・児童委員として地域福祉の推
進に尽力した功績がみとめられたものです。

町の魅力や八十八ヶ所霊場の特徴が盛り込まれたすごろく西日本新聞の中野慧記者とともに役場を訪れた梅野さん（右）

地域への
長年の貢献に
感謝します

町から感謝状を
お渡ししました

主に次の分野について連携を行います。
●環境の保全及び防災・防犯対策の推進に関すること
●地域活性化及びまちづくりに関すること
●教育、文化及びスポーツの振興に関すること
●人材の育成や交流に関すること
●地域福祉に関すること
●その他、両者が必要と認める事項

き ど より こ

　まだまだ元気です。篠栗町が大好きです。これからも声
をかけあう毎日を大切にしていきます。今まで助けていた
だいた皆さまに深く感謝しつつ、これからも精進してまい
ります。

城戸さんの話

　今泉 正敏さん（粕屋農業協同組合 代表理事組合長、元篠栗町議会議長）
から寄付をいただきました。
　温かいお心遣いを誠にありがとうございました。

コマやサイコロにも
こだわっています

ご寄付ありがとうござい
ました

　梅野響己さん（篠栗中１年生、西日本新聞
子ども記者）が考案した「篠栗八十八ヶ所す
ごろく」が6月23日の西日本新聞に「ベストす
ごろく大賞」として掲載されました。梅野さん
は7月31日に役場を訪れ、すごろくをPR。「以

前学校で地域について学んだことを生かし、
細かいところまでこだわって作りました。ぜ
ひ、たくさんの人に遊んでほしいです」と話し
ていました。町では現在、このすごろくを形に
できるよう企画中です。

福岡工業大学　下村 輝夫学長（左）
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　季節に合わせたフラワーアレンジメントを学び、
楽しく技術やセンスを磨きましょう。部屋の雰囲
気作りにもぴったりの講座です。
10月8日（木）・22日（木）
　11月12日（木）・26日（木）
　12月10日（木）・24日（木）
　10～12時（全6回）
クリエイト篠栗2階美術室
対象／ 18歳以上（高校生不可）の町内在住または

在勤者（定員10人）
 受講料3,000円（全6回分）、別に材料代として
各回2,000円
 電話、ハガキ、直接来館のいずれかの方法で9月
18日（金）17時までに社会教育課へ申し込み。
ハガキの場合は住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を明記して「〒811-2417 篠栗町中央
1-9-1 クリエイト篠栗」に送付。
※ ファクス、E-mailでの申し込みは受け付けでき
ません。
※ 申し込みが募集人数を超えた場合は抽選。申し
込みが少数の場合は、講座を実施しないことが
あります。
社会教育課（クリエイト篠栗）　

　　TEL 948-2222

　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2日（水）・9日（水）・
　16日（水）・30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

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の
イベントは中止とします。皆さまのご理解・ご協力
をお願いします。
●下水道展（毎年9月開催）
●篠栗町文化祭（毎年10月開催）
●ささリンピック（毎年11月開催）
※ その他の事業についても、中止や内容変更
となる場合があります。最新情報は町HPや
Facebookをご覧ください。実施が不明な場合
は、担当課などにお問い合わせください。

9月13日（日） 庄区シャッフルボード大会
9月22日（火・祝）　萩尾区運動会
10月4日（日）  乙犬区運動会、津波黒区グラ

ウンドゴルフ大会
●変更
10月4日（日）　田中区軽スポーツ大会　
→11月29日（日）に変更します。
社会教育課（クリエイト篠栗）　TEL 948-2222

　各区の掲示板でお知らせしていた、篠栗町ボラ
ンティア連絡協議会による手作り金婚式（開催予
定日：10月３日）は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため今年度の開催を中止します。
篠栗町社会福祉協議会ボランティアセンター
　TEL 947-7581

　運動編と栄養編の
講座を行います。どち
らか1つ、または両方
の受講が可能です。希
望する人はお申し込
みください。

●運動編
　にこにこペースでスロージョギング
　スロージョギングの方法を一緒に実践しなが
ら学ぶ教室です。スロージョギングはウォーキン
グに比べ、エネルギー消費が約2倍！内臓脂肪も
減少し生活習慣病の予防に効果的です。
11月10日（火）10～12時
篠栗町50周年記念体育館
※ 健康カレンダー（25ページ）に記載した日時・場
所から変更しています。
●栄養編　 おいしく節塩
　　　　　～だし汁の旨みで美味しさプラス～
　明日からでも実践可能な節塩の
コツを、管理栄養士がお話します。
だし・柑橘類・香辛料を上手に使
うことで、おいしく食べることがで
きます。高血圧などの生活習慣病
発症のリスクを軽減しましょう。
10月28日（水）10～11時
オアシス篠栗
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、調理
実習はありません（講義のみ）。

＜運動編・栄養編　共通＞
対象／ 20歳以上で健康づくりに興味のある人
　　　（75歳未満）定員各20人
無料
 9月1日（火）から電話またはモバイル（ぐりな
び）で健康課に申し込み。定員に達し次第締め
切ります。
※ 参加者が10人に満たない場合や新型コロナウ
イルス感染症などの影響で中止することがあり
ます。
※ 6月広報で延期をお知らせしていた「ヘルスアッ
プ！講座（7月29日運動編・8月25日栄養編）」は
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し
ます。ご理解をよろしくお願いします。
健康課（オアシス篠栗）　TEL 947-8888

　国道201号八木山バイパスの4車線化工事に伴
い、夜間通行止めを行います。
　通行止め期間中に飯塚方面に向かう際は、国
道201号八木山バイパスか八木山峠に迂回をお
願いします。
通行止め路線
　県道435号　内住篠栗線全線
　（ 国道201号八木山峠二瀬川交差点から県道
飯塚大野城線交差部まで全線）
9月7日（月）～10月16日（金）のうち30日程度
　22～6時
 NEXCO西日本　北九州高速道路事務所 
　北九州工事区　TEL 093-618-3695

　季節に合わせたフラワーアレンジメントを学び、
楽しく技術やセンスを磨きましょう。部屋の雰囲
気作りにもぴったりの講座です。
10月8日（木）・22日（木）
　11月12日（木）・26日（木）
　12月10日（木）・24日（木）
　10～12時（全6回）
クリエイト篠栗2階美術室
対象／18歳以上（高校生不可）の町内在住または

在勤者（定員10人）
 受講料3,000円（全6回分）、別に材料代として
各回2,000円
 電話、ハガキ、直接来館のいずれかの方法で9月
18日（金）17時までに社会教育課へ申し込み。
ハガキの場合は住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を明記して「〒811-2417 篠栗町中央
1-9-1クリエイト篠栗」に送付。
※ ファクス、E-mailでの申し込みは受け付けでき
ません。
※ 申し込みが募集人数を超えた場合は抽選。申し
込みが少数の場合は、講座を実施しないことが
あります。
社会教育課（クリエイト篠栗）　

　　TEL 948-2222

秋の季節を感じる
フラワーアレンジメント講座

グラウンドゴルフ

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の
イベントは中止とします。皆さまのご理解・ご協力
をお願いします。
●下水道展（毎年9月開催）
●篠栗町文化祭（毎年10月開催）
●ささリンピック（毎年11月開催）
※ その他の事業についても、中止や内容変更
となる場合があります。最新情報は町HPや
Facebookをご覧ください。実施が不明な場合
は、担当課などにお問い合わせください。

中止する町のイベント

9月13日（日） 庄区シャッフルボード大会
9月22日（火・祝）　萩尾区運動会
10月4日（日）  乙犬区運動会、津波黒区グラ

ウンドゴルフ大会
●変更
10月4日（日）　田中区軽スポーツ大会
→11月29日（日）に変更します。
社会教育課（クリエイト篠栗）　TEL 948-2222

公民分館行事の中止

　各区の掲示板でお知らせしていた、篠栗町ボラ
ンティア連絡協議会による手作り金婚式（開催予
定日：10月３日）は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため今年度の開催を中止します。
篠栗町社会福祉協議会ボランティアセンター
　TEL 947-7581

令和2年度篠栗町ボランティア
連絡協議会主催「金婚式」中止

ヘルスアップ！講座
県道435号の夜間通行止め

※町や県、外郭団体が主催・共催の事業を掲載しています。
　なお、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

　乳幼児向け教室は各児童館、定員5組程度と
します。詳細は各児童館にお尋ねください。
　なお、ティータイムは当面の間、中止します。
※ 乳幼児向け教室についての問い合わせは、10
～14時の間にお願いします。
※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）
　9月8日（火）・15日（火）10時45分～
●みんなで遊ぼう（小学生）
　9月18日（金）16時～
●避難訓練（全般）
　9月25日（金）時間未定
※9月7日（月）は児童館会議のため13時開館
TEL 947-7252

＜すぎのこ児童館＞
●避難訓練（全般）
　9月1日（火）時間未定
●すぎのこルーム（乳幼児）
　9月2日（水）・9日（水）10時45分～
●みんなで遊ぼう(小学生)
　9月18日（金）16時～
※9月3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＞
●避難訓練（全般）
　9月10日（木）時間未定
●わんぱく広場（小学生）
　9月15日（火）16時～ 
●やまばとぽっぽタイム（乳幼児）
　9月18日（金）・25日（金）10時45分～
※9月10日（木）は児童館会議のため13時開館
TEL 947-7047

児童館イベント

たけのこ児童館への
寄贈ありがとうございました。

寺田　悠真さま
　乙犬区

幼児絵本多数
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　応急手当普及員は、
主に事業所または防
災組織などで、心肺
蘇生をはじめとした
応急手当の指導を行
います。
　1人でも多くの人が
応急手当の方法を知っていれば、より多くの命を
救うことができます。あなたも応急手当の普及啓
発活動を行ってみませんか。
11月6日(金)・7日(土)・8日（日）
　9～18時（各日8時間、計24時間）
 中部消防署4階大研修室
　（粕屋町大字上大隈55番地の1）
3,740円（テキスト代）
対象／ 粕屋南部消防本部管内（志免・宇美・須恵・

粕屋・篠栗・久山各町）に在住または在勤
者。定員30人。

 南部・中部消防署に申込書がありますので必要
事項を記載し提出してください。
 中部消防署　TEL 938-3216

　　南部消防署　TEL 935-5107

　「排水管高圧洗浄キャンペーン」のチラシが町
内各地区で配布されていますが、町とは関係がな
いものです。
　排水設備は個人（使用者）で維持、管理していた
だくものです。業者への点検・清掃の依頼は必要
に応じて自身でご判断ください。費用も個人負担
となりますので、複数事業者から見積りを取るな
ど、事前に費用や内容を確認した上で依頼するこ
とをおすすめします。
※ 格安料金と記載されていても1か所あたりの金
額であるなど、実際にかかる金額がわかりづら
いことがあります。
※ 料金に関することや、官公庁との関係性がない
などの重要事項が小さい文字で記載されてい
ることがあります。
上下水道課総務係　TEL 947-1256

　町では来年1月
10日(日)に令和3
年篠栗町成人式を
行う予定です。企
画・準備、成人式当
日の運営などを行うスタッフを募集します。一緒
に新成人を祝いましょう。
10月ごろから実施

対象／ 18～30歳くらいまでのアイデア豊富な人・
友だち同士で何かを作ってみたい人・イベ
ントの企画が好きな人など

 電話または直接来館のいずれかで10月16日
（金）までに社会教育課へ申し込み。
※ ファクス、E-mailでの申し込みは受け付けでき
ません。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、式の
詳細に変更が生じる場合があります。
社会教育課社会教育係（クリエイト篠栗）　

　　TEL 948-2222

　鉄道に関する事故は、一歩間違えれば脱線事
故や感電事故など、大惨事を引き起こす可能性が
あります。建物の建設・解体や、庭木や山林の木の
伐採など、線路に近接した作業を行う場合は、事
前にＪＲ九州へご相談ください。工事の影響によ
り当社に損害が発生すれば、賠償請求をする場合
があります。

ＪＲ九州 筑豊篠栗鉄道事業部　
　TEL 0949-22-0520

　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29日（火）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

募集住宅
　県内に所在する県営住宅（詳細は募集案内書
をご覧ください）
募集案内書配布期間・申込受付期間
　9月7日（月）～15日（火）
募集案内書配布場所
　県庁及び役場など 
県住宅供給公社県営住宅管理部
　TEL 781-8029

　特定の国の出身者であることやその子孫である
ことのみを理由に、日本社会から追い出そうとし
たり危害を加えようとしたりするなどの一方的な

内容の言動「ヘイトスピーチ」は、見聞きした人に
対する悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるもの
で、決してあってはならないものです。民族や国籍
を超え、互いの人権を尊重し合う社会をともに築
きましょう。
　ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する
問題でお悩みの人はご相談ください。
福岡法務局  みんなの人権110番　
　TEL 0570-003-110（ナビダイヤル）

　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14日（月）
350円～
篠栗町シルバー人材センター　
　TEL 947-5199

　胃内視鏡検診を10月から開始します。検診に
は受診券が必要です。電話で受診券発行手続き
ができますので、希望する人は健康課へお問い合
わせください。受診券発行手続きは9月14日（月）
から開始します。
対象者／50歳以上の偶数年齢
　　　　（年齢基準日：令和3年3月31日）
10月1日（木）～令和3年1月末日
粕屋管内指定医療機関
自己負担3,000円
※ 年度内に、町が行う集団健診のうち胃がん検診
を受診した人は対象外です。重複して受診した
場合、後に受けた分は全額自己負担となります
のでご注意ください。
健康課（オアシス篠栗）　TEL 947-8888

　県が配信するふくおか健康ポイントアプリで楽
しく健康づくりしませんか？歩数カウントや、体
重、血圧、健（検）診受診などを記録すればポイン
トが貯まり、協力店でサービスを受けたり、抽選
で素敵な賞品がもらえたりとお得です。
※特典協力店も募集中です。
福岡県保健医療介護部健康増進課
　TEL 643-3269

応急手当普及員講習会

排水管高圧洗浄
キャンペーンチラシにご注意

令和3年成人式ボランティア
スタッフ大募集！

鉄道近接工事の際は事前連絡を

篠栗町葬祭場（天空会館）見学会

県営住宅入居者募集（第3回）

ヘイトスピーチをなくしましょう！

刃物研ぎ

胃内視鏡検診が始まります

スマホアプリで楽しく健康づくり

ふくおか健康
ポイントアプリ

※町や県、外郭団体が主催・共催の事業を掲載しています。
　なお、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

広告
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混

9月16日（水）
篠栗町商工会（TEL 947-4141）に事前予約

　弁護士、司法書士（9月8日、10月13日のみ）、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
9月8日（火）・29日(火)
　10月13日（火）・27日（火）
　いずれも10～12時
オアシス篠栗2階
無料
篠栗町社会福祉協議会　TEL 947-7581

　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（先着順各日4人）
9月2日（水）13～15時
　9月9日（水）・23日(水）18時30分～20時30分
　10月7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

9月10日（木）・24日（木）10時30分～12時
オアシス篠栗2階  社会福祉協議会横相談室
福祉課障がい者支援係　
　TEL 947-1356、FAX 947-5641

　仕事に対して
ブランクの長い
人、一歩進めな
い人は一度ご
相談ください。
公認心理士、精
神保健福祉士、
キャリアコンサルタントによる個別相談、就労に
関するセミナーや交流会、家族セミナーを実施し
ています。

対象／15～49歳の無業期間中の人
 福岡若者サポートステーション　
　TEL 739-3405、FAX 739-3408

　60歳以上の健康で意欲ある人を募集しています。
9月3日（木）・17日（木）、10月1日（木）
　いずれも10時～
篠栗町シルバー人材センター　TEL 947-5199

　調剤薬局事務の講習会を開催します。詳しくは
HP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

税の無料相談

心配ごと相談

ひとり親相談

補聴器相談

49歳までのお仕事相談

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

（令和 2年 6月）

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 632,390 669 17%
燃えないごみ 28,360 30 19%
缶・びん 22,250 24 -3%
ペットボトル 5,890 6 6%
粗大ごみ・その他 29,160 31 15%

合         計 718,050 760 16%

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 64 -10 発生件数 674 -137

死 者 数 0 ±0 死 者 数 0 -2

傷 者 数 74 -30 傷 者 数 873 -204

篠栗町のごみの量（6月）

万引き（勢門校区）1件、自転車盗（篠栗校区）3件

篠栗町の交通事故（1～6月）

小学校区別犯罪発生状況（6月）

広告

　被災者支援の募金を装って金銭をだまし
とる義援金詐欺や、被災者を支援したいとい
う気持ちに付け込んだ便乗商法と思われる
事案が過去に発生しています。
　すべてが詐欺や悪質商法とは限りません
が、個別に義援金などを求められた場合は注
意が必要です。
少しでも不安に感じたら、警察署、交番、消費
生活センターなどに相談してください。
粕屋警察署　TEL 939-0110
篠栗交番　TEL 947-0110
消費者ホットライン　TEL（局番なし）188

災害に便乗した
詐欺・悪質商法に注意

◆夜間や暗い道を徒歩や自転車で通るとき
◆エスカレーターや階段を利用するとき
◆買い物中や商品を選んだりするとき
◆ 電車、バス、エレベーター、トイレの中は特
に警戒心を持ちましょう。
※ 電車などでの居眠りはチカンや盗撮のほ
か所持品を盗まれることもあり、
　一層危険です。
　 被害にあいそう
なとき、万一被害
にあったときは
すぐ110番

チカン・盗撮に要注意

15



広報ささぐり 令和2年9月号16


