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５月第２日曜日は母の日です
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Happy  Mother’s  Day
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5月26日（水）～30日（日）10～18時（最終日16時まで）
クリエイト篠栗　2階ギャラリー
無料
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）。
 5月12日（水）・19日（水）・
　26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

　テニスに興味がある人、やってみたい人。みんなで楽
しくテニスをしましょう。
 5月23日（日）～6月27日（日）の期間の日曜（10～12
時）、木曜（19～21時）
※ 雨天時の予備日は6月20日(日)・24日（木）・27日（日）
カブトの森公園　テニスコート
対象者／中学生以上
2,000円
準 備するもの／硬式用ラケット、運動靴、運動ができる
服装
カブトの森公園　TEL 948-1000

日程（予定）
開会／6月10日(木）　一般質問／6月14日(月）10時～
役場3階
傍聴席定数／60人
町HPでインターネット中継も行っています。
町議会事務局　TEL 947-1390

　スマートフォンの基本操作や仲間同士でのやりとりの
方法などを学びます。これからの地域づくり活動やボラン
ティア活動に新しいつながり方を取り入れてみませんか。
6月3日（木）・10日（木）・17日（木）10～12時
クリエイト篠栗　会議室
対 象者／スマホを使った仲間づくり・地域づくりに関心
がある人

500円（3回分）
 5月6日（木）から社会福祉協議会に電話でお申し込
みください（先着10人）。
篠栗町社会福祉協議会　TEL 947-7581

　企業や個人から提供された
食料品を、食料品を必要とす
る子育て世帯に渡します。常温
で保存可能なレトルト食品や
備蓄食材などの提供です。
5月25日（火）9～20時　
オアシス篠栗　1階視聴覚室
対 象者／町内在住のひとり親世帯、子育て中で収入が
不安定な世帯など
 5月6日（木）～21日（金）17時までに電話または社会
福祉協議会窓口でお申し込みください。
提供数／50世帯分程度
※ 提供日に来られない場合はご相談ください。
※当日は乳幼児の衣類などのおゆずり会も開催します。
篠栗町社会福祉協議会　TEL 947-7581

　子育て中で食料品を必要としている世帯に提供しま
す。施設などで備蓄している食料品も受け付けます。
5月6日（木）～5月21日（金）平日8時30分～17時
オアシス篠栗2階　社会福祉協議会
寄 付を受け付ける食料品／常温保存できるもの、未開
封のもの、賞味期限が令和3年6月26日以降のもの
（お米、パスタ、乾麺、缶詰、レトルト食品、のり、ふり
かけ、粉ミルク、離乳食、調味料、菓子類、飲料など）
注 意／次の食料品は受け取りできません：賞味期限の
記載がないもの、開封済みのもの、冷蔵が必要な生
鮮食料品、アルコール
篠栗町社会福祉協議会　TEL 947-7581

　まかせて会員になるには全日程の受講が必要です。
おねがい会員は1回以上（原則1回目の「地域と子育
て」）受講してください。
 (1)6月19日（土）10～12時　地域と子育て　（2）6月
21日（月）10～12時　子どもの身体と健康　（3）6月
28日（月）10～12時　楽しい絵本の読み聞かせ
　（4）7月1日（木）10～12時　子どもの安全と事故
　 (5)7月3日（土）13～16時　相互援助とは（15～16時
交流会　会員証交付）
オアシス篠栗
無料
 6月16日（水）までに電話で申し込み。先着30人（託児
は子ども10人まで要件あり）。
 広域ファミリーサポートセンター（篠栗町社会福祉協
議会）　TEL 947-7581

　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。
5月28日（金）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

　加齢などさまざまな要因により、以前より聞こえにく
くなったり聴力を失った方とコミュニケーションする方
法（要約筆記）を学びます。聞こえに不自由を感じてい
る人もどうぞご参加ください。
6月14日（月）14～16時
オアシス篠栗1階研修室
対象／町内在住者
300円
 5月6日（木）から社会福祉協議会に電話でお申し込
みください（先着20人）。
※手話通訳が必要な人は申込時にお知らせください。
篠栗町社会福祉協議会　TEL 947-7581
 

　先の大戦における戦没者を追悼し、平和を祈念する
ため、慰霊巡拝団員を募集します。
巡 拝予定地域と実施予定時期／
　イルクーツク州・ブリヤート共和国　
　　　　　　　9月13日（月）～24日（金）
　ミャンマー　11月11日（木）～19日（金）
　フィリピン　令和4年2月17日（木）～24日（木）　ほか
対 象者／上記の地域における戦没者の遺族。配偶者
（再婚した人を除く）、父母、子、兄弟姉妹、参加遺族
（子・兄弟姉妹）の配偶者、戦没者の孫、甥姪。
 実施予定時期の4～5ヶ月前に申し込み。詳しくはお
問い合わせください。
県福祉労働部保護・援護課
　TEL 643-3301

　町内で各携帯電話事業者が新しい電波（700MHz
帯）を随時、利用開始しています。5月13日（木）に試験
電波を発射することでご家庭のテレビ映像に影響が出
た場合、700MHz利用推進協会が無償で工事を実施し
ます。なお、該当地域にはチラシを配布しています。
700MHzテレビ受信障害対策コールセンター　
　 フリーダイヤル 0120-700-012、IP電話からは　
050-3786-0700（年中無休9～22時）

　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。
5月10日（月）
350円～
篠栗町シルバー人材センター　TEL 947-5199

　計量法に基づく定期検査です。はかりを取引・証
明に使用している人は、必ず受検してください。
6月1日（火）10～12時、13～15時
クリエイト篠栗
（一社）福岡県計量協会　TEL 939-2945

篠栗陶芸クラブ展

グラウンドゴルフ

硬式テニス初心者教室参加者募集

町議会6月定例会

スマホでつながりづくり講座開催

子育て世帯への
「フードサポート」を行います

子どもたちのため食料品をご寄付ください

令和3年度第1回篠栗町・
久山町広域ファミリーサポートセンター

講習会

篠栗町葬祭場（天空会館）見学会

聞こえのサポーター講座を開催

令和3年度厚生労働省慰霊巡拝

テレビ受信障害対策を行っています

刃物研ぎ

はかりの定期検査を行ないます

※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

※カッコ内は対象児童

＜たけのこ児童館＞
●みんなで遊ぼう（小学生）
　5月6日(木)16時～
●たけのこキッズタイム
　5月11日(火)・25日（火）10時45分～
●避難訓練（全般）
　5月13日(木)時間未定
※5月10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）
　5月11日(火)時間未定
●すぎのこルーム
　5月12日（水）・19日（水）、6月2日（水）10時45分～
●みんなで遊ぼう(小学生)
　5月28日(金)16時～
※ 5月6日（木）、6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）
　5月13日(木)時間未定
●やまばとぽっぽタイム
　5月21日（金）・28日（金）10時45分～
●みんなで遊ぼう(小学生)
　5月25日（火）15時～
※5月13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

5月8日（土）に開催を予定していた
「じどうかんフェスタ」は新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため延期します。
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6月9日（水）・10日（木）の2日間
 粕屋南部消防組合消防本部4階研修室（志免町大字
田富170）
対 象者／管内（志免町・宇美町・須恵町・粕屋町・篠栗町・
久山町）在住または在勤者
5,000円（テキスト代含む）
 必要書類などを予防課指導係に確認の上、5月17日
（月）～6月3日（木）（平日8時30分～17時）に申し込
み。先着30人。
粕屋南部消防組合消防本部予防課指導係
　TEL 935-6389

　新米パパとママのための教室です。これから迎える出
産や育児に向けて、夫婦で楽しく学べます。内容は開業
助産師による出産の話や夫婦で行うリラックス法です。
6月13日(日)
対面参加型（5組）：14～15時45分（もく浴実習あり）
配信型（10組）：14～15時15分（Zoom配信）
※どちらかを選択
対象者／初産婦とその夫
 5月17日（月）9時から、電話またはネットで予約（ただ
し配信型はネット予約のみ）。先着順。
電 話予約：健康課（オアシス篠栗）　
　TEL 947-8888（予約受付は平日9～17時）　
ネット予約：ささぐり健康情報サイト
　『ぐりなび』
健康課（オアシス篠栗）　TEL 947-8888

　認知症予防・体力低下予防を目的としたエクササイ
ズです。運動が苦手な人でも気軽に参加できます。楽し
みながら脳を鍛え、物忘れ予防にもつながる教室です。
6～12月　毎週水曜日　14～15時(全24回）
クリエイト篠栗
対象者／65歳以上(令和3年4月1日現在）
無料
 5月6日（木）～20日（木）の期間、役場福祉課窓口ま
たは電話でお申し込みください（先着16人）。
※ 電話で申し込みをした人も簡単な面談を行いますの
で、後日福祉課窓口にお越しください。
福祉課地域包括支援係　
　TEL 948-6650（役場1階9番窓口）

　ケアトランポリン（手すりや保護パッドの付いたトラ
ンポリン）を使った運動教室です。全身の筋肉やバラン
ス力、脳機能の向上に取り組んでいきます。
6～11月　毎週木曜　10～11時30分（全22回）
クリエイト篠栗
対象者／65歳以上(令和3年4月1日現在）
無料
 5月10日（月）～21日（金）の期間、役場福祉課窓口ま
たは電話でお申し込みください（先着16人）。
※ 電話で申し込みをした人も簡単な面談を行いますの
で、後日福祉課窓口にお越しください。

福祉課地域包括支援係　
　TEL 948-6650（役場1階9番窓口）

　

5月19日（水）
篠栗町商工会　TEL 947-4141

　家庭内の悩みごとや隣近所とのトラブル、いじめや差
別など、人権擁護委員が相談に応じます。秘密は固く守
られますので、気軽にご相談ください。
6月2日（水）13～ 16 時（受け付け15時30分まで）
オアシス篠栗2階
無料
福祉課福祉係　TEL 947-1331

　精神保健福祉士による「こころの健康相談会」を県が
開催します。（先着順。事前予約可）
6月16日（水）14～16時（相談時間は30分程度）
オアシス篠栗1階
無料
福岡県精神保健福祉センター　TEL 582-7500

　弁護士、司法書士（5月11日、6月8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
5月11日（火）・25日（火）、6月8日（火）・22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（各日先着4人）
5月12日（水）13～15時
　5月19日（水）・26日（水）18時30分～20時30分
　6月2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

5月13日（木）・27日（木）10時30分～12時
オアシス篠栗2階
福祉課障がい者支援係　
　TEL 947-1356、FAX 947-5641

　60歳以上の健康で意欲ある人を募集しています。
5月6日（木）・20日（木）、6月3日（木）　いずれも10時～
篠栗町シルバー人材センター　TEL 947-5199

　医療事務、パソコンExcel検定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

　和をモットーにしながら、趣味で水墨画を描いていま
す。墨に魅せられ、絵画では表現しきれない日本の美を
墨に託しています。この機会にぜひご覧ください。
 5月16日（日）～30日（日）10～16時30分（30日は
12時まで、月曜休）
 須恵町立美術センター久我記念館（須恵町大字須恵
77-1）　TEL 932-4987
無料
 クリエイト篠栗サークル活動　水墨画「竹」代表
　藤 郁子  TEL 947-3553

令和3年度第1回甲種防火管理新規講習

パパママ学級参加者募集

ぐりなび

体と脳を活性化！『コグニサイズ』
受講生募集

ケアトランポリン受講生募集

税の無料相談

人権相談

こころの健康相談会

心配ごと相談

ひとり親相談

補聴器相談

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

このコーナーは町内団体からのお知らせを掲載しています。
掲載を希望する団体は、まちづくり課(TEL 947-1204)に
お問い合わせください。

水墨画展

小学校区別犯罪発生状況（2月） 0件

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 493,500 560 +2%
燃えないごみ 22,270 25 +8%
缶・びん 20,400 23 +1%
ペットボトル 4,560 5 ±0%
粗大ごみ・その他 16,210 18 -4%
合         計 556,940 631 +2%

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 21 -3 発生件数 207 -53

死 者 数 0 ±0 死 者 数 1 +1

傷 者 数 28 +2 傷 者 数 260 -84

篠栗町のごみの量（2月） 篠栗町の交通事故（1～2月）

（令和 3年 2月）

広告

15



広報ささぐり 令和3年5月号16


