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広報ささぐり 令和3年7月号

　うつりゆく篠栗の四季と風景・寺院・祭事・物産な
ど篠栗の特色を感じさせる1枚を募集しています。
7月31日（土）まで
　詳しくは篠栗町観光協会へ問い合わせください。
篠栗町観光協会　TEL 947-1880

●親子陶芸教室
　夏休みの思い出に、ステキな陶芸作品を作って親
子で楽しみましょう。
8月1日（日）午前の部  10～12時
　　　　　　午後の部  13時30分～15時30分
クリエイト篠栗美術室
対 象者／町内小学生とその保護者（午前、午後先着
各6組）
1,500円（1組）
●大人の陶芸講座
　講師指導のもと、土をこねて形をつくり、釉薬を塗
る作業も行います。土に触れることで心が安らぎ、リ
ラックス効果もあります。思い思いに作品づくりを楽
しみましょう。
 8月5日（木）・19日（木）、9月2日（木）・16日（木）・
30日（木）、10月7日（木）（全6回）10～12時
クリエイト篠栗美術室
対 象者／18歳以上で、町内在住または在勤者（先着
12人）
3,000円（別に材料代として各回1,000円必要）
（共通）
　7月16日（金）〈消印有効〉までに、電話、はがき、直
接来館のいずれかで申し込み。はがきの場合は①
住所②氏名（ふりがな）③年齢④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。※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。
　クリエイト篠栗　TEL 948-2222　

 　広報ささぐり6月号に掲載した、7月4日（日）開催
予定の文協まつり（舞台）は、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため延期します。
篠栗町文化協会　TEL 947-7173

　7月4日（日）実施予定の山王区球技大会は中止し
ます。　
社会教育課（クリエイト篠栗）　TEL 948-2222

　今年度の町民プールは、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため休場します。ご理解とご協力をよろ
しくお願いします。
※ 勢門幼児プールは令和2年度に閉場しました。長
年のご利用、ありがとうございました。
カブトの森公園　TEL 948-1000

　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）。
 7月7日（水）・14日（水）・21日（水）・28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

　学校の予習復習など基礎的な学習や、日常生活に
おける学習習慣を身に着けるための教室です。大学
生や社会人の支援員が支援します。
対象者／町内在住の小学4年生～中学3年生
実施期間／毎週土曜14～16時（令和4年3月まで）
クリエイト篠栗　※送迎はありません。
募集定員／各教室10人程度
無料
株式会社トライグループ行政事業部（福岡）
　TEL 751-9711

　応急手当普及員の役割は、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
指導を行うことです。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。
8月20日(金)・21日(土)・22日（日）9～18時
 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）
　詳しくはお問い合わせください。
中部消防署　TEL 938-3216
　南部消防署　TEL 935-5107

　日本赤十字社では、広域で多発する災害に対する
救護活動、ボランティアの育成、救急法をはじめとし
た各種講習、献血推進、地域医療の提供など、数々の
事業活動を実施しています。　　　　　
　日本赤十字社が行う災害救護や国際活動など
様々な人道的活動を実施していくための活動資金
は、赤十字の理念に賛同する一般の皆さんや法人な
どから寄せられる活動資金によって
賄われています。事業を安定して継続
していくため温かいご理解とご協力を
お願いします。
日本赤十字社福岡県支部
　TEL 523-1173

　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。
7月30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

　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。
7月12日（月）
350円～
篠栗町シルバー人材センター

　　TEL 947-5199

篠栗フォトコンテスト

クリエイト主催講座

文化協会　文協まつり（舞台）は
延期します

公民分館行事の中止

町民プールは休場します

グラウンドゴルフ

福岡県学習支援教室  受講生募集

応急手当普及員講習会

日本赤十字社の活動にご協力を

日本赤十字社
福岡県支部

篠栗町葬祭場（天空会館）見学会

刃物研ぎ

※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

【図書館イベント予約受付中】 TEL 948-3333
おはなし会 7月18日（日）、英語絵本 7月25日（日）、折り紙 8月7日（土）
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　「充実した夏休みにしたい」と思っている小学4
～6年生の皆さん、夏休み福祉体験教室で楽しく
福祉について学びましょう。①認知症サポーター
養成講座と②パラスポーツ体験があります。
①7月27日(火) ②7月29日(木) 10～12時　
※日時・内容は変更になる場合があります。
オアシス篠栗
対象／町内の小学4～6年生
200円（2回分）
 7月2日（金）～16日(金)に電話または窓口いず
れかでお申し込みください（先着16人）　　　
　篠栗町社会福祉協議会ボランティアセンター
　TEL 947-7101

※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
　7月6日（火）・13日（火）10時45分～
●みんなで遊ぼう（小学生）
　7月8日（木）16時～　　

●避難訓練（全般）
　7月15日（木）時間未定
※7月5日（月）は児童館会議のため13時開館
　 寄贈ありがとうございました　

中島　妃華　様（尾仲区）乳児用歩行器
　 TEL 947-7252

＜すぎのこ児童館＞
●すぎのこルーム
　7月7日（水）・14日（水）10時45分～
●避難訓練（全般）
　7月13日（火）時間未定
●みんなで遊ぼう(小学生)
　7月20日（火）14時～　
※7月2日（金）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）
　7月8日（木）、8月5日（木）時間未定
●やまばとぽっぽタイム
　7月2日（金）・9日（金）10時45分～
●みんなで遊ぼう(小学生)
　7月27日（火）11時～　
※7月8日（木）は児童館会議のため13時開館
TEL 947-7047

夏休み福祉体験教室

児童館イベント
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　「バランスよく食べて脳を活発に～食事から認知
症予防～」
講師／福岡工業大学ウェルネス研究センター　
管理栄養士　蒲池貴代美さん
 7月29日（木）講話／13時30分～14時10分、

個別相談／14時10分～14時30分
オアシス篠栗　1階研修室
対 象者／認知症の人の介護をしている家族、認知症
介護に関心がある人（町内在住者）
無料
 7月15日（木）から福祉課窓口または電話でお申し
込みください（先着10人）。
　 福祉課地域包括支援係　TEL 948-6650（役場
1階9番窓口）

　運動指導士による指導（ボールを使った運動、自
宅でもできる運動などの組み合わせ）を行います。
自身の健康や体力が気になる人、運動のやり方が
わからない人など、楽しく運動習慣を身に着けませ
んか。
8月～令和4年1月（水曜に開催）
　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
 7月5日（月）～16日（金）に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）

　年齢を重ねると食事量が減ったり、食事のバラン
スに偏りが出たりすることで気づかないうちに食生
活が乱れていることがあります。この教室では管理栄
養士や保健師から食事バランスについて学びます。
8月18日(水)10～11時(受付9時45分～)
オアシス篠栗　1階研修室
対象者／65歳以上(令和3年4月1日現在）
無料
 7月26日(月)～30日(金)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）

　自分の運動習慣を見直しながら、地域の人に運動
の楽しさを普及していく「運動支援サポーター」を目
指す「チャレンジセミナー」を開催します。
8月17日(火)～11月末（火曜に開催）
　10～11時30分（全10回予定）
オアシス篠栗　1階研修室
対 象者／自分と地域の健康づくり・介護予防に興味
のある人
無料
 7月26日(月)～30日(金)に福祉課窓口または電
話でお申し込みください（先着10人）。

　 福祉課地域包括支援係　TEL 948-6650（役場
1階9番窓口）

　

　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。
7月14日（水）10～17時
役場1階相談室
無料
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

7月21日（水）
篠栗町商工会　TEL 947-4141

　弁護士、司法書士（7月6日、8月17日のみ）、町相談
員、町行政相談委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
●行政相談委員…行政に関する困りごと
7月6日（火）・20日（火）、8月17日（火）・31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

7月8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

　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）
7月7日（水）13～15時
　7月14日（水）・28日（水）18時30分～20時30分
　8月4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
　月～金曜9～17時　毎週土曜、第1・第3日曜9～16時

　企業の担当者から直接話を聞くことができます。
ぜひご参加ください。要予約・履歴書不要です。
7月19日（月）
　1回目／11時30分～12時50分、
　2回目／13時40分～15時00分
 天神ビル10・11号会議室
　（福岡市中央区天神2-12-1）
対象者／おおむね60歳以上の人
無料
福岡県70歳現役応援センター福岡オフィス
　TEL 432-2577

　60歳以上の健康で意欲ある人を募集しています。
7月1日（木）・15日（木）、8月5日（木）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
　月～金曜9～17時　毎週土曜、第1・第3日曜9～16時

認知症介護講座（認知症カフェ）

健康くらぶ教室

おいしく元気教室
「その食事、実は低栄養？リスクと予防」

自分と地域の人のために
運動を学びませんか

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

ひとり親相談

高齢者のためのしごと・
ボランティア合同説明会

福岡県70歳
現役応援センター

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（4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 606,810 645 +3%
燃えないごみ 28,120 30 +9%
缶・びん 22,790 24 +17%
ペットボトル 5,830 6 +31%
粗大ごみ・その他 39,980 42 +14%
合         計 703,530 747 +4%

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 40 -4 発生件数 435 -39

死 者 数 0 ±0 死 者 数 2 ＋2

傷 者 数 54 +3 傷 者 数 547 -67

篠栗町のごみの量（4月） 篠栗町の交通事故（1～4月）

（令和 3年 4月）

県内の被害実態（令和3年1～3月）
●被害件数　36件
●被 害 額　9,516万円　
●被 害 者　36人（うち65歳以上が23人）

＜キャッシュカードをねらった手口に注意＞
　ニセ警察官が家を訪問し、キャッシュカード
と暗証番号を書いたメモを持ち去る案件が発
生しています。
　ニセ警察官は、キャッシュカードを入れた封
筒を偽物とすり替えて持ち去ります。十分注意
してください。

ニセ電話詐欺の被害を防ぎましょう！

広告

15



広報ささぐり 令和3年7月号16




