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　現代美術の新たな表現と地域文化の発展を目的とし
た美術展で、町内在住の画家・野出員子さんも出展します。
8月23日（月）～28日（土）
ギャラリー暁（東京都中央区銀座6-13-6）
21世紀のメッセージ作家の視点協会
　TEL 090-7028-0509

　毎週水曜日にカブトの森公園で実施している無料開
放について、今年も8月は熱中症予防のため休止します。
カブトの森公園　TEL 948-1000

一般の部　9月19日(日)
　受け付け8時～　開会式8時30分　試合開始9時
カブトの森公園テニスコート
一般の部　1組2,000円　　
9月1日（水）までに電話でお申し込みください。
　 TEL 090-8407-1235（篠栗町スポーツ協会ソフト
テニス部　松本）

　かすやドームのプール利用時に、町から料金の一部が
補助されます。利用時は、篠栗町民であることの証明が
必要です（運転免許証、マイナンバーカード、生徒手帳、所
属小中学校の名札などを提示）。詳しくはホームページを
ご覧になるかカブトの森公園へお問い合わせください。
カブトの森公園　TEL 948-1000

山手［予定8月1日（日）］、高田・津波黒・田中・明治・新
町・若杉・城戸・尾仲［予定8月7日（土）］、大勢門・庄・
池の端・和田［予定8月8日（日）］、金出［予定8月13日
（金）］、萩尾［予定8月14日（土）］
社会教育課（クリエイト篠栗）　TEL 948-2222

（予定）開会　9月8日(水）10時～、一般質問　9月10
日(金）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を行っています。
議会事務局　TEL 947-1390

　下水道は、生活に使用して汚れた水を処理し安全な
水に戻すことで、川や海をきれいにします。清潔で衛生
的な生活環境を作り、美しい自然を維持するためにな
くてはならない施設です。令和2年度末における町の下
水道利用可能区域内の水洗化率（接続率）は約97％です。
利用可能区域内の皆さんが下水道に接続することは、
下水道を維持管理、運営するために必要不可欠です。
　下水道への接続がまだ済んでいない世帯の皆さん

は、清潔で住みよい町にするため、早期接続をお願いし
ます。水のリサイクルで豊かな自然と快適な生活環境を
築きましょう。
上下水道課　TEL 947-1256

　県内に所在する県営住宅の入居者を募集します。詳
細は案内書をご覧ください。
募 集案内書配布・申込受付期間／8月30日（月）～9月
14日（火）※申込受付は9月6日（月）から
募集案内書配布場所／県庁・役場など 
県住宅供給公社県営住宅管理部　TEL 781-8029

 9月3日（金）・7日（火）・22日（水）・27日
（月）・30日（木）10時～（終了時間は日
程によって異なります）※10月以降開
始分はホームページをご覧ください。
対象者／介護未経験者（先着50人）
無料
 福岡県社会福祉協議会福祉人材センター 
　TEL 584-3310

　結婚50周年を迎えた夫婦の記念に、手作りのお祝
い会に参加しませんか？去年中止したため、2年分の
対象の夫婦を募集します。 
※感染拡大防止のため飲食の提供はありません。
10月2日(土)11時～
クリエイト篠栗2階大会議室
対 象者／昭和44年10月1日～昭和46年9月30日に結
婚した夫婦

 8月31日(火)までに電話または窓口でお申し込みく
ださい。
　篠栗町社会福祉協議会ボランティアセンター　
　TEL 947-7101

　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。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。
9月8日（水）・15日（水）・22日（水）10～12時
クリエイト篠栗　研修室
対象者／町内在住でスマートフォンを持っている人
受講料／500円（3回分）
 8月4日（水）から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

　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。
8月27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

　マンション管理関連への就業を目指す高齢者の就職
活動を支援します。企業担当者から直接、マンション管
理の話を聞くことができます。要予約。
8月26日（木）13～15時（受け付け12時30分～）
対象者／おおむね60歳以上（定員20人）
 福岡県立図書館別館2階研修室（福岡市東区箱崎
1-41-12）
無料
福岡県70歳現役応援センター　TEL 432-2577

21世紀のメッセージ展
（内閣官房認証事業）

グラウンドゴルフ

篠栗町長杯争奪カブトの森
ソフトテニス大会

かすやドームのプール利用料金を補助します

公民分館行事（夏祭り・盆踊り）の中止

町議会9月定例会

下水道への接続工事はお済みですか？

県営住宅入居者募集（第3回）

福岡県介護に関する入門的研修

ふくふくネット

手づくりの金婚式
～篠栗町ボランティア連絡協議会主催～

スマホでつながりづくり講座開催

篠栗町葬祭場（天空会館）見学会

高齢者のためのマンション管理講習会

※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

保育園・幼稚園で
働いてみませんか？

もう一度

もう一度働きたい！…でも現場を離れてから長いから不安…
と思っているあなた。
久しぶりだからまずは短時間でスタートしたい！子どもの預け先はどうしよう…など
心配なこと、疑問に思うことなどを気軽に相談ください。町内の保育施設と連携をとり
ながら対応します。

保育士・幼稚園教諭再就職支援相談窓口（こども育成課　役場1階10番窓口）
8時30分～17時（土・日・祝日を除く）　TEL 947-1372

■問
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　栗の子保育園の先生とリズム遊びや工作をしなが
ら、一緒に遊びませんか。
①8月26日（木）②8月30日（月）10時30分～12時
オアシス篠栗
対象者／町内在住2～3歳児と保護者（兄弟参加可）
300円
 8月2日（月）から電話または窓口でお申し込みくだ
さい（各日先着5組、1組につきどちらか1日）。
　篠栗町社会福祉協議会　TEL 947-7581

※カッコ内は対象児童
※ 8月のたけのこキッズタイム、すぎのこルーム、
　やまばとぽっぽタイムはお休みです。

＜たけのこ児童館＞
●みんなで遊ぼう（小学生）
　8月12日（木）14時～　
●避難訓練（全般）
　8月19日（木）時間未定
●地蔵盆（小学生）
　8月20日（金）14時～
TEL 947-7252

＜すぎのこ児童館＞
●避難訓練（全般）
　8月10日（火）時間未定

●みんなで遊ぼう(小学生)
　8月24日（火）14時～　
※9月2日（木）は児童館会議のため13時開館
●8月8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！
TEL 947-6554

＜やまばと児童館＞
●避難訓練（全般）
　8月5日（木）時間未定
●みんなで遊ぼう(小学生)
　8月18日（水）10時～　
●やまばとぽっぽタイム
　9月3日（金）10時45分～
TEL 947-7047

　篠栗おはなし会・英語絵本のおはなし会・折り紙教
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）
　8月15日（日）11～11時30分
●英語絵本のおはなし会（毎月第4日曜日）
　8月22日（日）11～11時30分
●折り紙教室（毎月第1土曜日）
　8月7日（土）11～11時30分
　 9月4日（土）11～11時30分※8月15日（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

子育て講座
先生と一緒に親子工作

児童館イベント

●8月8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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　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。
8月10日（火）
350円～
篠栗町シルバー人材センター　TEL 947-5199

　料理の手間を減らしてみませんか？加工食品やレト
ルト食品を上手に使う方法「意外と知らない簡単・便利
な食品活用術！」を管理栄養士による講義で学びます。
9月15日(水)10～11時(受け付け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
 8月25日(水)～31日(火)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）

　「重症化を見据えた糖尿病治療」「糖尿病と歯周病と
の関連」について講演を行います。糖尿病専門医と歯
科医師による分かりやすい講演を聞ける貴重な機会で
す。糖尿病治療中の人のみでなく、関心がある人もぜひ
ご参加ください。
9月16日（木）14～16時
オアシス篠栗1階研修室
無料
 8月10日（火）から電話でお申し込みください（先着
30人）。
　健康課（オアシス篠栗）　TEL 947-8888

　

　　　　いずれも無料・個人の秘密を厳守します。

　8月27日（金）～9月2日（木）の1週間、「子どもの人権
110番強化週間」として、「いじめ」や体罰、不登校や子
どもの虐待などの相談電話を受け付けます。
8月27日（金）・30日（月）～9月2日（木）8時30分～19時
　8月28日（土）・29日（日）10～17時
相談電話／フリーダイヤル 0120-007-110
※IP電話からはTEL 092-739-4175
福祉課福祉係　TEL 947-1331

　支援が必要な子どもの療育開始までのフォローアップ
や、子どもの聞こえに関する保護者への支援を行っていま
す。電話・メール・面談で相談ができます（面談は要予約）。
毎週月・水・金曜（年末年始、祝日を除く）10～16時
 福岡県乳幼児聴覚支援センター(福岡市博多区博多
駅南2-9-30)
　TEL 402-2673、FAX 415-3126　　　　　　
　メールアドレス fmc.choukaku@fukuoka.med.or.jp

　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。

9月1日（水）13～16時（受け付け～15時30分）
オアシス篠栗2階
福祉課福祉係　TEL 947-1331

　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。要予約。
9月8日（水）10～17時
役場1階相談室
困りごと相談室　粕屋子ども支援オフィス 
　TEL 938-1205

8月18日（水）
篠栗町商工会　TEL 947-4141

●弁護士、司法書士…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（8月17日、9月
14日のみ）
●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
 8月17日（火）・31日（火）、9月14日（火）・28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

8月12日（木）・26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

●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）
　要予約。
8月4日（水）13～15時
　8月11日（水）・25日（水）18時30分～20時30分
　9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。

8月5日（木）・19日（木）、9月2日（木）10時～
篠栗町シルバー人材センター

　　TEL 947-5199

職 務内容／消火､救助､救急活動並びに火災予防等の 
消防行政に関する職務全般（採用予定数7人程度）
10月17日（日）9時30分～15時
 粕屋南部消防組合中部消防署（糟屋郡粕屋町大字上
大隈55-1）
8月2日（月）～9月3日（金）に申込書を提出
受験資格／
　（1） 平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生ま

れた人
　（2） 高等学校以上の学校を卒業した人または令和4

年3月卒業見込みの人､学校教育法による高等学
校以上を卒業した人と同等以上の学力がある人
※ 日本国籍を有しない人と地方公務員法第16条の
欠格条項に該当する人は受験できません｡

　（3） 消防吏員として職務遂行に必要な
身体を有する人

　詳しくは粕屋南部消防組合ホーム
ページをご覧ください。
粕屋南部消防組合消防本部総務課　TEL 935-6388

　日商簿記3級検定対策の講習会で
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

刃物研ぎ

おいしく元気教室

糖尿病に関する講演会＜町民限定＞

子どもの人権110番強化週間

お子さんの聞こえに対する
相談を受け付けます

人権相談

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

シルバー人材センター入会説明会

粕屋南部消防組合職員（消防吏員）
採用試験

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（5月） 空き巣1件（篠栗校区）、万引き1件（勢門校区）、自転車盗5件（篠栗2、勢門2、北勢門1）

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 600,930 618 -7%
燃えないごみ 24,940 26 -34%
缶・びん 20,180 21 -25%
ペットボトル 5,300 5 -12%
粗大ごみ・その他 26,740 27 -36%
合         計 678,090 697 -10%

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 50 +4 発生件数 535 -26

死 者 数 0 ±0 死 者 数 3 +3

傷 者 数 67 +14 傷 者 数 678 -51

篠栗町のごみの量（5月） 篠栗町の交通事故（1～5月）

（令和 3年 5月）

　「巡回連絡」は、交番や駐在所の警察官が、皆さ
んのご家庭などを訪問し、
● 犯罪被害や交通事故に遭わないための情報を
お知らせする
● 皆さんの困りごと、意見や要望などを聞かせて
いただく
活動です。併せて、お名前や連絡先なども尋ねて、
災害時などの緊急連絡に役立てます。
※皆様のご理解とご協力をお願いします。

巡回連絡にご協力を
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