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４月１日から一部の課が移転します
既存の公共施設を子育て、文化、福祉の拠点として再編するため、次の課が移転します。ご理解とご協力
をおねがいします。
移転部署（現在の場所）

４月１日以降

主な業務内容

健康福祉課
高齢者福祉担当
（役場１階）

新宮町福祉センター１階※
☎７１０－８２８６（直）
FAX ７１０－８２８７

高齢者福祉・介護保険

健康福祉課
地域包括支援センター
（役場１階）

新宮町福祉センター１階※
☎９６３－０６６３（直）
FAX ７１０－８２８７

高齢者やその家族が町内で安心して暮らす
ための連携支援

子育て支援課
（役場１階）

シーオーレ新宮１階
☎９６３－２９９５（直）
FAX ９６２－５３３３

児童手当および児童扶養手当
子育て支援・母子保健、放課後児童クラブ
特定教育・保育（幼稚園を除く）施設
予防接種（２０歳未満）
子ども発達支援センター
社会教育・社会体育・人権・同和教育
青少年育成・生涯学習・文化振興
社会教育関係団体への指導、育成
社会教育、体育施設の運営管理

社会教育課
そぴあしんぐう１階
※図書館・歴史資料館を除く。
☎９６２－５１１１（直）
（シーオーレ新宮１階）
FAX ９６３－３８０５
  ※現ボランティアセンター１階

４月１日からの主な変更点
①「新宮町福祉センター」
 既存の「新宮町ボランティアセンター」と「新宮町社会福祉センター」を
統合し、
「新宮町福祉センター」となります。

②「そぴあしんぐう」の休館日・受付時間が変わります
変更前

変更後

休館日

○１２月２８日～１月４日
○臨時休業日

○毎週月曜日※
○１２月２８日～１月４日
○臨時休業日

貸館受付時間

午前８時３０分～午後７時

午前８時３０分～午後５時

※貸館受付および社会教育課業務は行います。ただし、月曜日が祝日の場合は除
きます。

③各施設の予約や鍵の受渡場所が「そぴあしんぐう」に変わります
 杜の宮グラウンド、町民体育館・研修所、小中学校体育館・グラウンド、社会体育備品
その他の詳細は、折込チラシをご覧ください。
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その他の各担当課および議会事務局は次のとおりです。
場

所

役場本館３階

局

議会事務局
☎９６３－１７３７（直）

主な業務内容
議会事務
監査委員事務局

総務課
（総務課内）人権推進室
☎９６３－１７３０（直）

庶務・人事・法制・情報公開・契約・管財
選挙管理委員会・人権施策および啓発

地域協働課
☎９６３－１７３４（直）

協働のまちづくり・行政区・男女共同参画
広報広聴・消防防災・交通安全・防犯

政策経営課
☎９６２－０２３０（直）

予算編成・総合計画・行財政改革
電算システム・統計

産業振興課
☎９６２－０２３８（直）

商工業・農業・水産業・観光・労働
消費者相談・マリンクス・町営渡船

学校教育課
☎９６３－１７３９（直）

学校（幼稚園、小中学校）教育・学校施設

税務課
☎９６３－１７３１（直）

たばこ税・住民税・固定資産税
軽自動車税・納税

住民課
☎９６３－１７３３（直）

戸籍・住民基本台帳・住居表示・国民年金
国民健康保険・後期高齢者医療・公費医療

環境課
☎９６３－１７３２（直）

環境基本計画・公害・廃棄物処理・生活環境
畜犬予防接種・自然環境・町営住宅

健康福祉課
障がい者福祉・社会福祉担当
☎９６２－０２３９（直）

障がい者福祉・社会福祉全般

会計課
☎９６３－１７６５（直）

出納

都市整備課
☎９６３－１７３５（直）

都市計画・道路・橋梁などの建設・土木施設管理
公園管理

上下水道課
☎９６３－１７３６（直）

上下水道整備および維持管理

シーオーレ新宮１階

健康福祉課 健康づくり担当
☎９６２－５１５１（直）

成人保健・健康増進・予防接種（高齢者）

シーオーレ新宮２階

町立図書館（社会教育課）
☎９６２－５５００（直）

本の貸し出し

シーオーレ新宮４階

町立歴史資料館（社会教育課）
文化財・歴史資料
☎９５２－５５１１（直）

役場本館２階

役場本館１階

役場別館１階
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春
「火の用心

の
防
予
災
火
運動
ことばを形に

習慣に」

（平成２９年度全国統一防火標語）

問い合わせ先 粕屋北部消防本部 ☎９４４－０１３１（代表） 役場地域協働課 ☎９６３－１７３４（直）
３月１日から７日まで、全国一斉に「春の火災
予防運動」が実施されます。

て、住民一人一人に火災予防の知識を高めてもら
い、住民のみなさんや消防団との連携強化を図り

火災の発生原因は、ちょっとした不注意などの
人的ミスによるものが大半です。この運動を通じ

ながら、火災のない安全・安心なまちづくりを目
指していきます。

火災予防運動期間中は、消防団が夜間に
町内巡回などを行い、地域の警戒にあたり
ます。また、３月１日（木）と７日（水）の午
後８時に防火意識高揚のために消防サイレ
ンを鳴らします。火災と間違えないようお
ねがいします。

火災発生時の消防サイレン
火災発生を防災行政無線からのサイレ
ン放送でお知らせしています。火災の発
生や、消防団員の出動、消防車などの緊
急車両が付近を通行することなどを注意
喚起するためのものです。
火災による一斉放送のため、深夜や早
朝に流れることがあります。
【火災発生時の放送例】
消防サイレン（約５秒間のサイレン音
×３回）＋「こちらは新宮町役場です。
緑ケ浜▲丁目で火災が発生しました」

【防災行政無線電話応答サービス】
防災行政無線の放送内容を電話の自動
音声案内で確認できます。
☎９６２－６３２５
（※１）電 話料金は利用者負担です。放
送後２４時間以内の放送内容が確
認できます。
（※２）放送内容は最大２０件が録音され
ています。ダイヤルボタン「♯」
で早送りができます。

防災行政無線
（屋外拡声子局）
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住宅用火災警報器は大丈夫ですか？
各家庭への住宅用火災警報器の設置が義務化されて１０
年が経過しました。
住宅用火災警報器は火災を感知するため、常に作動して

適切に交換しましょう！

います。適切に作動させるためには維持管理が重要です。
定期的に作動確認を行いましょう。

交換の目安は「電池切れ」
「設置して１０年以上経
過」です。

定期的な点検が大切です
○電池切れの場合
電池の寿命は機種によって異なります。取扱
説明書を確認するか、メーカーに問い合わせま
しょう。
○設置して１０年以上経過する場合
古くなると本体内部の電子部品が劣化し、火
災を感知しなくなる恐れがあります。１０年を
目安に本体の交換を行ってください。

住宅用火災警報器設置の効果
死者

約４割減少
（平成２６～２８年の住宅火災を分析）

焼損床面積・損害額

おおむね半減

ボタンを押したり、ひもを引いたりして、
アラーム音が鳴れば、正常。反応しない
場合は電池切れや故障の可能性あり。

火災発生時のリスクが大幅に減少したことが
わかります。

古くなった家庭用消火器を回収します
古くなった家庭用消火器を使用したことによる
破裂事故が、全国で発生しています。火災予防週
間に合わせて、粕屋北部地区防災協会では古く
なった家庭用の消火器を有料で回収します。

問い合わせ先

粕屋北部地区防災協会

（事務局：粕屋北部消防本部予防課予防係）
☎９４４－００２１
【ご注意ください】
①新宮町・古賀市内において、消火器の不適正な

日時

３月４日（日）午前９時～正午

点検や、高額での販売が行われています。消防

場所

粕屋北部消防署新宮分署前、

職員が訪問販売することはありません。

粕屋北部消防本部前
回収料金

１,０００円

※当 日は消火器・住宅用火災警報器の販売も行
います。詰め替えはありません。
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②家庭用消火器の詰め替えは現在行われておりま
せん。購入などは、ホームセンターや消防設備
の販売店へ問い合わせください。

新 宮 劇 場

新宮ｎａｖｉ

おもてなし協会
通

３月開催予定のプログラム

／11

３

（日）

写真講座と猫写真撮影会 in 相島

猫の島としても有名な相島で猫の撮影会を行
います。講師は猫写真家で有名なモリケンさん
です。カメラマンになりきって撮影しましょう。
日時 ３月１１日（日）午前９時～午後１時３０分
渡船往路 新宮発：午前９時２０分
渡船復路 相島発：午後２時
※乗船時間は約１７分です。
集合場所 新宮渡船待合所
※相 島に住んでいる人は、午前１０時にきずな
館へお越しください。

／18

３

（日）

信

参加費

１,７００円
（ランチ代込）
※渡船代や新宮漁港駐車場代は各自負担です。
定員 ２０人 ※最少催行人数１０人
持っ てくるもの カメラ（一眼レフカメラ、デ
ジタルカメラなど）
※歩きやすい靴や服装で参加してください。
協力 ネコ写真家モリケンさん、
島カフェあいのしま
※天候や渡船の運航状況で中止する場合があり
ます。

速く走るコツを学んで、運動会でヒーローになろう！

運動会シーズンが近づいてきました。走るのが
ちょっと苦手という悩みを解決しましょう。
整骨院のトレーナーが運動力学に基づいた速く
走るためのコツを伝授します。コツを学ぶ前後で
タイムを計り、体感しましょう。
ケガを予防するための体操なども行います。
日時 ３月１８日（日）午前１０時～正午
場所 立花小学校グラウンド

対象 小学３年生～６年生
定員 ２０人 ※最少催行人数１０人
参加費 ５００円
持ってくるもの 飲みもの、タオル
※走りやすい運動靴で参加してください。
協力 しんぐう堂整骨院
※天 候などで中止または順延する場合があ
ります。

／３１ 新宮さくらウォーキングとお花見ランチ

３

（土）

新宮町の桜の名所や史跡をめぐりながら歩き
ましょう。立花小学校から人丸神社まで約６キ
ロのコースです。ゴール後は人丸神社で、お弁
当を食べながらお花見をします。
日時 ３月３１日（土）午前９時１５分～午後１時
集合場所 立花小学校前
※解散は人丸公園です。

参加費 １,５００円 （お弁当付き）
定員 ２０人 ※最少催行人数１０人
持ってくるもの 飲みもの、タオル
※歩きやすい靴や服装で参加してください。
協力 新宮町歴史と自然保護の会
※天 候などで中止する場合があります。また、
桜は開花状況によります。

開催日の１か月前から申し込みを受け付けます。申し込み状況によっては締め切る場合があります。そ
の他の各種体験プログラムは、おもてなし協会のホームページや電話で問い合わせください。

問い合わせ先 （一社）新宮町おもてなし協会

☎９８１－３４７０
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✿✿
春恒例

「相島！春フェスタ」開催！！

相島の魅力を盛り込んだ大人気イベントです。
ゆっくりと流れる島時間を過ごしてみませんか。

○おもてなしコーナー（有料）
海鮮焼きや地元料理、特産品を販売します。
○相島「島めぐりツアー」
（無料・要事前予約）

【日時】 ４月２１日（土）午前８時１５分～

 島の子どもたちがガイドとなり、知られざる
相島のスポットを案内します。

午後４時３０分

○フォトコンテスト（無料）

※イベントごとに開催時間が異なります。
【場所】 新宮相島漁業協同組合本所付近など

「相島」がテーマの写真コンテストです。
○お魚つかみどりコーナー（有料）

【内容】 各イベントの詳細は、
「新宮ｎａｖｉ」ホー

を合わせてゲットしましょう。

ムページに掲載しています。

○タッチフィーリング（無料）

○野外コンサート（無料）
 島内外のアマチュアバンドによるフォーク、

 海の生き物に触れることができます。図鑑や

ロック、クラシック、大正琴などの演奏です。

水族館で見るだけでは分からないことが体験で

○漁船クルージング（有料・要事前予約）

きます。浅い水槽なので小さい子どもも楽しめ

 漁船で海から相島を眺めます。めがね岩や島の
断崖など、ダイナミックな景観がみどころです。

便

新宮発

ます。
○相島の歴史セミナー（無料）
相島のロマンあふれる歴史や謎に迫ります。

渡船時刻表（予定）
相島発

定員※

１便

７：５０

７：００

１５０

２便

８：３０

７：５０

７２

３便

９：２０

８：４０

１５０

４便

１０：００

９：２０

７２

５便

１０：１５

９：４５

１５０

６便

１０：５５

１０：２５

７２

７便

１１：３０

１０：５０

１５０

８便

１２：１０

１１：３０

７２

９便

１３：３０

１３：００

７２

１０便

１４：３０

１３：５０

１５０

１１便

１５：１０

１４：４０

７２

１２便

１５：２５

１５：００

１５０

１３便

１６：００

１５：３５

７２

１４便

１６：４０

１６：００

１５０

１５便

１７：１０

１６：４０

７２

１６便

１８：１０

１７：３０

１５０

※定員１５０人が「渡船しんぐう」
、
定員７２人が「マリンライナー」です。
※各 便にコミュニティバス「マリンクス」が接続し
ています。
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 プールの中で泳ぐ魚を２人１組になって、力

【申込・問い合わせ先】
新宮町おもてなし協会

☎９８１－３４７０

【共催】相島ドリームワークス・若潮の会
あいのしま桜槿会・相島歴史の会
【雨天時の開催有無】
４月２０日（金）午後２時以降に「新宮ｎａｖｉ」
ホームページに掲載します。
【当日の渡船】
乗船券購入の際、整理券を発行します。特別ダ
イヤは左表のとおりです。

同日開催
新宮漁港 にて

相島の漁師の
いけま売り

相島の漁師が水揚げされたばかりの魚を手頃な
価格で提供します。
日時 ４月２１日（土）午前９時～１１時
※悪天候時、中止。
場所 新宮漁港 ※相島ではありません。
主催 新宮相島漁業協同組合

町内の学校や先生が表彰されました
県公立学校および県公立教職員の優れた教育活動
に対して、その努力をたたえ、町内の学校や先生が
表彰されました。特に、平成３１年度の新設中学校へ
の分離を控えた新宮中学校にとっては、大規模校と
しての豊かな教育活動に対する「優秀校表彰」の受賞
は、生徒にとっても今後の大きな励みとなりました。
受賞した先生は、
「地域や保護者のみなさん、何よ
り子どもたちのがんばりのおかげでいただいた賞だ
と考えています。これからも、子どもたちのために
がんばっていきたい」と決意を新たにしていました。
○平成２９年度文部科学大臣優秀教職員表彰
平成２９年度福岡県公立学校優秀教職員表彰
新宮北小学校 主幹教諭 田邊祥一先生

県公立学校・県公立教職員表彰

▲長﨑町長・宮川教育長への受賞報告

○平成２９年度福岡県公立学校優秀校表彰
新宮中学校
○平成２９年度『ふくおか教育論文』奨励賞
新宮中学校 教諭 杉光知子先生

民生委員さんが表彰されました
全国民生委員児童委員連合会会長表彰

▲全国民生委員児童委員連合会会長表彰の
竹ノ上さん

竹ノ上彰さん（下府１）が民生委員・児童委員として、長年
地域福祉の向上に貢献してきた功績をたたえられ、全国民生委
員児童委員連合会会長表彰を受賞されました。
竹ノ上さんは地域の見守り活動や、住民の困りごとを聞いて
各種福祉サービスを紹介したり、必要に応じて関係機関につな
げたりするなど精力的に活動されています。今後もますますの
活躍が期待されます。

新宮町食生活改善推進会（食進会）が表彰されました
平成２９年度栄養関係功労者県知事表彰
１月３１日に行われた食と健康推進フォーラム
で、本町の食進会が平成２９年度栄養関係功労者
県知事表彰を受賞しました。この賞は、長年に
わたり、食生活改善実践活動を通じて県民の食
生活改善および健康増進に尽くしてきた功績を
たたえ、与えられるものです。
食進会は料理教室やボランティア活動を通じ
て町のみなさんの食生活の改善を行っています。
今後もますますの活躍が期待されます。

▲栄養関係功労者県知事表彰を受賞した食進会のみなさん

8

あなたの周りの身近な出来ごとや話題を待っています。役場地域協働課までご連絡ください。☎９６３- １７３４（直）

ドッジボール全国大会で優勝！

第４回全日本女子総合ドッジボール選手権

１２月９日・１０日に、このはなアリーナ（静岡
市）で第４回全日本女子総合ドッジボール選手権
が開催されました。町内のドッジボールチーム、
ＳＥ ＬＩＮＫＳに所属している上畝地優望さん（中
央駅前）が、県内の数チームで構成する選抜チー
ムに参加し、全国優勝を果たしました。
日ごろから試合動画を繰り返し見て動きを確認
したり、他のチームを参考にしたりしています。
ボールを取ってから素早く投げる練習や、確実に
当てるために的確なコースに投げる練習にも取り
組んでいます。今年の目標である全国大会連覇に
向けて、がんばっています。
▲大舞台でがんばりました

海の生き物や環境を学んだよ
しんぐうのうみ展
１月２２日から２８日にかけて、シーオーレ新宮でしんぐう
のうみ展（主催：新宮町おもてなし協会）が開催されました。
夏休みに行った「ひろい海の活動※」で撮影した水中の生き
物のパネル展示、海のゴミであるシーグラスを活用した工作
などを行いました。
また、最終日にはマリンワールド海の中道の協力のもと、
出張水族館やタッチプールが開かれ、多くの来場者でにぎわ
いました。
会場内の混雑など反省点は多くありましたが、無料で貴重
な体験ができるという声も聞かれました。身近な海にはタイ、
アジ、ウミウシなど多くの生きものが暮らしています。自然
環境を考える良い機会になったのではないでしょうか。

真剣な表情で…
立花小学校百人一首大会
１月２０日に、立花小学校体育館で
伝統行事の百人一首大会が開催されま
した。初めての 1 年生は、緊張のため
か、かるたを取るときの声が小さかっ
たのですが、時間が経つにつれて、自
信をもち大きく「はいっ！」と元気な
声を響かせていました。
一方、高学年になると上の句の一文
字を聞いただけで取る子どもたちも多
く、あちらこちらで歓声があがりまし
た。寒さが吹き飛ぶような熱気あふれ
る大会となりました。

※子どもを対象としたシュノーケル体験と海岸のゴミ拾い活動

▲出張水族館
9

▲真剣に対戦中！

発生件数

＋１６件（約２.２倍）

被害金額

＋５,１６５万円（約３.５倍）

「今日中にお金が必要だ。すぐに口座に入金してくれないか」
「お金を引き出すとき、銀行員に「リフォーム代」
「車の支払い」な
どと伝えてくれ」
「自分は仕事で行けないから、代理人にお金を渡してほしい」

▶その他「ニセ電話」詐欺のよくある手口
○災害に便乗した義援金詐欺
「義援金を振り込んでほしい」
「被災地に物資を送りたいので協力してほしい」

「明日までに手続きをしないと還付金を受け取れないため、この

ままＡＴＭに向かってください」

29

件発生し、

「年金事務所です。還付金があります」

月以降からの

12

○還付金詐欺

29

年中、県内では５９７件のニセ電話詐欺が発生し、被害額は

しい」

平成

「会社のお金を使い込んでしまった。警察沙汰になるから助けてほ

11

億４、２６３万円にのぼりました。粕屋警察署管内でも

「ポリープの手術をするため、病院にいったら鞄を盗まれた」

７、０８７万円の被害がありました。なかでも、昨年

「風邪をひいて声が変わった」

特徴として、「オレオレ詐欺」が多発しています。

▶「オレオレ詐欺」の例

詐欺被害防止のためにできること
①上記のような内容は、すべて詐欺と疑いましょう。

ニセ電話詐欺多発中

粕屋警察署管内の対平成２８年比

②身内を名乗る人からの電話でも、一度電話を切り、知ってい
る番号にかけなおしましょう。
③少 し で も お か し い と 思 っ た ら、
家族や周囲の人、警察に相談し
ましょう。
④警 察、役場職員、税務職員、銀
行員などを名乗る手口もありま
す。一度電話を切り、相手先の
電話番号を電話帳などで確認し
てから問い合わせましょう。

問い合わせ先

粕屋警察署

☎９３９－０１１０

役場地域協働課

☎９６３－１７３４（直）

10

とくべつしえん学校の友だち

出なくても、自分の出来ることは、自分でして、いやだったり、

町内小学生

私は、しえん学校に近づくたびにドキドキします。なぜドキ

うれしかったりすることを表じょうや、身ぶり手ぶりなどの方


ドキするかというと、いやなことや、相手をきずつけないかと

法で表げん出来るということを学び、すごいなと思いました。



※一部原文を修正しています。

楽しめる、交りゅうにしたいです。

次の交りゅうでは、今回の交りゅうよりも、もっとみんなで

不安だったからです。
さかを上がると、しえん学校が見えました。先生の話が終わ
ると、いよいよしえん学校に入ります。入ったらきんちょうし
て、 リ ー ダ ー に、 つ い て 行 く の が や っ と で し た。 し え ん 学 校
の 先 生 が お 出 む か え し て く れ て、 そ の 後 に し え ん 学 校 の こ と
や、どんな子がいるのか、どんなところなのかを教えてもらっ
て学校たんけんをして体育館につきました。体育館でまってい
ると、車イスにのっている子や、まつばづえをついている子が
たくさんあつまってきて始めの会が始まりました。そこでは、
しゃべることがむずかしい子がタブレットを使って、始めの言
葉を伝えていました。

人権推進室（役場総務課内） ☎９６３－１７３０（直）

問い合わせ先

その後、グループに分かれて交りゅうがありました。私たち
の グ ル ー プ は イ ス 取 り ゲ ー ム と、 し り と り を し ま し た。 さ い
しょは、おたがいにきんちょうして、あまりお話しできなかっ
たけど、さいごのころは、私たちもしえん学校の子たちも、笑
顔になっていました。ドキドキときんちょうがなくなってきた
ころ、もう帰る時間になってしまいました。少しさみしくなり
ましたが、学校に帰って来ました。教室のイスにすわって思い
ました。
しえん学校の子たちは、手や足が動かなくても、言葉や声が

11

みなさんも一緒に考えませんか

人権
みんなの

■問い合わせ先 一般社団法人粕屋歯科医師会
ＴＥＬ ７１２－１７６４ ＦＡＸ ７４１－９９７７ ホームページ http://www.kasuya-da.org

妊娠中の歯とお口のケア
対策
・食後の歯みがきやうがいを


妊娠中はむし歯や歯周病になりやすいた
こまめに行いましょう。
め、 適 切 な お 口 の ケ ア で の 予 防 が 大 切 で す 。
・つわ
 りがある人は、気分の
歯・ お 口 の 健 康 を 保 ち 、 安 心 し て 出 産 を 迎 え
よいときに歯みがきをし
まし ょ う 。
ま し ょ う。 刺 激 の 少 な い
がおすすめです。みがけな

ヘッドの小さな歯ブラシ
また、つわりによって食嗜

いときは、ぶくぶくうがい

がきができなかったりするこ

・食嗜 好 も 変 わ り や す い の
で、糖分の多い飲食物や酸

好の変化があったり、食事時

とがあります。そのためお口

性食品をだらだら食べる

ら、子どもの歯のもとになる

が、 妊 娠 ４ ～ ５ か 月 ご ろ か

は生後６～８か月ごろです

子どもの歯が生え始めるの

は、比較的体調の安定した妊

ましょう。治療が必要な場合

さまるころに歯科健診を受け

治医と相談して、つわりがお

は気づきにくいものです。主

地域子育て支援センター

かんがるーひろば

子育て中の親子がつどい、交流や情報交換をしています。
子育て中のみなさん、一緒に「仲間の輪」づくりをしてみま
せんか。
日時 毎週火曜日～土曜日の午前９時 分～午後３時 分
※祝休日、社会福祉センター休館日は休み
場所 社会福祉センター内 地域子育て支援センター
※大広間を開放することがあります。
問い合
 わせ先 新宮町地域子育て支援センター（新宮町社
会福祉センター内）☎９６３ ０１３４（直）

30

※予定は変更することがあります。詳しくは問い合わせるか、かんがるーだより、
ホームページ（新宮町社会福祉協議会で検索）をご覧ください。

妊娠中に
あらわれやすい問題
・歯肉に腫れや出血がある
の環境が悪化し、むし歯や歯

ことは控えましょう。

芽（歯胚）にカルシウムやリ

娠中期に行いましょう。

４月から出張ひろばの場所が変わります。

30

日時 毎週月曜日（祝日を除く）
出張ひろば
午前９時３０分～午後２時３０分
場所 ギャラリーみかみ（的野４８８－１）
※ほかにも出張ひろばを開催しています。詳しくは、ふくしだよりや
新宮町社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

をしましょう。

・冷た
 いものや熱いものがし
みる
周疾患のリスクが高くなりま

ンがくっついて歯の形を作り

－

間が不規則になったり、歯み

・歯や歯肉に痛みがある

妊婦歯科健診

す。 重度の歯周病は、早産
れているため、妊娠中のケア

や低出生体重の原因とも言わ

・唾液
 が粘っこい感じがする
・気分
 が悪く、歯みがきがで
きない

妊娠中は、女性ホルモンの

はじめます。一部の永久歯の
粕屋歯科医師会では、無料

むし歯や歯周病は、自分で

急激な増加が原因で、お口の

芽も妊娠期から作られるた

歯科健診・指導相談を行って

が大切になります。

なかの細菌が増殖しやすくな

め、赤ちゃんの丈夫な歯を作

います。詳しくは、母子健康

３月２日（金）午前１１時～１１時２０分
赤ちゃんおはなし会

・食事
 回数が増えて、歯垢が
溜まりやすく感じる

ります。それにより唾液の粘

るために、バランスの取れた

手帳配布時の資料をご覧くだ

３月２０日（火）午前１１時～１１時３０分

お誕生会

日時など
容
内

妊娠中の歯・お口の
健康リスク

性が高まることでお口の自浄

食事を心がけましょう。

さい。

性が低下し、歯肉の炎症や出
血が起こりやすくなります。

３月の主なイベント

歯科医師会だより

12

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31
ます。野菜づくりに興味のある人や、すでに野菜づくりを経験

んでみませんか。農林業専門の出版社講師による講習会を行い

日（木）午前 時 分～正午

されている人もぜひ参加してください。
日時 ３月

人（先着順）

参加費 無料
定員

も と 明 太 子 の グ リ ル …。 食 材

リ ー ム ス ー プ グ ラ タ ン、 里 い

ハ ン バ ー グ、 サ ケ の 生 ハ ム ク

焼 く だ け す き 焼 き、 グ リ ル



脇役に徹している役者さんみ

ゆ か し い 大 根。 ま る で い つ も

も 実 力 も あ る の に、 ど こ か 奥

の の 味 を 引 き 立 て た り。 人 気

立 て た り、 い っ し ょ に 煮 た も

薬味として主菜の味を引き



文・絵

を 切 っ て ソ ー ス を か け た ら、

著

あ と は オ ー ブ ン に お 任 せ！ 手

大根はエライ
久住昌之

対象 野菜づくりに興味のある人 ※託児はありません。

講師 佐藤圭さん 農山漁村文化協会（農文協）

米のとぎ汁で乳酸菌、美味しい野菜ができる技などの紹介。

内容 「身の回りのもので病害虫をやっつける！」

場所 シーオーレ新宮 視聴覚室

30

たい…。月刊『たくさんのふし
ぎ』から生まれた絵本。

◎文化協会サークル紹介版展示
舞 台 部、 展 示 部、 催 し 部 サ ー ク ル の 紹 介
版を展示します。併せて、昨年の文化協会の
活動なども展示します。ぜひ、ご覧ください。
期間 ３月 日（土）～４月１日（日）
場所 シーオーレ新宮ロビー

78

◎ステンドグラス教室展
創立 周年を記念して教室展を開催しま
す。講師、会員の作品を約 点展示します。
日時 ３ 月 ６ 日（ 火 ）～ 日（ 日 ）の 午 前 時
～午後４時（最終日は午後２時まで）
場所 遠賀信用金庫新宮支店ギャラリー
問い合わせ先 安部栄子
☎０９２ ─９６２ ─５０１３

24

◎新サークル紹介 妙香教室（成人教室）
徹底した基本の指導とバランスのとれた文
字、楽しみながら書道に取り組める時間にし
ます。
日時 毎週木曜日午後７時～ 時、毎週金曜
日午後２時～５時
場所 そぴあしんぐう
問い合わせ先 貞国妙香
☎０９０ ─１９２７ ─４９１９

◎啓峰吟詠会初吟会
２ 月 ３ 日 に ホ テ ル セ ン ト ラ ー ザ 博 多 で、 啓
峰 吟 詠 会 の 初 吟 会 が 盛 大 に 開 催 さ れ ま し た。
長年の努力が認められ、宗家から宮田明子さ
んと西園公子さん２人が師範の免状を授与さ
れました。

11

10

かけ焼きおかず
山田英季

27

11

15

申込方法 電話、図書館カウンター

40

申込開始日 ２月 日（火）

おすすめ新着本

土
1

2

3

●「野菜づくりのコツと裏ワザ」野菜づくり講習会
10

野菜づくりに役立つコツと裏ワザを、講話と映像で楽しく学

9

間ひまかけずに美味しいごは

◎そぴあしんぐう作品展示
俳句（くす若葉会） ３月７日（水）まで
みき写真倶楽部 ３月８日（木）～ 日（水）
マイニットクラブ
３月 日（木）～４月４日（水）

13

8

んが食べられるレシピを紹介。

21

7

あなたもチャレンジ！野菜づくり

30

10

6

特設コーナー

20

22

5

…
【休館日】

4
…コロちゃんのおはなし会
対象 ３歳以上
時間 午後２時～

金
■問い合わせ先 町立図書館
☎９６２- ５５００（直）
開館時間 午前１０時～午後６時

木
水
火
月
日

３月

文化協会だより

■問い合わせ先

新宮町文化協会（そぴあしんぐう内）☎０８０- ２７１３- ８１００（直）
毎週火曜日・木曜日の午前９時～午後１時
メールアドレス bunkakyoukai@air.ocn.ne.jp

平成３０年度
介護予防サポート事業給付金の申請受付
問い合わせ先

対象

役場健康福祉課

☎９６２－０２３９（直）

町からのお知らせ

６５歳以上の新宮さぽーたーず手帳を持って

いる人で、ポイントの精算を希望する人

申込・問い合わせ受付時間

給付基準
１ポイント
当たり

上

限

①セルフサポート
ポイント

２０円

１００ポイント
（２,０００円）

②地域サポート
ポイント

４０円

８０ポイント
（３,２００円）

③生活支援サポート
ポイント

８０円

５０ポイント
（４,０００円）

※給 付上限は①～③のポイント合計が５,０００円で
す。
※①のみで申請する場合は、２５ポイント以上必要
です。②か③が１ポイント以上あれば、①が２５
ポイント未満でも申請できます。
持ってくるもの

新宮さぽーたーず手帳、本人名義

の通帳、印鑑
※昨 年度までに申請したことがあり、振込口座の
変更が無い人は、本人名義の通帳の持参を省略で
きます。
申請締切日

４月２７日（金）

※申 請は１回のみです。申請後に貯めたポイント
を再度申請したり、翌年度に繰り越したりするこ
とはできません。
※本人以外の代理申請も可能です。
申請・問い合わせ先
地域包括支援センター

☎９６３－０６６３

※４ 月２日（月）以降は、福祉センター（現ボラン
ティアセンター１階事務室）での申請になります。

月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時
（祝休日は除く）
※特に記載のないものは、この受付時間にな
ります。

休日開庁します
３月２５日（日）・４月１日（日）

問い合わせ先

役場住民課

☎９６３－１７３３
（直）

例年、３月から４月にかけては窓口が混雑するた
め、次の日時に臨時で窓口業務を行います。
休日 開庁日時

３月２５日（日）と４月１日（日）の

午前１０時～午後２時
窓

口

取扱業務

転出入・転居届とそれに伴
住民課
う各種証明発行、国民健康
☎９６３－１７３３（直）
保険証・医療証の手続き
児童手当の手続き
※児 童扶養手当に関する各
子育て支援課
種手続き、保育所入所申
☎９６３－２９９５（直）
込受付は、事前に問い合
わせください。
学校教育課
町立小・中学校の転出入の
☎９６３－１７３９（直） 手続き
税務課
転出入に伴う各種税務関連
☎９６３－１７３１（直） 証明書の発行
上下水道課
上下水道の使用開始・中止
☎９６３－１７３６（直） の手続き
環境課
ごみの出し方の説明
☎９６３－１７３２（直）
（※１）手続きに際して新宮町以外の市区町村に確
認が必要な場合など、受け付けできないことが

介護予防ポイント
対象事業

あります。
（※２）子育て支援課は４月からシーオーレ新宮に
移りますが、休日開庁業務は役場で行います。
（※３）マイナンバーカードの交付（電話予約制）も
行います。時間は午前９時～午後４時です。
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チャイルドシート購入費を助成します
問い合わせ先

対象

役場地域協働課

☎９６３－１７３４（直）

次の３つの条件をすべて満たしている世帯

①２０歳未満の子どもが３人以上いる世帯

軽自動車、バイクなどの

廃車・譲渡手続きはお早めに
問い合わせ先

役場税務課

☎９６３－１７３１
（直）

軽自動車税は、毎年４月１日現在で登録している

②６歳未満の子どもがいる世帯

所有者に課せられます。手続きが遅れると車両を所

③主 たる生計維持者の最新所得が５００万円未満で

有していなくても税金が発生することがあります。
譲渡、解体、盗難などで軽自動車・バイクなどを

ある世帯
※その他条件があります。

すでに所有していない場合や、所有者が死亡してい

助成限度額

る場合は早めに手続きをしてください。

１万円（１世帯１回限り）

申請 に 必 要 な も の

領 収 書、 品 質 保 証 書 の 写 し、

チャイルドシートの製造元・品名が分かるもの、

※車 種や手続き内容により、手続き場所や必要な
ものが異なります。詳しくは問い合わせください。

申請書、その他必要書類

車

※条 件や必要書類など、詳しくは問い合わせくだ
さい。
申込書・請求書配布場所
役場地域協働課窓口、町ホームページ

種

○原動機付自転車
（１２５cc 以下）
○小型特殊自動車

役場税務課
☎９６３－１７３１（直）

軽自動車

軽自動車検査協会
福岡主管事務所
☎０５０－３８１６－１７５０

１２５cc を超え
２５０cc 以下のバイク

全国軽自動車協会連合会
福岡県事務取扱所
☎６４１－０４３１

防災行政無線から訓練放送を実施します
問い合わせ先

役場地域協働課

☎９６３－１７３４（直）

全国一斉に地震や武力攻撃などの緊急時に備えた
情報伝達訓練が行われます。訓練放送のため緊急事
態とお間違いのないようご注意ください。
訓練予定日時

３月１４日（水）午前１１時００分ごろ

手続き・問い合わせ先

九州運輸局
二輪の小型自動車
福岡運輸支局
（２５０cc を超えるバイク）
☎０５０－５５４０－２０７８

満７０歳以上の人の運転免許証自主返納を支援します
問い合わせ先

対象

役場地域協働課

☎９６３－１７３４（直）

次の３つの条件をすべて満たす人

①運転免許証を自主返納した時点において町に住民
登録があること
②運転免許証自主返納日において満７０歳以上であ
ること
③申請日において自主返納から６か月以内であるこ
と（罰則や期限切れで取り消しになった場合は除
きます）
申請に必要なもの
○運転免許証を自主返納した際に発行される運転免
許証の取消通知書
○自主返納した旨の記載がある運転免許証の写し
○印鑑（認印可）
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支援内容

次の３つから１つ選択してください。

※１人につき１つで、１回に限ります。
○マリンクス回数券２万円相当分
○タクシー利用券１万５,０００円相当分
○ＩＣカード乗車券１万５,０００円相当分
※即 日交付ではありません。申請からおおむね３
週間程度かかります。
※支 援品の交付対象になるかどうかなど不明な点
は、役場地域協働課に問い合わせください。
※運 転免許証自主返納の手続きは、粕屋警察署に
問い合わせください。（☎９３９－０１１０）
申請先

役場地域協働課

自主的なまちづくり活動を支援します
問い合わせ先

役場地域協働課

☎９６３－１７３４（直）

【平成３０年度まちづくり活動助成金】

【まちづくり活動支援団体の登録】
地域課題の解決や地域の活性化に向けて自ら企画

まちづくり活動支援団体として登録した団体が、

し、自主的に取り組む活動を支援するため、対象と

地域課題の解決や地域の活性化に向けて自ら企画し

なる支援団体の登録を受け付けています。

自主的に取り組む１事業に対して、助成金を交付し

対象団体

ます。

○営利を目的としない公益的なまちづくり活動を行

助成対象事業
次の①から⑥すべてに該当する事業

う団体
○町内に活動拠点を置き、主に町内で活動を行って

①公共性または公益性が認められる事業
②地域振興または地域課題の解決に資すると認めら

いる構成員が５人以上の団体
○代表者および構成員の過半数が町内に居住または

れる事業
③継続性または町民への広がりが期待できる事業

勤務している団体
○会則、構成員名簿、事業、予算、決算などを整備

④町民対象または町民参画型の事業
⑤町関係課との情報交換または協議などが行われて

し、示すことができる団体
○継続的に活動をしている団体または活動予定の団

いる事業

体であって、活動内容などの公表に賛同できる団

⑥他の補助金などを受けていない事業

体

助成限度額

主な支援内容

円（３か年を限度）
※助 成団体および助成金額は、選考委員会で選考

○団体情報の町ホームページなどへの掲載
○シーオーレ新宮およびそぴあしんぐうの施設使用

および審査し、予算の範囲内で決定します。
※選 考および審査にあたり、４月中旬～下旬ごろ

料の減免
○ま ちづくり活動助成金の交付（別途選考審査あ

に開催する選考委員会において事業内容などの説
明をおねがいします。

り）
※登 録申請は随時受け付けています。申請書類は
役場地域協働課窓口または町ホームページから取

申込期間

４月２日（月）～５日（木）

※申 請書類は役場地域協働課窓口または町ホーム
ページから取得できます。

得できます。
申込先

単年度を基本とし１事業あたり２０万

申込先

役場地域協働課

役場地域協働課

計画策定に対する意見募集（パブリックコメント）を行います
問い合わせ先

役場健康福祉課

☎９６２－０２３９（直）

シーオーレ新宮健康福祉課 ☎９６２－５１５１
（直）

町では、次の計画の素案を作成しました。みなさ
んの意見を反映するため、これらの計画に対する意

３月中旬まで

※各 計画（素案）および意見提出用紙は、町ホーム
ページからも取得できます。

見を募集します。
意見の概要と町の考え方などは後日公表します。
なお、個別の対応・回答は行いません。
（１）第 ５期新宮町障がい福祉計画・第１期新宮町
障がい児福祉計画（素案）
（２）新宮町健康増進計画（素案）
閲覧・意見提出用紙配布場所

閲覧・意見提出期間

役場健康福祉課窓口、

提出方法
○メール

fukushi@town.shingu.fukuoka.jp

○郵送
〒８１１－０１９２

新宮町緑ケ浜１－１－１

新宮町役場健康福祉課
○ FAX

９６２－０７２５

シーオーレ新宮ロビー、そぴあしんぐうロビー、
町社会福祉センターロビー
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健康づくりのための運動教室参加者募集
問い合わせ先

地域包括支援センター（新宮町役場内） ☎９６３－０６６３
（直）

最近、動くことに自信がなくなってきた人はもち

対象

町内に住む６０歳以上の人

ろん、体力に自信がある人も、自分らしくより元気

内容

ストレッチ体操、筋力トレーニングなど

に過ごすために健康運動指導士の指導のもと、楽し

参加費

く運動する機会を作りませんか。

申し込み

随時

申込方法

窓口、電話

無料

日時・場所
グループ
場所

グループ１

グループ２

グループ３

シーオーレ新宮 シーオーレ新宮
福祉センター
（多目的ホール）
（多目的ホール）

グループ４
福祉センター

介護予防ポイント
対象事業

グループ５

グループ６

シーオーレ新宮 シーオーレ新宮
（多目的ホール）
（多目的ホール）

日時

第２・４金曜日 第１・３木曜日 第１・３水曜日 第２・４水曜日 第１・３金曜日 第１・３金曜日
午前１０時～
午後２時～
午前１０時～
午前１０時～
午前１０時～
午前１０時～
１１時３０分
１１時３０分
１１時３０分
１１時３０分
１１時３０分
３時３０分

４月

１３日 ２７日

５月

１１日 ２５日 １０日 ２４日

５日 １９日

４日 １８日 １１日 ２５日
２日 １６日

６日 ２０日

９日 ２３日 １８日

６日 ２０日

２８日
１８日
（月）

６月

８日 ２２日

７日 ２１日

６日 ２０日 １３日 ２７日

１日 １５日

１日 １５日

７月

１３日 ２７日

５日 １９日

４日 １８日 １１日 ２５日

６日 ２０日

６日 ２０日

８月

１０日 ２４日

２日 １６日

１日

３日 １７日

３日 １７日

９月

１４日

６日 １３日

５日 １９日 １２日 ２６日

７日

７日

１０月

１２日

４日

３日 １７日 １０日 ２４日

５日

９日 ３０日

１日 １５日

７日 ２１日 １４日 ２８日

２日 １６日

２日 １６日

２７日
（木）

６日 １３日

５日 １９日 １２日 ２６日

７日 ２１日

７日 ２１日

１１月
１２月
１月

１４日

１１日 ２５日 １０日 ２４日

８日 ２２日

１５日
（月）

９日 ２３日 １６日 ３０日 １８日

５日

１５日
（月）

１８日 ２５日

２月

８日 ２２日

７日 ２１日

６日 ２０日 １３日 ２７日

１日 １５日

１日 １５日

３月

８日 ２２日

７日 １４日

６日 ２０日 １３日 ２７日

１日 １５日

１日 １５日

※会場の都合で、日程変更する場合があります。

児童扶養手当再認定請求のお知らせ
問い合わせ先

役場子育て支援課

☎９６３－２９９５（直）

児童扶養手当は児童が障がいの状態にある場合、
２０歳未満まで支給されます。該当する受給者は
「再認定」の申請が必要です。
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申請の際、診断書などが必要な場合があります。
詳しい内容は問い合わせください。

ね

マタニティ＆ママの集いの会

楽しい音教室参加者募集
問い合わせ先

地域包括支援センター（新宮町役場内）
☎９６３－０６６３（直）

問い合わせ先

シーオーレ新宮健康福祉課 ☎９６２－５１５１（直）

幼児教育専門家の熊丸みつ子先生による子育て講

キーボードを楽しみながら弾くことで、指先を刺

話を行います。新聞紙を使って子どもたちとのふれ

激し脳の活性化を促す教室です。月２回の参加で、

あい遊びを実践します。妊婦やパパの参加も大歓迎

終了時には曲が演奏できるようになります。練習・

です。笑って泣いて元気になれる先生の講話は毎回

個別指導の時間を設けるので、家にキーボードがな

好評です。

くても心配ありません。講師がサポートしますの
で、初心者でも安心して参加できます。この機会に

日時

ぜひ、楽器に触れてみませんか。

内容 「楽しく遊んでふれあって

３月１３日（火）午前１０時～１１時１５分ごろ
うちの子最高

～新聞紙を使って遊ぼう～」
日程・時間

 幼児教育専門家の熊丸みつ子先生による講話・

午前１０時３０分～正午

新聞紙遊びなど

４月９日（月）・１６日（月）

場所

５月７日（月）・２１日（月）

対象

６月４日（月）・１８日（月）
７月２日（月）・２３日（月）
８月６日（月）・２０日（月）

町社会福祉センター（子育て支援センター）

介護予防ポイント
対象事業

○町内に住む妊婦とその家族
○町内に住む乳幼児がいる家族
持っ てくるもの

９月３日（月）
場所

シーオーレ新宮

対象

６０歳以上で介護認定を受けていない人

申込締切日

定員

１０人（先着順）

参加費

教材費

レッスンルーム

１,０８０円（初回に集めます）

申込期間

３月１日（木）～９日（金）

申込方法

窓口、電話

申込先

町地域包括支援センター

紙５枚ほど（持っている人）
３月８日（木）

無料

申込方法
申込先

窓口、電話
シーオーレ新宮健康福祉課

福岡県若年者専修学校などへの

技能習得資金貸与事業
問い合わせ先

カンガルー講座
問い合わせ先

親子リトミック

シーオーレ新宮社会教育課 ☎９６２－５１１１
（直）

リズムに乗って音楽にふれる「リトミック」を親

役場総務課

☎９６３－１７３０
（直）

経済的な理由により専修学校などへの修業が困難
な若年者を対象に、修学資金を貸与する事業を実施
しています。
対象

子で楽しみませんか。

母子健康手帳（妊婦の人）・新聞

中学校・高等学校の新規卒業者および当該年

度の高等学校中退者
日時

※収入基準あり

３月１８日（日）

①午前１０時～１０時５０分（０歳児～２歳児）
②午前１１時～正午（３歳～就学前）
場所

シーオーレ新宮

対象

町内に住む就学前までの子どもと保護者

定員

各２０組（先着順）

服装

動きやすい服装（裸足になります）

持ってくるもの
申込

飲み物、着替えなど

受付中

申込方法
申込先

多目的ホール

窓口、電話
シーオーレ新宮社会教育課

対象学校

職業に必要な技術・技能の習得を目的と

した専修学校および各種学校
貸与額
○修学資金

５万３,０００円 / 月（専門課程）、
３万円 / 月（その他の課程など）

○入校支度金

１０万円

貸付利息

無利子

貸付期間

在学期間（留年不可）

返還期間

在学期間の３倍の期間以内（最長１２年）

※詳しくは問い合わせください。
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平成２９年度一般職非常勤職員（図書司書・管理栄養士）採用試験
問い合わせ先

町立図書館

☎９６２－５５００（直） シーオーレ新宮健康福祉課

図書司書採用試験 

☎９６２－５１５１
（直）

管理栄養士採用試験 
【採用試験案内・申込用紙配布場所】

【採用試験案内・申込用紙配布場所】

○シーオーレ新宮１階窓口

○町立図書館

月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時

火曜日～日曜日の午前１０時～午後６時

○町ホームページ

○シーオーレ新宮１階窓口

【提出書類】

月曜日の午前８時３０分～午後５時

○新 宮町一般職非常勤職員登録申込書（必要事項

○町ホームページ

を記入、写真貼付）

※郵 送での請求は、封筒の表に「司書採用試験申
込請求」と朱書きし、１２０円切手を貼付のうえ、

○管理栄養士免許の写し

宛名・郵便番号を明記した返信用封筒（A4 サイ

【申込締切日】３月２日（金）※郵送は必着

ズ対応）を同封し、送付してください。

【申込先】シーオーレ新宮健康福祉課

【配布期限】３月１５日（木）
【提出書類】

試験日

○新宮町一般職非常勤職員採用試験申込書
（必要事項を記入、写真貼付）
○司書資格証書の写し
【申込締切日】３月１５日（木）※郵送は必着
【申込先】町立図書館、シーオーレ新宮１階窓口
試験日

３月２２日（木）

採用
１人程度
人数

試験会場 シーオーレ新宮

就業
町立図書館
場所

試験内容 面接（予定）

賃金

月額
１７万２,１００円

○司書資格を有すること
○平成３０年３月末までに司書資格を取
（年齢不問）
得見込みであること
受験資格

任用期間 ４月１日～平成３１年３月３１日
勤務日数 火曜日～日曜日のうち週５日程度（祝休
勤務時間 日を含む）の午前９時４５分～午後６時

平成２９年度
問い合わせ先

試験会場 シーオーレ新宮

就業
シーオーレ新宮
場所

試験内容 面接

賃金

受験資格
（年齢不問）

月額
２８万１,０００円

管理栄養士免許を有すること

任用期間 ４月１日～平成３１年３月３１日
勤務日数 月曜日～金曜日の
勤務時間 午前８時４５分～午後５時
図書司書採用試験・管理栄養士採用試験共通
【申込方法】持参、郵送
※郵 送の場合、封筒の表に「受験申込」と朱書き
し、簡易書留で送付してください。申込締切日
が近い場合は速達で送付してください。
※試験などの詳細は、試験案内をご覧ください。

歴史資料館企画展「漁労具と農耕具」

シーオーレ新宮町立歴史資料館

☎９６２－５５１１
（直）

歴史資料館には、これまでに収集した民俗資料が
大きいものから小さいものまで、約３００点以上あ
ります。そのなかでも、農業や漁業に関連する道具
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３月９日（金） 採用
１人
※応相談
人数

※毎週月曜日は除きます。
※３ 月５日（月）～３月９日（金）は企画展準備のた
め休館です。

の展示を行います。

開館時間

期間

場所

３月１０日（土）～４月８日（日）

午前９時３０分～午後５時

町立歴史資料館（シーオーレ新宮４階）

町営渡船無料乗船券、福祉タクシー利用券の交付
問い合わせ先

役場健康福祉課

☎９６２－０２３９（直）

○特定疾患医療受給者証の交付を受けている人

平成３０年度分町営渡船無料乗船券、福祉タク

【持ってくるもの】 対象の手帳や受給者証、印鑑

シー利用券の交付申請を受け付けます。

※無料乗船券を希望する満７０歳以上の人は印鑑のみ

なお、平成２９年度分の無料乗船券、福祉タク
シー利用券の有効期限は３月３１日までです。

※福 祉タクシー利用券は、申請月から年度末月ま

【無料乗船券対象】

での月数に応じて発行します。早めの申請をおす

町内に住民票を有し、次のいずれかに該当する人

すめします。

○身体障害者手帳の交付を受けている人

受付開始日

○療育手帳の交付を受けている人

受付場所

３月２７日（火）
役場健康福祉課

○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
【相島に住んでいる人の申請】

○特定疾患医療受給者証の交付を受けている人
○満７０歳以上の人
【福祉タクシー利用券対象】
町内に住民票を有し、次のいずれかに該当する人

受付日時

３月２０日（火）午前１０時～午後１時

受付場所

相島きずな館

※福 祉タクシー利用券の受け取りを希望する人は、

○身体障害者手帳１、２級の交付を受けている人

事前に電話で申し込みください。

○療育手帳「Ａ」の交付を受けている人
○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

消費生活相談室
だより

町では週 ２ 回、消費生活相談室を開設しています。
身の回りの消費者トラブルなど気軽に相談してください。
相談は無料、町外在住の専門相談員が対応します。
問い合わせ先

役場産業振興課

☎ ９６２ － ０２３８（直 ）

相談場所 役場 ２ 階 消費生活相談室
相談日時 毎週火曜日・金曜日 午前 ₁ ₀ 時～午後 １ 時・午後 ２ 時～ ４ 時 ※祝日は除く
相談専用番号 ☎ ４１０ － ２１８２（開設時のみ ）

クレジットカードの利用明細は必ず確認しましょう！
公共料金や携帯電話料金、インター
ネットショッピングなどさまざまな料金
の支払いにクレジットカードを利用する
人が増えています。しかし、便利な反面、
利用明細の確認を怠ると、カードの不正
使用などの被害に気づかない危険性があ
ります。クレジットカード会社からの
「口座残高不足」の案内が届いてから、利
用した覚えのない請求があることに気づ
くケースが多発しています。

対

策

○利 用明細書の定期的な確認が大切です。明細書を
インターネットで確認するＷＥＢ明細にしている人
も、日ごろから心がけましょう。
○クレジットカードを利用したときの伝票などと照ら
し合わせて確認しましょう。
○覚えのない請求があったら、早急にクレジットカー
ド会社に連絡しましょう。
○困ったときは消費生活相談室に相談してください。
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行政に対する苦情、高齢者や家族の悩み、

福祉サービスの利用や金銭管理について

の不安、生きがい活動などの相談
３月１３日（火）

会福祉協議会職員

☎９６３－０９２１（直）

13

15

30

※予 約不要です。会場に午後２時３０分ま

でにお越しください。

18

ハガ
 キ
〒８
 １０ ─００４４ 福岡
市中央区六本松１ ─２ ─
主催 県腎臓病患者連絡協議
会、アステラス製薬（株）

ファミサポ会員募集 

ファミリー・サポート・セ
ンターとは、育児の援助を行
いたい人（まかせて会員）と育
児の援助を受けたい人（ おね
がい会員 ）が会員となり、 セ
ンターが仲介して会員同士で
支え合う会員組織です。一時
預 かりや、 保 育 園、 幼 稚 園、
習いごとの送迎などを行いま
す。まかせて会員、おねがい
会員を募集中です。会員にな
るには研修を受ける必要があ
ります。詳しくは問い合わせ
ください。
なお、年２回実施する、ま
かせて会員講習会の詳しい日
程は来年度お知らせします。
問い合わせ先
町フ
 ァミリー・サポート・
センター
☎６９２ ─９６２２

16

Living Information

ンター団体事務室

暮らしの情報

い。相談は無料で、秘密は固く守ります。

※ラケ
 ットがない人には貸し
出します。
参加費 １人３ ０ ０円（ 中学
生以下は１人１００円）
※当日
 参加もできますが、で
きるだけ事前に申し込みく
ださい。
申込・
 問い合わせ先 町体育
協会バドミントン部 森田
☎０９０ ─
３０７７ ─１３７５

ボランティアセ

バドミントン
体験・交流会

情や心配ごとなど、気軽に相談してくださ

無料法律相談 

※１人当たり３０分
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みなさんの身のまわりに起こっている苦

切 なア ド バイス を 行いま す。 申込受付開始日
３月１日（木）
相談は要予約です。
日時 ３ 月 日（ 木 ）午 後 １ 申込方法 窓口、電話

問い合わせ先
時～午後４時
町社会福祉協議会
※１人当たり 分
☎９６３ ─０９２１（直）
場所 町社会福祉協議会 ボ
ランティアセンター団体事
第７回市民公開講座 
務室
対象
原則として町内に住む人
※裁判
 所で訴訟中のもの、弁
護士に依頼済みのものは受
付できません。また、ひと
つの内容につき１回の利用
に限ります。
定員 ６人（先着順）

町社会福祉協議会
問い合わせ先

法的な知識を必要とする複
雑な問題に対し、弁護士が適

午前１０時～午後３時

11

バドミントン体験教室およ
び交流会を開催します。興味
のある人は参加してみません
か。
日時 ３ 月 日（ 日 ）午 前 ９
時 分～午後０時 分
※午前９時 分受付開始
場所 新宮東小学校体育館
対象 町内に住む人、町内事
業所に勤務する人
必要な も の 運 動 で き る 服
装・体育館シューズ・ラケ
ット

「 あなたにもっと知ってほ
しい 腎移植 」と題し、 腎移
植に関する最新情報を移植専
門医が講演します。
日時 ３ 月 日（ 日 ）午 後 ２
時～４時
場所 ＦＦＧホール（ 福岡市
中央区天神２ ─ ─１）
対象 講座内容に興味がある
人、腎臓病患者、医療従事
者、行政関係者など
定員 ７００人
参加費 無料
※託児はありません。
※車いす 席 を 希 望 す る 人 は、
お知らせください。
申込方
 法 電話・ＦＡＸ・メ
ール・ハガキ
申込先
県腎臓病患者連絡協議会
☎７１３ ─８０２０
７３３ ─４２００
 FAX

 fjk@titan.ocn.ne.jp
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生活・家庭不和・結婚・近隣の問題、
内容

人権擁護委員、行政相談委員、社
相談員

30

日時

町社会福祉協議会
場所

30

心配ごと・福祉なんでも相談

魅力を発信しています。今回は、世界文化遺産

時間

午前８時３０分～１０時

「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の宗像大

○ゴール

社・辺津宮と、新原・奴山古墳群を学ぶウォーキ

場所

JR 福間駅

ングイベントです。先着５００人は地域の特産品

時間

午後５時まで

先着順に受け付けます。試食チケットは先着

が試食できます。歴史や自然、グルメを満喫しま

距離約２０㎞

せんか。

※事 前申込は不要です。当日、ＪＲ東郷駅にて

Living Information

無料

参加費

３月２１日（水・祝）※雨天決行
日程

暮らしの情報

10

ひとり親
 サポートセンター

JR 東郷駅

ぬやま

○スタート
町では、広域的な交流人口増加を目的に、古賀

☎６４３－３１８１（直） FAX６４３－３１６４

▲新原・奴山古墳群

むなかた・ふくつウォーキング
世界遺産を巡る

20

10

24

30

60

30 30

ひとり親家庭の人などを対
象に、ハローワークと連携し
た就業支援や養育費相談など
を行っています。次の支援を
希望する人は、まずはお電話
ください。
○就業支援
○養育費相談
○無料弁護士相談
問い合わせ先
ひと
 り親サポートセンター
（春日センター）
☎５８４ ─３９３１
日時 月～金曜日の午前９時
～午後５時、第１・第３土
曜日と毎週日曜日の午前９
時～午後４時

場所

しんばる

12

11

日時 ３ 月 日（ 土 ）正 午 ～ 参加費 無料
午後３時（ 受付は午前 時 申込締切日 ３月 日（火）
申込方 法 Ｆ Ａ Ｘ、 ハ ガ キ
～午後２時 分）
場所 福岡国際会議場５階国
（申込締切日消印有効）
際会議室（ 福岡市博多区石 記載事 項 郵 便 番 号、 住 所、
城町２ ─１）
氏名、電話番号、ＦＡＸ番
対象 おおむね 歳以上の人
号、 希望グループ（ ①午前
参加費 無料
の部または②午後の部）
問い合わせ先
宛先
県 歳現役応援センター
○ＦＡＸ
☎４３２ ─２５４０
０９４３ ─７２ ─１５５８
○ハガキ
「緑の教室」
〒８３９ ─１２１３
受講者募集

久留 米 市 田 主 丸 町 益 生 田
１１２５ 福岡県緑化セン
県緑化センターでは、庭木
ター「緑の教室」係
の育て方や庭づくりの基礎知
識を学ぶ「緑の教室」を開催 受講者 決 定 ４ 月 日（ 火 ）
します。
ごろまでに通知
日程 ４月～ 月、 月の第 問い合わせ先

県緑化センター管理事務所
３または第４日曜日
☎０９４３ ─
時間
７２ ─１１９３
※いずれかを選択して受講
※月曜日休館、祝日開館
○午前の部 ９時 分～正午
○午後の部 １時 分～４時
場所 県緑化センター（ 久留
米市田主丸町益生田１１２
５）
対象 県内に住んでいて年間
を通じて出席できる人
定員 午前、午後の部ともに
各 人（応募者多数の場合、
抽選）

市・福津市・宗像市および県と連携し、各市町の

へ つ ぐ う

アクティブシニア
 しごと合同説明会
シニアの就業を支援するた
め、説明会を開催します。企
業との面談ブースのほか、専
門相談員による相談コーナー
も設置します。
より良いセカンドライフを
過ごすためのヒントを提供す
る「アラカンフェスタ」との同
時開催です。

70

50

５００人に配布します。

問い合わせ先

県企画・地域振興部広域地域振興課
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３月号もくじ
４月１日から一部の課が移転します……………………… ２
春の火災予防運動…………………………………………… ４
おもてなし協会通信………………………………………… ６
みんなのひろば……………………………………………… ８
ニセ電話詐欺多発中 !!………………………………………… 10
みんなの人権………………………………………………… 11
歯科医師会だより・かんがるーひろば…………………… 12
図書館だより・文化の風…………………………………… 13
町からのお知らせ…………………………………………… 14
暮らしの情報………………………………………………… 21
新設中学校の校名を募集します !!・ハッピーバースデー…… 24

後期高齢者医療被保険者の生活習慣病の予防お
よび早期発見・早期治療を目的に健康診査を行っ
ています。まだ受診していない人は、実施医療機
関に予約し、受診してください。
対象

県後期高齢者医療制度の被保険者（糖尿病や

高血圧症などの生活習慣病で治療中の人は受診

今月の表紙

の対象となりません）
受診期限

立花幼稚園と立花小学校の交
流給食です。幼稚園児が小学校
に行き、一緒に給食を食べます。
はじめは緊張した様子の園児た
ちでしたが、小学生のおにいさ
んおねえさんに優しく声をかけ
てもらいながら、楽しくおいしい
給食の時間を過ごしていました。

３月３１日（土）

受診 時に必要なもの

後期高齢者医療の保険証、

受診票、自己負担金５００円
※受 診票が見あたらない場合は再発行します。県
後期高齢者医療広域連合へ問い合わせください。
実施医療機関（新宮町内）

町内の犯罪件数

○相島診療所
（１２月 ）

☎９６２－４３６１

○江口内科クリニック
○加野病院

☎９６３－５０８０

☎９６２－２１１１

性犯罪

０件

強盗

０件

ひったくり

０件

乗り物盗

４件

空き巣など

０件

自販機ねらい

０件

○新宮整形外科医院

車ねらい

１件

万引き

４件

○じんばやし整形外科リウマチ科医院

合

計

９件

町内の交通事故件数 
１２月中
件数
内 高齢者の事故
死者数
負傷者数

（１２月末現在）
累計（１月～１２月）

２５（－７）

２６４（－２８）

９（+３）

７０（－１０）

１（+１）

２（+２）

３１（－１２）

３７１（－４８）

※（ ）内は前年比
安全不確認による事故が多くなっています。

（１月末現在）

口

３２,６２０人

（＋５６）

男

性

１５,８５８人

（＋１７）

女

性

１６,７６２人

（＋３９）

世帯数

１２，
７１4 世帯

（＋３６）

生

３５人

死

亡

☎９６２－１９３１

○新宮クリニック

○竹村医院

７人

☎９６２－２２３３
☎９６２－２２８１
☎９６２－０２００

☎９６２－０８４６

○千鳥橋病院附属たちばな診療所
○成松循環器科医院
○原外科医院

☎９６２－５２１１

☎９６２－００２２

☎９６２－０７０４

○やまだ消化器科内科クリニック

☎９４１－２２２５

※町 外の医療機関で受診を希望する場合は、下記
までご連絡ください。
問い 合わせ先

県後期高齢者医療広域連合お問い

合わせセンター

人

出

○川﨑内科医院

☎６５１－３１１１

交流給食でのできごと。園
児の小さな手ではストローを
差 す の も 一 苦 労 で す。 そ の
姿を見るやいなや、小学生が
「 持 っ て る か ら、 ゆ っ く り 差
し て ね 」と 声 を か け て い ま し
た。私が小学生の頃を振り返
ると、こんなにおねえさんら
し く で き て い た だ ろ う か …、 
甘えてばかりだったよう 
な…、と反省点ばかりです。
もうすぐ進級・進学の季節。
頼もしい姿を見ることができ
（花田）
ました。 

人の動き
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受診期限迫る！
健康診査を受けましょう！

新設中学校の校名を募集します！！
生徒数の急増に伴い、町内２校目の中学校となる新設
中学校が平成３１年４月に開校します。そこで、校名を
募集します。詳しくは折込チラシ、町ホームページをご
覧ください。
また、昨年１０月に新設中学校開校準備委員会を設置
しました。新設中学校開校が子どもたちや校区のみなさ
んの夢と希望の実現につながるよう、準備や取り組みを
行っていきます。
問い合わせ先

役場学校教育課

☎９６３-１７３９（直）

▲建築中の様子（１月 31 日現在）

３月生まれ
ふるかわ

古川

お う ま

た な か

桜真ちゃん

田中

あ ら た

しのはら

新大ちゃん

篠原

（下府１）
３月２３日生まれの３歳

（中央駅西）
３月２２日生まれの１歳

（中央駅前）
３月１日生まれの３歳

おうちゃん、3 歳の
誕生日おめでとう♡い
つも癒しをありがと
う！元気に育ってくれ
てありがとう！かっこ
いい！兄弟仲良くね～

新大くん１歳のお誕
生日おめでとう！いつ
もニコニコの新大くん
にパパとママは癒され
ています♡元気にすく
すく成長してね

３歳のお誕生日おめ
で と う！ 今 年 は お 姉
ちゃんにもなったね！
蒼依のニコニコ笑顔で
家族みんな幸せです！

なかむら

中村

きょうご

ま さ き

匡吾ちゃん

正木

えじょう

い わ た

慧乗ちゃん

岩田

４月生まれで掲載を希望する人（満３歳まで）
は、電話で予約後、写真とメッセージ（６０文字
以内）を提出してください。定員（１０人）になり
次第締め切ります。
予約開始日時 ３月１日（木）午前８時３０分～
電話受付時間 ８：３０～１７：００
写真・メッセージ提出期限 ３月５日（月）
※写真は頭全体が入っているもの
申込・問い合わせ先
役場地域協働課 ☎９６３－１７３４（直）

あ お い

蒼依ちゃん

さ

え

紗英ちゃん

もり

森

ち あ き

千明ちゃん

（ファーネスト新宮）
３月２９日生まれの１歳

（原上）
３月２８日生まれの１歳

（夜臼４）
３月２４日生まれの２歳

（夜臼１）
３月２３日生まれの３歳

１歳のお誕生日おめ
でとう！これからもた
くさん笑って過ごそう
ね♡生まれてきてくれ
てありがとう♡大好き
だよ♡♡

お誕生日おめでと
う！慧乗の笑顔にみん
なが癒されてるよ。こ
れからも、いつも笑顔
で元気に育ってくれる
ことを願ってるね

２歳のお誕生日おめ
でとう！歌とダンスが
上手な紗英ちゃん♡笑
顔も泣き顔も全て大好
きです♡毎日が幸せで
あふれますように☆

千明君お誕生日おめ
でとう ４月から幼稚
園だね。いっぱいお友
達を作って楽しく遊ん
でね

※ホームページに掲載許可の人のみ受け付けますので、ご了承ください。
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