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活動する３３,０００人のまちづくり情報誌
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今月のピックアップ
○確定申告ガイド

通 学 路 は季節の花でいっぱい！

確定申告ガイド

自宅で申告書作成！国税庁
「確定申告書等作成コーナー」
http://www.nta.go.jp

～所得税の確定申告、

町県民税（住民税）申告を忘れずに！～

確定申告期間

２月１８日（月）～３月１５日（金）※ 土・日を除きます。

問い合わせ先 香椎税務署 ☎６６１－１０３１

Step 1

作成コーナー

役場税務課 ☎９６３－１７３１（直）

申告会場・対象は？
次の人は、必ず香椎税務署で申告して

役場３階大会議室

前年分の事業所得、不動産所得およ


▲

受付時間

ください。

午前９時～１１時、午後１時～３時

び雑所得（年金所得を除く）が３００万

▲ ▲

年金・給与収入のみの人

円を超える人

営業・不動産・農業などの収入がある人

▲ ▲

株式や土地の譲渡所得などがある人

例年、初日から数日間は大変混みあい、かなり

贈与所得がある人

待ち時間がかかります。急がない場合は、数日経
過してからの来場をおすすめします。
【営業所得などの事前予約】
営業・不動産・農業などの収入がある人は、予
約すると優先的に案内します。

香椎税務署 （駐車場は利用できません）
受付時間
休日受付日
２月２４日（日）
・３月３日（日）

予約期間

質問や必要書類の確認は電話で問い合

２月１日（金）～予約希望日前日の午後５時
（土曜日・日曜日を除く）
予約方法

電話、税務課窓口

自己申告コーナー設置！
職員が作成を補助します。今後は自宅で申告書
が作成できるようになります。

午前９時～午後４時

わせができます。
自動音声案内にそって、相談内容の番
号をプッシュしてください。
☎６６１－１０３１



新宮相島漁業

協同組合本所２階
日時

２月７日（木）
午前９時３０分～午後４時

※利用者識別番号が分かるものが必要
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税理士会による申告相談センター

（福岡会場）
日程

２月１８日（月）～２７日（水）
※土曜日・日曜日を除く。
受付時間 午前９時３０分～午後４時
場所 九州北部税理士会館
（福岡市博多区博多駅南１－１３－２１）
【受け付けできないケース】
○前年分の事業所得、不動産所得および雑所得（年金所得
を除く）が３００万円を超える人
○前 々年分の消費税の課税売上高が３,０００万円を超え
る人
○給与所得があり、給与収入総額が８００万円を超える人
○土地・建物等および株式などの譲渡所得がある人
○贈与税・相続税の申告または相談

Step 2

商工業者向け無料税務相談
問い合わせ先
新宮町商工会 ☎９６３－４５６７
実施日程
２月１日～３月２９日の
月曜日・水曜日・金曜日

２月２１日（木）
、２６日（火）
、
３月１２日（火）
※期間中の休み
２月１１日（月・祝）
、３月１１日（月）、
１５日（金）～２７日（水）
受付時間
午前１０時～正午、午後１時～４時
場所 新宮町商工会館
担当税理士 中原義也さん

所得税の申告が必要な人は？

○個人事業（農業、営業など）をしている

○給与と年金を受給している

○不動産収入がある

○郵便局、信託銀行、保険会社からの年金がある

○土地や建物を売った

○平成３０年中に生命保険などの満期一時金や解約一

○請負契約などの報酬がある
○２か所以上から給与を受けている

時金の支払いを受けた
○給与収入額が２,０００万円を超える
○給与所得、退職所得以外の所得が２０万円を超える

Step 3

町民税の申告が必要な人は？

○事 業（農業、営業など）をしている、不動産収
入がある、土地や建物を売った人のうち、所得
税が発生しない人
○給与所得に加え、２０万円を超えない給与所得
○公的年金などを受給しており、次のいずれかに
該当する
▲

生命保険料控除、医療費控除などの各種控除
を申告したい

などの配当）がある
○障害基礎年金・遺族年金の収入のみである
○平成３０年中に収入がなく、次のいずれかに該当する
国民健康保険に加入している

▲ ▲ ▲

以外の所得がある

興特別所得税の源泉徴収税率が２０.４２％の上場株式

親族の扶養に入っていない
町外居住者の扶養に入っている（単身赴任者の家族
など）

【次のいずれかに該当する場合は申告不要】
○所得税の確定申告をする

がある

○平成３０年中の収入が１か所からの給与所得のみで、

▲

２０万円を超えない公的年金など以外の所得

○配当収入（非上場株式の配当、所得税および復

勤務先から町へ年末調整済みの「給与支払報告書」が
提出されている（提出状況は勤務先に確認ください）
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Step 4

申告に必要なもの

①平成３０年１月～１２月の収入がわかるもの → A へ
②控除のための書類 → B へ
③「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類」
④本人の認め印 ※新規に口座振替で納税する人は、銀行届出印も必要です。
⑤本人名義の金融機関の口座番号がわかるもの（通帳など）
⑥香椎税務署からの「確定申告お知らせハガキ」 ※ 届いた人のみ

Ａ

平成３０年１月～１２月の収入がわかるもの

【営業や農業をしている、不動産所得がある】
○総 収入金額・必要経費の内容を記載した収支
内訳書
○収入や経費がわかる帳簿、領収書

【

【給与所得や公的年金などの雑所得がある】
○支 払いを受けたことを証明する給与・年金な
どの源泉徴収票

【保険の満期金や一時金などがある】
○収入と払い込み保険料がわかる明細書など

Ｂ

郵便局や信託銀行・

保険会社などからの年金がある

】

○
「支払年金額などのお知らせ」
「年金給付額計算
書」
「年金支払証明書」など

控除のための書類
○生命保険料、地震保険料の支払証明書
○国 民健康保険税、介護保険料、国民年金保険
料の支払証明書、社会保険料任意継続分の領
収証など
○身体障害者手帳、障害者控除対象者認定証（要

【

寄附金控除（政治献金、社会福祉法人など）を
受ける人

○寄附したことが記載された領収書

】

※政 治献金は、選挙管理委員会の確認印のある
証明書が必要

介護認定を受けた人）など
【寄附金控除（ふるさと納税）を受ける人】
【住宅ローン控除を受ける人】

○各自治体が発行する寄附金受領書

○住宅取得資金の借入金の年末残高証明書
○登記事項証明書（原本）
○売買契約書などの写し
※長 期優良住宅は、認定通知書の写しと住宅用
家屋証明書の写しが必要

確定申告が不要な給与所得者や年金所得者
で、申告の手続きを簡素化する「ワンストッ
プ特例」を申請した人は申告不要です。
「ワン
ストップ特例」の申請をした人が確定申告を
した場合や、６か所以上の自治体に寄附した
場合、特例は無効となります。ふるさと納税
分も含めて必ず確定申告をしてください。
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Ｂ
【火災などの災害による雑損控除を受ける人】
○被災した事実を証明する書類（り災証明書など）
○損失の明細書

控除対象とならないものの例
○インフルエンザなどの予防接種
○診断書などの文書料

○支払いを証明できる領収書など

○健 康増進、疲労回復のための栄養ドリンク

○損害保険金の受領内容が判明するもの

やサプリメントなどの購入費用
○入院時の差額ベッド代（病状により個室を使

【医療費控除を受ける人】

用する必要がある場合や、やむを得ず個室

○医療費控除に関する明細書
※自 宅で事前に作成しておくと、申告がスムーズ
に進みます。

を使用する場合は対象）
○人間ドックなどの健康診断のための費用
※重 大な疾病が発見され、引き続き治療を受

【セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）
】
○健康の保持増進および疾病予防への取り組みを証
明するもの

ける場合は対象
詳しくは問い合わせください。

○特定一般用医薬品等購入費を集計した明細書
※本 特例の適用と医療費控除の適用はいずれかに
限られます。

医療費控除の注意点
控除の対象期間

（注１）医 療費の領収書は自宅などで５年間保存す

平成３０年１月１日～１２月３１日

る必要があります。税務署から提示または
提出を求められる場合があります。

平成２９年分の申告から医療費控除のため

（注２）医 療保険者が発行する医療費通知（
「医療費

の領収書の添付が不要となり、「医療費控除

のお知らせ」など）を添付すると、明細の記

に関する明細書」の添付が必要になりました。

入を省略できます。

「医療費控除に関する明細書」は国税局ホー

（注３）平成２９年分～３１年分は、医療費の領収書

ムページからダウンロードできます。

★

次の人は、申告をすると所得税が戻ってくる場合があります
○一定額以上の医療費を支払った人
○政 治献金や地方自治体・公益社団法人など・認定
NPO 法人などに寄附し、寄附金控除を受ける人
○平成３０年中に退職し、年末調整ができなかった人
○火災、地震や風水害、盗難にあった人
○マ イホームを住宅ローンなどで新築・購入（中古を
含む）・増改築して平成３０年中に居住し、一定の要
件に該当する人
※給与収入のみの人は、１年目に申告をすると、２年
目以降は年末調整で控除を受けることができます。
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の添付または提示によることもできます。

【国保・後期】

役場住民課からのお知らせ

問い合わせ先

①上場株式などの住民税の課税方式の選択

役場住民課

☎９６３－１７３３（直）

外となります。

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式な

《住民税で申告不要制度を選択しない》

どの譲渡所得などや、住民税が源泉徴収されて

上場株式などの譲渡所得や配当所得は、繰越

いる上場株式などの配当所得などは、所得税と

控除適用後に、国民健康保険税・後期高齢者医

住民税で異なる課税方式を選択できます。

療保険料の算定対象となります。

（例）上 場株式などの配当所得で、所得税は申告
分離課税で損益通算や繰越控除を利用。住

※税 額上の減額分より、国民健康保険税などが
増額する場合があります。

民税は申告不要制度を選択
②平成３０年分の納付証明の送付
この「申告不要制度」を選択する場合、住民税

「新宮町国民健康保険税」
「福岡県後期高齢者医

の税額決定通知書・納税通知書の送達までに、

療広域連合保険料」の納付証明は、１月第４週に

確定申告書の提出とは別に町民税・県民税申告

圧着はがきで送付します。送付するのは普通徴

書を役場税務課に提出してください。

収（口座振替もしくは納付書振込）の人です。特

《住民税で申告不要制度を選択する》

別徴収（年金から徴収）の人は、日本年金機構か

上場株式などの譲渡所得や配当所得は、国民

ら届きます。

健康保険税・後期高齢者医療保険料の算定対象

平成３０年分 確定申告配偶者控除
①配偶者控除額が改正されました。また、納税義務者の合計所得金額が１,０００万円を超えた場合、配偶者
控除の適用ができなくなりました。
（カッコ内の数字は住民税の控除額）
控除額

納税義務者の合計所得金額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

９００万円以下

３８万円（３３万円）

４８万円（３８万円）

９００万円超９５０万円以下

２６万円（２２万円）

３２万円（２６万円）

９５０万円超１,０００万円以下

１３万円（１１万円）

１６万円（１３万円）

０円

０円

１,０００万円超

②配偶者特別控除額が改正されました。また、対象となる配偶者の合計所得金額が３８万円超１２３万円以下
となりました。
（カッコ内の数字は住民税の控除額）
納税義務者の合計所得金額

９００万円以下

配偶者の合計所得金額

以

上

以

下

９００万円超
９５０万円以下

９５０万円超
１,０００万円以下

３８０,００１円

８５０,０００円

３８万円（３３万円）

２６万円（２２万円）

１３万円（１１万円）

８５０,００１円

９００,０００円

３６万円（３３万円）

２４万円（２２万円）

１２万円（１１万円）

９００,００１円

９５０,０００円

３１万円（３１万円）

２１万円（２１万円）

１１万円（１１万円）

９５０,００１円

１,０００,０００円

２６万円（２６万円）

１８万円（１８万円）

９万円（９万円）

１,０００,００１円

１,０５０,０００円

２１万円（２１万円）

１４万円（１４万円）

７万円（７万円）

１,０５０,００１円

１,１００,０００円

１６万円（１６万円）

１１万円（１１万円）

６万円（６万円）

１,１００,００１円

１,１５０,０００円

１１万円（１１万円）

８万円（８万円）

４万円（４万円）

１,１５０,００１円

１,２００,０００円

６万円（６万円）

４万円（４万円）

２万円（２万円）

１,２００,００１円

１,２３０,０００円

３万円（３万円）

２万円（２万円）

１万円（１万円）
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全校児童の力が集まって、新宮小学校の大きな力に！
新宮小学校は１２月１日現在で１,１１０人の児童が通う大規模校です。本年度も教育目標「心豊
かにかかわり合い、共に学ぶ子どもの育成」の達成に向け、地域とともにある学校（ＣＳ、コミュニ
ティスクール）として教育活動の充実を図っています。

大規模校ならではの教育活動
１,１００人の力が集結した春季大運動会。全児童が力を
合わせ、競技も演技も迫力満点でした。全児童が運動会を
成功させようという目標達成に向けて協力・活動する姿は
感動的でした。
６年生は修学旅行で長崎に行きました。平和祈念像の前
で行った児童２００人による平和集会においても「新宮小
の力」を発揮しました。観光客も足を止めて、思わず引き
込まれてしまうほどの祈りの歌。揺らぐことのない平和へ
の誓いは、遠い空まで響き渡りました。
これからも新宮小学校は、大規模校としての強みを生か
して教育活動を充実させていきます。

▲運動会

▲６年生の修学旅行
4

4

4

4

ＣＳの良さを生かしたゆたかな体験！
現代の暮らしはとても便利で、現地に行かず
とも疑似体験ができたり、大変な作業は機械が
行ったりします。しかし、そのような時代だか
らこそ、地域の人・もの・ことに着目した楽し
▲


湊区のビニール
ハウスで特産の
いちご作りを学
ぶ３年生



４年生は、あやと
りの会のみなさん
から手話を教えて
もらいました

五感を ゆ さぶる本物体験
4

多様で た のしい活動内容
4

身近に か んじる地域の人・もの・こと

▲

い本物体験（ゆたかな体験）が大切です。
本校では、すべての学年でＣＳの良さを生か
したゆたかな体験を取り入れています。
１年生は地域のお年寄りとの交流、２年生は
見守り隊のみなさんとの交流をして、地域の人
の思いや良さに触れます。３年生は地域の農家
の人に教えてもらいながらいちご栽培体験を、
４年生は町社会福祉協議会の協力により福祉体
験をし、充実した体験活動に取り組んでいま
す。５年生はさらに活動の場を広げ、実際に新
宮海岸や立花山で新宮町の良さを発見していき
ます。６年生は総合的な学習の時間「未来への
扉」で、さまざまな職種の人を招いて、労働観
を磨き、未来への視野を広げていきます。
これからも新宮小学校は、地域とともにゆた
かな体験を推進していきます。

問い合わせ先 役場学校教育課 ☎９６３-１７３９（直）
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福岡ライナーズ全国大会出場決定
１０月２０日から１１月１１日にかけて、全日本少年
硬式野球連盟主催第２７回ヤングリーグ春季大会九州
支部予選が八女ロッテ球場などで開催されました。
九州各地から集まった強豪相手に、町体育協会所属
の福岡ライナーズ中学部は準決勝で延長サヨナラ勝
ち。決勝も４点差を逆転して勝利を収め、３月に岡山
県倉敷マスカットスタジアムで行われる全国大会への
出場が決まりました。
メンバーは「全国大会では２０１７年夏のベスト４を
超える成績を残せるように全員野球で頑張ります」と

▲全国大会へ出場が決まった福岡ライナーズ

意欲満々です。

少年ソフトボール大会

Ｗパート優勝！
１１月１７日に名島運動公園子どもグラウンドで福岡東
少年ソフトボール連盟ジュニア大会が開催されました。
小学４年生以下の１３チームによる熱戦が繰り広げられ、
町体育協会所属の新宮イーグルスが優勝しました。
また、１１月２５日には第１０回親友会ソフトボール大会
が杜の宮グラウンドで行われ、小学５・６年生のレギュ
ラーパートと小学４年生以下のジュニアパートに出場しま
▲優勝した新宮イーグルス

した。各１２チームが出場するなか、新宮イーグルスは粘
り強いチームプレーで戦い、それぞれパート優勝を果たし
ました。

九州大会出場
１１月２４日・２５日に北九州市立総合体育館で第
４９回福岡県Ｕ 12 バスケットボール選手権大会が開
催されました。
町体育協会所属のＢｅａｔ女子ミニバスケットボー
ルクラブは、決勝戦まで進出。接戦の末、惜しくも
優勝には届かず県２位となりましたが、１月１２日
から１４日にかけて熊本県で行われた九州大会に出
場しました。

▲好成績を残したＢｅａｔ女子ミニバスケットボールクラブ
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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）

柔道で好成績
１１月２３日に宇美町立
武道館で第５１回糟屋郡少
年柔道大会が開催されまし
た。町体育協会所属の新宮
少年柔道クラブは、団体戦
では僅差で敗れ入賞を逃し
ましたが、個人戦で次のと

▲練習の成果が実った新宮少年柔道クラブ

おり優秀な成績を収めまし
た。
また、１２月２日に福岡武道館で行われた第３５回福岡県女子柔道選手権大会
では、個人戦小学１年生の部で樋口華さん（中央駅前）が日ごろの練習の成果を
発揮し、第３位入賞となりました。
第 51 回糟屋郡少年柔道大会

▲県大会で第３位
入賞の樋口さん

個人戦

小学１年生女子

優

勝

樋口華（中央駅前）

小学６年生女子

優

勝

松岡愛美（杜の宮）

小学１年生男子

第３位

黒江晃海（夜臼１）

中学１年生女子

第２位

吉屋佳紀（新宮）

小学４年生男子

第３位

吉武慶次（下府２）

中学２年生男子

第２位

龍造寺真史（花立花）

小学４年生女子

第３位

松岡成美（杜の宮）

中学２年生男子

第３位

木村裕次郎（緑ケ浜）

小学５年生女子

第３位

樋口華恋（中央駅前）



※敬称略

バドミントン好調！
１１月１８日に志免東中学校体育館で平成３０年度糟屋郡秋季クロー
バー杯が開催されました。総勢９８人参加して熱戦が繰り広げられ、町体
育協会所属羽根くらぶの小松らんさん（上府）
・山口璃子さん（緑ケ浜）が
女子ダブルス D クラスで優勝しました。
▲優勝した
小松さん（左）と山口さん（右）

また、１２月９日に篠栗町合併５０周年記念体育館で平成３０年度糟屋
郡冬季わかば杯が開催されました。５５人が参加するなか、町体育協会所
属の新宮ジュニアバドミントンクラブは白熱した
試合を制し、次のとおりの好成績をあげました。
○高学年男子ダブルス
準優勝

藤野天南（ファーネスト新宮）
餅田龍成（ファーネスト新宮）

○高学年女子ダブルス
優勝

髙橋里菜（緑ケ浜）
・濱田蓮（湊）

○高学年女子シングルス
優勝
▲見事な成績を収めた新宮ジュニアバドミントンクラブ
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髙橋里菜（緑ケ浜）
※敬称略

祝！成人
１月１３日（日）にそぴあしんぐうで成人式を開催しま
した。今年の町内の新成人は２８９人です。
司会は井上歩美さんと木坂莉緒さんが行いました。新
成人を代表して、高田尭弥さんが「成人式を迎え、これか
らは一人の大人として自分の行動に責任を持ち、これま
で温かく見守ってくれた両親、厳しく指導してくださっ
た先生方へ恩返しできるように邁進していきます」と決
意を述べられました。
式典では恩師の先生方から励ましの言葉や祝辞をいた
だきました。新成人のみなさんがふるさと「新宮町」に誇
りを持ち、それぞれの道で活躍されることを期待します。

STOP！ 飲酒運転！
平成１８年に福岡市東区で幼い子ども３人が亡くなる
悲しい飲酒運転事故がありました。その後も県内各地で
飲酒運転は後を絶ちません。
飲酒運転の撲滅を呼びかけるため、飲酒の機会が増え
る時期にあわせ、１２月１８日に町交通安全指導員会、
粕屋地区交通安全協会、粕屋警察署で新宮中央駅周辺の
飲食店を訪問しました。
「飲酒運転をしない！させない！許さない！見逃さな
▲飲酒運転撲滅の啓発グッズなどを配りました

い！」を合い言葉に、各店舗へ呼びかけました。

一斉パトロールで

安全安心！
年末年始は犯罪が多くなる傾向にあります。
１２月２１日に、毎年恒例の歳末町内一斉安全
安心パトロールを行いました。１３回目となる
今回は、アクア新宮からスタートし、国道３号
沿いなど約１.７キロを歩き、安全安心を呼びか
けました。
▲多くの団体が参加し、中央駅前区周辺をパトロールしました
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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）

消防出初式で気持ち新たに
１月１３日に新宮町消防団・粕屋北部消防本部合
同消防出初式を開催しました。消防出初式の起源
は江戸時代にさかのぼり、消防に携わる人々の仕
事始めともいえる式典です。
新春を飾る消防出初式にあたり、消防団員・消
防署員ともに防火・防災への思いを新たにしまし
た。式典では、次の消防団員が表彰されました。
【福岡県知事表彰】
○永年勤続感謝状（２０年勤続）
森秀和（第４分団

夜臼１・夜臼４）

武宮成人（第８分団

立花口・花立花）

吉田宗義（第１０分団

原上・ファーネスト新宮）

○永年勤続表彰（１０年勤続）
		

【福岡県消防協会長表彰】

竹添嘉孝（本部分団

○永年勤続表彰（３０年勤続）
渡邉得丞（第１分団

新宮）

安部善巳（第７分団

的野）

輪田翔也、河野洋平


立花口・花立花）

三舩史郎（水上分団

相島）



夜臼１・夜臼４）
立花口・花立花）

○永年勤続表彰（１５年勤続）

（第６分団

役場）

下府１・下府２・杜の宮）
湊・湊坂）

三代）
原上・ファーネスト新宮）
夜臼２・夜臼３・桜山手）

竹添嘉孝（本部分団

役場）

福田昌起（第２分団

下府１・下府２・杜の宮）

江口将龍（第３分団

上府・中央駅前）

佐藤寛大（第４分団

夜臼１・夜臼４）

的野）

原健太（第１０分団

原上・ファーネスト新宮）

樫村真一（水上分団

相島）

立花口・花立花）

阿部忠司、森秀一、草場健吾（第９分団

三代）

（第１０分団

原上・ファーネスト新宮）

山本雅之（第１１分団

夜臼２・夜臼３・桜山手）

湊・湊坂）

○兄弟団員感謝状

正木慧水、井浦輝也

福田夢彦（第４分団

夜臼１・夜臼４）

福田勇夢（第４分団

夜臼１・夜臼４）

【団長表彰】

相島）

第４分団（夜臼１・夜臼４）
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中村裕貴（第９分団

落石朗（第５分団

安部健志、出水徹也（第８分団

篠﨑良太（水上分団

的野）

緑ケ浜・中央駅西・よつば）

常岡鉄朗（第７分団



三上憲吾（第７分団

大石龍之介（第１１分団

安武純一、安武晋平、土山翔大


緑ケ浜・中央駅西・よつば）

○優良団員表彰		

藤谷宏憲、井ノ上紘大（本部分団
舩越道寛、藤本誠（第５分団

（第６分団

吉田雄一（第１０分団

原上・ファーネスト新宮）

持丸啓太郎（第２分団

湊・湊坂）

緒方勇、鴛海遼平、田邊陽祐

○永年勤続表彰（２０年勤続）

吉田宗義（第１０分団

上府・中央駅前）

夜臼１・夜臼４）

舩越勇貴、福島一秀（第５分団

髙木昭典（第８分団

武宮成人（第８分団

下府１・下府２・杜の宮）

庄野大介（第４分団

新宮）

森秀和（第４分団

（第２分団

安武耕太郎、森照夫（第３分団

○永年勤続表彰（２５年勤続）
桐島聡（第１分団

役場）

※敬称略

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）

全国の剣士が

そろうなか、準優勝！
１１月９日から１１日にかけて、東京武道館で第６７回
全国青年大会剣道競技が開催されました。この大会の剣
道競技女子の部に、県代表として糟屋郡チームが臨み、
団体戦はベスト 8 で敢闘賞に輝きました。
個人の部では、小学３年生から町内の新宮新誠会で剣
道の技を磨き、社会人となった現在も剣道を続けている
伊藤まりのさん（湊坂）が、準優勝という見事な成績を残
しました。

▲大舞台で第２位に輝いた伊藤さんと町長

みんなに

親しまれる松原に！
１２月８日に、新宮海水浴場に続く通路沿いの
松林を中心に、松葉かきや草刈り、伐採などの
ボランティア作業を行いました。筑前新宮に白
砂青松を取り戻す会、町議会議員、町役場職員
の総勢１００人で作業し、林内は見通しが良くな
り、散策できるようになりました。
楯の松原として古くから親しまれているこの
松林は、町の貴重な財産であり、砂や潮風から
▲エリアを分けて作業しました

みなさんの生活を守るための大切なものです。
松林の荒廃を防ぐため、新宮中学校や新宮高校
では保全活動の授業が行われています。今後も、
住民のみなさんや企業・団体などによるボラン
ティア協力を受けながら、年間を通して継続的
に保全活動を行っていきます。
保全活動の予定は広報誌や町ホームページで
お知らせします。みなさんの参加をお待ちして
います。

▲作業後は散策が楽しめるようになりました
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みんなの人権
みなさんも一緒に考えませんか

～まずは身近な会話から～

※手話通訳があります。入場無料です。

新宮町人権・同和教育推進協議会行政人権・同和教育部会

いじめ

そぴあしんぐう

町内小学生

学びながら人権について一緒に考えてみませんか。



開催します。気づきの時間を共有し、「言葉の大切さ」を

わたしは、いじめは世界にあってはいけな

き」や「学び」の場として、落語家の桂七福さんの講演会を

いと思いました。なぜなら、したほうも、さ

「身近な人ともっと話をしたいな」と思えるような「気づ

れたほうも、いじめを見ていた人も心がきず

桂七福さん人権講演会

つくからです。

会場

わたしは、いじめをけいけんしたことはな

２月２２日（金）午後 6 時 30 分～（6 時開場）

いけれど、 周りの人はいじめにあった人や、

大ホール

日時

いじめた人をとても心配すると思います。そ
のわけは、いじめられた人が、またいじめら
れるか、みんなが心配するし、自分もされる
か 心 配 に な る か ら で す。 だ か ら、 い じ め は
あってはいけないと思います。
もし、いじめにあっている人がいたら、注
意 を し て、 い じ め ら れ た 人 に、 声 を か け た
り、なぐさめたりしたいと思います。わたし
は、できないことはいっぱいあるけれど、わ

※一部原文を修正しています。

☎９６２－０２３８（直）

役場産業振興課

問い合わせ先

たしにできることは、いっぱいしたいと思い
ます。


13

新宮町企業内人権・同和問題研修推進会議

主催

気づけば高まる人権意識

テーマ

役場人権推進室（総務課内） ☎９６３－１７３０（直）
問い合わせ先

お外あそび

「 子 ど も は 風 の 子 」と い う
ことわざがあります。
「子どもは、寒い風の日も

お外あそびのここがいい！

○からだを丈夫にする
滑り台などのダイナミックな

■問い合わせ先
シーオーレ新宮子育て支援課
☎９６３ ︱２９９５（直）

覚を刺激し、感情や感性を豊
かにします。
信号や横断歩道などの交通
ルールを学ぶことができるほ
性も育ちます。

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。子育ての相談も受け付けています。
日時 毎週火曜日～土曜日の午前９時 分～午後３時 分
※祝休日、町福祉センター休館日は休み
場所 町福祉センター２階 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（町福祉セ
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。

平気で遊び回る」という意味
で遊ばせる方がよい」という
遊びは、知らず知らずのうち

がすいてごはんをしっかり食
暖かい服装で出かけても、

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。

外での散歩や追いかけっこ、 か、友だちと遊ぶなかで社会

意味もあるようです。寒さに
に体力や筋力を鍛えます。

べるようになるほか、夜ぐっ

汗をかいたまま放っておくと

－

ですが、
「 子どもは冬でも外

負けず、お子さんはお外で遊
室内は暖かく安全で快適で

すり寝るようになるなど生活

冷えてしまいます。調節でき

２月２８日（木）午前１０時～１１時３０分

外遊びの服装

すが、外遊びでしか体験でき

が整い、からだを丈夫にしま

る服装で出かけ、汗をかいた

小児救急法講習会※

外でいっぱい遊ぶと、お腹

ない新しい発見や冬の遊びが
す。

ら拭いてあげましょう。

２月２２日（金）午前１１時～正午

んでいますか。

あります。
○出会いがある

また、フードやマフラーが

えるものです。親も一緒に楽

ベビーマッサージ※
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出張ひろば

日時 毎週月曜日（祝日を除く）
午前９時３０分～午後２時３０分
場所 湊区公民館（湊２２１）

同年齢のお友だち、年上や

め、遊具で遊ぶときは避けま

年下のお友だち、大人、動物、 遊具にひっかかると危ないた
虫、鳥、花、電車。家にはな

しょう。
動き回る子どもは平気で

い出会いや発見がいっぱいあ
ります。
きれいな葉っぱをあつめ

しめるよう暖かくして親子で

も、見守る大人は寒さがこた
る、石をつむ、落ち葉を踏み

出かけましょう。

２月１９日（火）午前１１時～１１時３０分
お誕生会

２月１日（金）午前１１時～１１時２０分
赤ちゃんお話会

日時など
容（※要予約）
内

○こころが育つ

しめる、雪遊び ･･･
。
子どもの好奇心や五感を刺
激する遊びは、たくさんの感

２月の主なイベント
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日（火）～ 日（日）

bunkakyoukai@air.ocn.ne.jp

○資料特別整理期間のため休館します
みなさんがより快適に図書館を利用できるよう、図書館を休
万 点 あ る 資 料 の 整 理 な ど を 行 い ま す。 最 終 水 曜 日

月

日）は開館します。

館 し、 約
（
休館期間
雑誌・紙芝居は、本のポスト（シーオーレ新宮玄関手前

【休館中の資料返却先】
本

右側）へ、ＣＤ・DVDや、それらの付録が付いた本は、シー
オーレ新宮１階事務室へ返却してください。
○『おすすめメール便』コーナー プチリニューアル！
図書館の利用者や職員のおすすめ
本 を 集 め た コ ー ナ ー で す。 ど ん な 本
を 読 む か 悩 ん だ り、 い つ も と 違 う 本
を読んでみようと思ったりしたとき
は、 ぜ ひ お 立 ち 寄 り く だ さ い。 新 し
い本との出会いのきっかけになるは
ずです。
専用用紙におすすめの本を記入し、メール便ポストに入れて

◎第 回糟屋地区美術展受賞者
月 ６ 日 か ら 日 に か け て、 宇 美 町 住 民 福
祉センター体育館で糟屋地区美術展が開催さ
れ、９日に表彰式が行われました。今回は特
に 素 晴 ら し い 力 作 が 出 展 さ れ、 見 事 最 高 賞 も
受賞されました。
県知事賞
日本画「蓮池金色」 
松永憲博（下府１）
糟屋地区議長協議会賞
陶芸「桜（Ⅱ）」 
溝口琇子（町外）
奨励賞
洋画「古木の春」 
佐藤智昭（中央駅前）
陶芸「黒天目釉花瓶２０１８」
藤井信也（町外）

工芸・彫刻「半分、青い。」 農
 広代（花立花）
工芸・彫刻「楓鳥秋図」  吉水倶子（町外）
会員外
糟屋地区文化協会連合会賞
書「椰子の実」 
桐島洋子（新宮）
奨励賞 工芸・彫刻「薫風」橋脇雅子（桜山手）
※敬称略
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◎みき写真倶楽部第 回写真展開催
「我が町・新宮、古賀」をテーマに作品を展
示します。入場無料です。
日時 ２ 月 日（ 火 ）～ 日（ 日 ）の 午 前 時
～午後４時
場所 遠賀信用金庫新宮支店市民ギャラリー
ふれあい（新宮東５ ─７ ─ ）
問い合わせ先 佐藤公雄
☎０９０ ─４９９６ ─８９９６

10

ください。料理のレシピ本や実用書も受け付けます。たくさん
のメール便を待っています。
○『おすすめメール便』コーナーからの本の紹介
『としょかんライオン』ミシェル・ヌードセン著
タイトルに惹かれて読んでみました。図書館にライオンって
想像がつきませんでしたが、毎日図書館に来るライオンは子ど
もたちと仲良くなっていきます。きちんとマナーを守って図書

20

5

館にいるライオン…。

28

10

15
2

12

◎そぴあしんぐう作品展示
プリザーブドフラワー ２月６日（水）まで
かきかた習字教室 ２月７日（木）～ 日（水）
俳句（くす若葉会）
２月 日（木）～３月６日（水）

24

･

最後には心が温まるそんなお話になっています。子どもだけ

10

8

海開き！

27

でなく、大人にも読んで欲しい１冊です。

15

19

7

冬の星座

46

21

6

【特設コーナー】

文化協会だより

毎週火曜日・木曜日の午前９時～午後１時
☎０８０-２７１３-８１００（直） メールアドレス

文化の風

5

山開き！

■問い合わせ先
新宮町文化協会（そぴあしんぐう内）

4
…
【休館日】
【資料特別整理期間】
２月５日
（火）
～
２月10日
（日）

3
…コロちゃんのおはなし会
対象 ３歳以上
時間 午後２時～

土
■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

金
木
水
火
月
日

２月

図 書館 だより

新 宮 劇 場

／24

２

（日）

おもてなし協会通信

２月・３月のプログラム

珍しい草花に出逢う♪冬の立花山に登ろう♪
協力 立花山グリーンガイドの会
雨天 中止 ２月２２日（金）正午の気象庁発表
の天気予報で降水確率６０％以上のとき
注意 点 子どものみで参加する場合は小学３
年生以上

専門ガイドと一緒に、立花山に自生する植物
などを楽しみながら冬山を楽しく登りましょう。
日時

２月２４日（日）
午前９時３０分～午後１時３０分（予定）
集合場所 立花山登山口トイレ前
（駐車場から少し登ったところ）
参加費 ひとり５００円
必要 なもの 弁当、飲みもの、帽子、タオル、
雨具、防寒対策
定員 １５人

／２

３

（土）

新宮ｎａｖｉ

今晩のおかずは餃子で決まり！！
餃子工場見学と餃子作り♪
子どもから大人ま
で大人気の餃子。町
内の八洋食品で、普
段入ることができな
い工場を見学し、餃
子作りを体験します。
参加無料です。

日時
場所

３月２日（土）午前１０時～正午
八洋食品株式会社本社工場
（上府北４－１－１）
必要なもの エプロン、三角巾、手拭きタオル、
室内靴（子ども用）
対象・定員 小学生以上の親子１０組２０人
協力 八洋食品株式会社

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。

／16

２

（土）

相島の漁師のいけま売り

玄界灘で獲れた天然の魚介類を、漁師が漁船
の「生け間（いけま）
」から直接販売する大人気
のイベントです。
日時 ２月１６日（土）午前９時～１１時
場所 新宮漁港
必要なもの クーラーボックスなど
※購入者には駐車券を配布します。
問い合わせ先 （一社）新宮町おもてなし協会

☎９８１－３４７０
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申込・問い合わせ受付時間

３月３１日（日）・４月７日（日）に

休日開庁します
問い合わせ先

役場住民課

町からのお知らせ

月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時（祝休日は除く）

☎９６３－１７３３（直）

毎年３月、４月は引っ越しが増える時期です。住

コンビニ交付サービスの一時停止のお知らせ
問い合わせ先

役場住民課

☎９６３－１７３３
（直）

メンテナンスのため、次の日時でコンビニ交付
サービス※を一時停止します。

所変更などの手続きのために、３月３１日（日）と４
月７日（日）に、役場を臨時で開庁します。詳しい

停止日

２月４日（月）午前０時～

内容は、広報３月号や町ホームページでお知らせし

５日（火）午後１１時５９分～

ます。

７日（木）午後９時～
※マ イナンバーカードを利用してコンビニエンス
休日開庁にあわせてマイナンバー

ストアで住民票などが取得できるサービス

カードの交付を行います。希望する人
は、電話予約してください。予約受付
は２月１日（金）から開始します。

マタニティ＆ママの集いの会
問い合わせ先

シーオーレ新宮子育て支援課 ☎９６３－２９９５（直）

毎月１回、町内の妊婦や子育て中の保護者が集ま

パパママ教室
問い合わせ先 シーオーレ新宮子育て支援課 ☎９６３－２９９５
（直）

妊娠中はお父さん・お母さんになるための準備期

り、妊娠・出産・育児の楽しみや不安などを情報交
換しています。
開催日時別内容・申込期限

間です。妊娠中や産まれてくる赤ちゃんとの生活を

①２月１９日（火）午前１０時～１１時３０分ごろ

思いながら、同じ町で子育てをする夫婦同士、一緒

○管理栄養士による講話

に楽しい時間を過ごしませんか。
おなかの赤ちゃんの育ち方やお産の準備、子育て

「ゼロから始める赤ちゃんの栄養と離乳食」
○離乳食の試食

で大切なことを学びます。参加無料です。

申込締切日

日時

３月３日（日）午前１０時～午後０時３０分ごろ

②３月１２日（火）午前１０時～１１時３０分ごろ

場所

シーオーレ新宮

○幼児教育専門家の熊丸みつ子先生による講話

対象

町内に住む妊婦とその夫
（１人での参加も可能）

※託 児はありません。子どもも一緒に参加してく
ださい。

２月１３日（水）

「～子育てに笑顔を！～」
笑って泣いて元気になれる先生の講話は、子育て
のヒントがたくさんつまっています。楽しい時間を
一緒に過ごしませんか。

内容

申込締切日

３月６日（水）

○妊 娠中・産後の過ごし方などについて（助産師に
よる講話）

①・②共通

○パパの妊婦体験
○赤ちゃんのお風呂入れ体験
必要なもの
申込方法

窓口、電話

申込締切日
申込先

母子健康手帳、筆記用具
２月２６日（火）

シーオーレ新宮子育て支援課

対象

町内に住む妊婦とその家族、小学生・乳幼児

がいる家族
※託 児はありません。子どもの見守りスタッフが
いるため、子ども連れで参加できます。
場所

シーオーレ新宮

必要なもの
申込方法
申込先
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母子健康手帳（妊婦の人）
窓口、電話

シーオーレ新宮子育て支援課

申込・問い合わせ受付時間

町からのお知らせ

月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時（祝休日は除く）

親子リトミック

競争入札参加資格審査申請の追加受付

問い合わせ先

問い合わせ先

そぴあしんぐう社会教育課 ☎９６２－５１１１
（直）

親子で楽しく音に触れてみませんか。家庭教育支
援事業カンガルー講座です。

役場総務課

☎９６３－１７３０
（直）

２０１９年度に町が発注する工事などの入札に参
加するための、競争入札参加資格審査申請（業者登
録）の追加受付を行います。詳しくは、町ホーム

日程

２月２３日（土）

ページをご覧ください。

対象別時間
①０歳児～２歳児

午前１０時～１０時５０分

②３歳児～就学前

午前１１時～正午

場所

そぴあしんぐう

対象

町内に住む就学前までの子どもと保護者

定員

いずれも２０組（先着順）

申込方法

受付期間

多目的ホール

窓口、電話

申込開始日

２月１日（金）

必要なもの

飲みもの、着替えなど

※動 きやすい服装で参加してください。裸足にな

国民年金保険料の納付は

「便利」で「お得」な口座振替で！
問い合わせ先

役場住民課 ☎９６３－１７３３
（直）
福岡年金事務所国民年金課 ☎６５１－７１２９

安心！

自 動引き落としで納め忘れの心配があ

ります。
申込先

２月１日（金）～２８日（木）

りません

そぴあしんぐう社会教育課

便利！

金 融機関などに行く手間と時間が省け
ます

簡単！

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）

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）による国民保

一 度の手続きでＯＫ！手数料もかかり
ません

お得！

早割・前納を利用してお得な割引

当月末の口座振替「早割」にすると、現金で納付

護に関する情報伝達訓練が次のとおり行われます。

した場合に比べて月々５０円割り引かれます。年間

町では防災行政無線から放送しますが、緊急事態で

６００円お得です。

はなく訓練です。ご注意ください。

口座振替が開始されるまで２か月程度かかるた
め、申し込みは早めにおねがいします。

日時

２月２０日（水）午前１１時００分ごろ

また、１・２年度分または６か月分の口座振替に
よる前納はさらにお得です。４月分からの前納を希

（放送予定の内容）
♪上りチャイム
「これは、Ｊアラートのテストです」
※３回繰り返し
♪下りチャイム

望する場合は、２月１５日（金）までに申し込みくだ
さい。
必要なもの
①年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
②通帳届出印
③通帳
申込先

【放送後２４時間以内は放送内容が確認できます】

役場住民課、東福岡年金事務所国民年金課

①防災行政無線電話応答サービスに電話をかける
☎９６２－６３２５
②音声案内開始（＃で早送りができます）
（注）通信料は利用者の負担です。
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心配ごと・福祉なんでも相談
みなさんの身のまわりに起こっている苦情や
心配ごとなど、気軽に相談してください。相談

土曜物作り講座「そば打ち」チャレンジ！
問い合わせ先

そぴあしんぐう社会教育課 ☎９６２－５１１１（直）

「そば打ち」に挑戦してみませんか。自分で打っ
たそばを楽しみましょう。

は無料で、秘密は固く守ります。
日時 ２月１２日（火）午前１０時～午後３時
※１人当たり３０分
場所 町福祉センター
相談員

人権擁護委員、行政相談委員、社会福

祉協議会職員
内容

生活・家庭不和・結婚・近隣の問題、行

政に対する意見、高齢者や家族の悩み、福祉
サービスの利用や金銭管理の不安、生きがい
活動などの相談
※予 約は不要です。会場に午後２時３０分まで
にお越しください。

日時

３月９日（土）午前１０時～午後１時

場所

シーオーレ新宮

対象

町内に住む人（小学生以下は保護者同伴）

定員

２０人（先着順）

参加費

栄養指導室

１組１,０００円

申込方法

窓口、電話

申込開始日

２月１５日（金）

※託 児を希望する人は、
申込時にお知らせくだ
さい。
必要なもの
エプロン、三角巾、
手ふきタオル、

問い合わせ先

持ち帰り用の容器

町社会福祉協議会 ☎９６３－０９２１（直）

申込先
そぴあしんぐう社会教育課

しんぐるっと報告会
問い合わせ先

～支え合いのまちづくりフォーラム～

町福祉センター健康福祉課（高齢者福祉担当） ☎７１０－８２８６／町社会福祉協議会

☎９６３－０９２１

「しんぐるっと」では、国の制度だけに頼ることなく、
長く住み慣れた地域で生活するために、今年度は町内に
あるお店や便利なサービスなどの情報をまとめた「地域
生活情報マップ」の作成に取り組みました。フォーラム
では、活動と地域座談会で出された意見を報告します。
また、うきは市から生活支援コーディネーターの相良
さんを招き、市での取り組みを紹介いただきます。
これからのまちづくりを一緒に考えてみませんか。参
加をお待ちしています。
日時

２月９日（土）午後２時～４時（予定）

場所

シーオーレ新宮

多目的ホール

報告内容
①地域生活情報マップの取り組み
②地域座談会報告
③うきは市における地域づくり活動報告
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▲活発に意見が出された地域座談会

申込・問い合わせ受付時間

町からのお知らせ

月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時（祝休日は除く）

廃棄物処理の計画策定に関する意見募集

住基カードの電子証明書の有効期間が終了しました

問い合わせ先

問い合わせ先

役場環境課

☎９６３－１７３２（直）

町では、次の計画の素案を作成しました。みなさ

役場住民課

☎９６３－１７３３
（直）

すべての住民基本台帳カード（住基カード）は、

んの意見を反映するため、これらの計画に対する意

昨 年 １２ 月 で 電 子 証 明 書 の 有 効 期 間 が 終 了 し ま

見を募集します。

し た。 そ の た め、 住 基 カ ー ド で は 国 税 電 子 申 告

意見の概要に対する町の考え方などは後日公表し

（e-Tax）などの電子申請ができなくなっています。

ます。個別の対応・回答は行いません。

電子証明書の利用を希望する場合は、マイナンバー
カードを申請してください。

（１）新宮町ごみ処理基本計画（素案）

マイナンバーカードの申請から受け取りまでには

（２）新宮町災害廃棄物処理計画（素案）

１～２か月ほどかかります。早めの申請をおねがい
します。

閲覧・意見提出用紙配布場所
閲覧・意見提出期間

役場環境課窓口

２月２５日（月）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。
提出方法
○メール

kankyo@town.shingu.fukuoka.jp

○郵送
〒８１１－０１９２

新宮町緑ケ浜一丁目１番１号

新宮町役場環境課
○ＦＡＸ

９６２－０７２５

相談場所 役場２階

消費生活相談室だより

消費生活相談室

相談日時 毎週火曜日・金曜日
午前１０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）

買い物や契約での消費トラブルはありませんか。
相談無料の消費生活相談室をご利用ください。町外
在住の相談員が対応します。

スマートフォンのトラブルに注意！
事 例

スマートフォンを
契約したら、不要なタ

アドバイス

○契約内容のなかで特に料金が発生す
る契約が何かを確認しましょう。

ブレット端末や付属品との

○解約時にかかる料金や割引サービスの内容を確認しましょう。

セット契約であったり、使

○スマートフォンに慣れるために、携帯電話会社などが提供する

用方法が分からず通話を切
り忘れて高額な通話料を請
求されたりする事例が増加
しています。

スマートフォン教室などを活用しましょう。
○契約後にキャンセル・解約したいと思った場合は、すぐに携帯
電話会社に申し出ましょう。
○不安に思ったときやトラブルになった場合は、消費生活相談室
に相談しましょう。

問い合わせ先

役場産業振興課

☎９６２－０２３８（直）
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受診期限迫る！年に１回健康チェック
問い合わせ先 役場住民課
県後期高齢者医療広域連合

☎９６３－１７３３
（直）
☎６５１－３１１１

【特定健診】
受診期限

冬の火災に気をつけて！
全国各地で火災が相次いでいます。冬は空気
が乾燥し、暖房器具を使う機会も多くなること
から、火災が非常に発生しやすくなります。総
出火件数をみると、平成２９年は３９,３７３件。
一昨年より２,５４２ 件増加しています。
【出火原因トップ３】
１位 「たばこ」 ３,７１２ 件
２位 「放火」

２月２８日（木）

必要なもの

受診券、５００円（自己負担金）
問い合わせ先

受診期限

３月３１日（日）

必要なもの

○吸いがらは水をかけるなどして火が完全に消
えてから捨てる。灰皿には吸いがらをためず、
こまめに捨てる。
○整理整頓し、段ボールなどの燃えやすいもの
は置かない。ごみは決められた日の朝に出す。
○ガスコンロの周りに布や紙類、ペットボトル
などの燃えやすいものを置かない。
○ゆったりした服装で調理せず、着衣着火に注
意する。
○料理中はその場を離れない。やむを得ず離れ
る場合は必ずコンロの火を消す。

後期高齢者医療保険証、受診票、

５００円（自己負担金）
※生活習慣病で治療中の人は対象外です。
※受診票は再発行できます。
問い合わせ先

県後期高齢者医療広域連合

新宮町内指定医療機関

３位 「コンロ」 ３,０３２ 件

○寝たばこやくわえたばこをしない。

役場住民課

【後期高齢者医療被保険者の健康診査】

３,５２８ 件

【住宅火災を防ごう！６つのポイント】

新宮町国民健康保険証、特定健康診査

事前に必ず問い合わせください。
公益社団法人福岡医療団
千鳥橋病院附属たちばな診療所

☎９６２－５１１１

江口内科クリニック

☎９６３－５０８０

医療法人豊民会
新宮整形外科医院

☎９６２－２２８１

医療法人親和会新宮クリニック

☎９６２－２２３３

川﨑内科医院

☎９６２－１９３１

医療法人豊資会

加野病院

☎９６２－２１１１

医療法人

竹村医院

☎９６２－０８４６

医療法人

原外科医院

☎９６２－０７０４

医療法人

成松循環器科医院

☎９６２－００２２

医療法人
やまだ消化器科内科クリニック

☎９４１－２２２５

新宮町

☎９６２－４３６１

相島診療所

じんばやし
整形外科リウマチ科医院

☎９６２－０２００

※受診前に必ず医療機関に問い合わせください。町
外の医療機関は問い合わせください。
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行い、参加賞や景品もありま
す。
日程 ２月 日（金）
集合時間（ 分後に開始）
○昼の部 午後２時
○夜の部 午後６時 分
場所 新宮Ｊボウル
参加費 ２、５００円
（シューズ代別途）
申込締切日 ２月６日（水）
主催 町福祉チャリティボウ
リング大会実行委員会
申込先・後援
町社会福祉協議会
☎９６３ ─０９２１
９６３ ─０１２７
FAX

30

公開講座を開催します。
日程 ２月 日（木）
場所
シーオーレ新宮視聴覚室
○第１部
「地域で支える市民後見人」
時間 午後１時～２時 分
内容 市民後見人の活動と地
域との関わりをわかりやす
く解説
○第２部
「障がい者後見の未来」
時間 午後２時 分～４時

市民後見制度
公開講座参加者募集

30 15

21

30

30

内容 障がい者を支える後見
制度の現状と課題を詳しく
解説
参加費 無料
問  わせ先 ＮＰＯ法人
い
合
サポート新宮
☎６９２ ─１９９２

バドミントン体験教室およ
び交流会を開催します。参加
してみませんか。
日時 ２月 日（日）午前９時

分～午後０時 分（ 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
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んで
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



バドミントン体験・
交流会

Ｉ’

15 30
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30

Living Information

30

暮らしの情報

10

10

して生活できる地域づくりの
「まごころ製品」
きっかけとしませんか。受講
大規模販売会

無料です。
障がいのある人の自立と社 日時 ２月２日（土）午前 時
～正午
会参加を応援する、年に一度
場所 町福祉センター研修室
の販売会です。
障がい者施設による菓子製
１、２
造の実演やワークショップな 講師
ども行います。ぜひご来場く
司法書士 重信吉孝さん
ださい。
問い合わせ先
日時 １ 月 日（ 水 ）～ ２月
町社会福祉協議会

☎９６３ ─０９２１
４日（月）の午前 時～午後
８時
道雪会 新春講演会 
※最終日は午後５時まで
場所 福岡三越９階 催物会

場（ 福岡市中央区天神２ ─
「 立 花 山 城の 構 造 か ら 見 た
１ ─１）
筑前戦国史 」と題し、 講演会
主催 県「まごころ製品」大規 を開催します。入場無料です。
日時 ２月９日（土）午後３時
模販売会実行委員会
問い合わせ先
～４時 分
県障がい福祉課
場所 そぴあしんぐう 多目
☎６４３ ─３２６３
的ホール
講師 九州大学大学院助教
聞いてみよう！
木島孝之さん
成
 年後見制度 入門編
問い合わせ先 道雪会 杉尾
☎０８０ ─
認知症、知的障がい、精神
２７９２ ─９６６７
障がいなどで判断力が十分で
ない人が、住み慣れた地域で
福祉チャリティ
自分らしく 安 心して暮らし
ボウリング大会

続けるために支援する制度を
「成年後見制度」といいます。
ボウリングをとおして福祉
入 門 講 座 を 受 講 し、 安 心  に参加しませんか。２ゲーム
30

鉄道近接工事は
ご注意を！



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、木の
伐採など、線路に近接した作
業を行う場合は、ＪＲ九州に
ご連絡ください。
※作業
 内容や環境条件、使用
重機によっては８ｍ以上で
も近接工事の適用となる場
合があります。
問い合わせ先
ＪＲ九州博多保線区
☎６４２ ─１７２０
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○

○

○
（株）浦山設備工業 ３２６－５１２４

○

○

○
（株）江川産業

９４３－３６９５

○

○

○
６２１－１８３６

○

○

○
（有）桐島設備

９６２－４００５

○

（有）小西設備

９４２－２１１９

○

９７６－１６１８
０９０－９７２１－１６１８

○

○

９６２－１２０５
０９０－８２２４－２４４４

○

○

４１０－６１９７

○

○

（有）新設

９６２－１７７３

○

○
（有）中央技研

９４２－５８６０
０８０－３１８８－２６０５

○

（株）東管工

０９０－９６５９－４１０１

○

９４０－２１０３

○

０９４０－４３－３２１１

○

０９０－１９７５－３４４０

○

９６３－３３６０
０９０－１１９６－９５５７

○
松尾設備

（有）マナベ設備

○

○

始業式の日の登校風景です。

見守られながら、子どもたちは

元気に登校しました。見守り隊

の人は、
「子どもたちの成長が

みえる」
「あいさつができるよ

うになった」とお話しされてい

ました。

（花田）

立花小学校の５年生から年
賀 状 が 届 き ま し た。「 元 気 な
写真をとってくれてありがと
うございました」というメッ
セージ、私の似顔絵、カメラ
や亥が描かれていて、パワー
がつまっていました☆
お年玉の代わりにかけがえ
のないごほうびをもらった気
分です
いつまで経っても広報は慣
れませんが、「年賀状パワー」
で頑張れそうです！

見守り隊、保護者のみなさんに

慢性腎臓病
（ＣＫＤ）講演会

０９０－５７２８－６０７３

10

※営業日などは直接問い合わせください。
※この一覧表は「敷地内漏水の修理業者」として登
録されたものですが、
「新宮町指定給水装置工事業
者」の登録をしている業者にも修理を依頼できます。
（町ホームページに掲載しています。
）

内容
①８人にひとりはＣＫＤ
②慢性腎臓病の食事について
定員 １００人（先着順）
申込締切日 ２月８日（金）
申込・問い合わせ先
県粕
 屋保健福祉事務所健康
増進課健康増進係
☎９３９ ─１５３４

○

町シルバー人材センター

○

入会説明会

○



○

ます。
時～ 時
ぜひお越しください。
場所 そぴあしんぐう
日時 ３月２日（土）午前 時
問い合わせ先
町シルバー人材センター
～午後４時
☎９６３ ─４８９０
場所 五ケ山クロスベース
（五
 ケ 山 ダム 横 の 商 業 施 設
五ケ山フェスティバル 
駐車場）
参加費 イ ベ ン ト 参 加 は 無
料、アウトドア教室は５０
福岡都市圏の市町が集まり、
０円～（当日申し込み）
市町自慢の食品や物産品の販
売、観光ＰＲイベントを五ケ 問い合わせ先
那珂川市経営企画課
山ダム周辺で行います。
☎９５３ ─２２１１
ダム周辺のウォーキングや
那珂川市地域づくり課
キャンプインストラクターに
☎４０８ ─８７２９
よるアウトドア教室も楽しめ

○

占部設備

（株）福間住設

○

歳以上の健康で働く意欲
のある人を募集します。
日時 ２ 月 日（ 水 ）午 前

11

○

平川設備

○

今月の表紙
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○

○

三和産業（株）

○

10

○

（有）佐倉設備

○
（株）イースマイル ０１２０－１２３－４５６

○

20

６１２－５１２１

小森設備

30

○
９６２－２５２２
（株）アステック

○



対応できる業務

60

上政工業（株）

北設備工業（株）

19

名

称

電話番号

漏水 漏水 排水の
修理 調査 詰まり

慢性腎臓病の患者は年々増
加しています。予防や進行防
止のための講演会を開催しま
す。
日時 ２月 日（火）午後２時
～ ４時（ １時 分～受付開
始）
場所 志免町立町民センター
２階視聴覚室（ 志免町志免
中央１ ─１ ─１）
※公共
 交通機関で来場してく
ださい。

水道の修理と下水の詰まりはこちら

一時預かり
送迎など

子育ては助け合い！

ファミリー・サポート・センター

【利用前に会員登録を！】
おねがい会員（育児の援助を受けたい人）
随時募集、１時間程度で無料
まかせて（育児の援助ができる人）
・どっちも会員
養成講習会（年２回）を開催、日時は別途周知

▲

【会員の声】
自分の習い事の時間に預かってもらっています。１歳
の子どもはたくさん遊んで私もリフレッシュでき、助
かっています。
（おねがい会員）
週１回習い事の送迎をしています。短い時間ですが、
学校や友だちの話をきくのがとても楽しい時間です。

（まかせて会員）
▲

問い合わせ先
町ファミリー・サポート・センター
開所時間 月～金曜日（祝祭日、年末年始を除く）
午前８時３０分～午後５時
☎６９２－９６２２ FAX ９６３－０１２７

Active 新宮を

配信しています！
全国の自治体からの情報を
集 め た ア プ リ「 マ チ イ ロ 」に、
Active 新宮を掲載しています。
配信にあわせてお知らせが届い
て便利です。
【ダウンロード】

２月生まれ
はしもと

橋本

しょうた

翔太ちゃん

莉奈ちゃんお誕生日
おめでとう 可愛い笑
顔でお兄ちゃんと仲良
く元気に成長しますよ
うに★

翔太くん１歳の誕生
日おめでとう！あなた
のその笑顔には周りの
みんなが癒されてま
す！また来年も掲載し
てもらおうね！

い

か な め

要芽ちゃん

う つ の み や

宇都宮

りょうすけ

涼介ちゃん

３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 １月２９日（火）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 ２月４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）

みやざき

宮﨑

しゅんすけ

俊輔ちゃん

（杜の宮）
２月２７日生まれの３歳

（湊）
２月１６日生まれの２歳

（中央駅西）
２月９日生まれの１歳

お誕生日おめでと
う ! ！泣く時も怒る時
も甘える時も笑う時も
いつも全力 そんな要
芽が大好きです♥うま
れてきてくれてありが
とう

おめめぱっちりな車
だいすき涼介くん♥♥
お誕生日おめでとう♥
♥４月から楽しみなリ
トル入園 たくさんお
友達出来ますように♪

いつも可愛い笑顔の
俊ちゃん♥一歳のお誕
生日おめでとう★これ
からもお姉ちゃんと沢
山遊んで元気に成長し
てね。大好きだよ♥♥

※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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はしもと

橋本

（三代）
２月２日生まれの１歳

か

発

な

（杜の宮）
２月６日生まれの１歳

甲斐

※通信料は利用者負担です。
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 覚障がい者や高齢者など広報誌を読むことが難しい人に大切な情報を届けます。毎月広報誌が発行されてから音訳
視
ボランティア「そよ風」がＣＤに吹き込んで貸し出しをしています。
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耳で聴く広報誌

貸出場所

本誌は環境保護のために、地球にやさしい「大豆油インキ」と「再生紙」を使用しています。

