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活動する３３,０００人のまちづくり情報誌

No.608

今月のピックアップ
○確定申告ガイド

本誌に掲載している情報は、１月１２日現在のものです。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止もしくは延期となる場合
があります。変更が生じた場合は、町ホームページで随時お知らせします。詳細は、各主催者に問い合わせください。

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」
https://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

作成コーナー

２月１６日（火）～３月１２日（金）

※土曜日・日曜日・祝日を除きます。※香椎税務署では１月２６日（火）～３月１５日（月）までです。

問い合わせ先 香椎税務署 ☎６６１－１０３１（代）

Step 1

役場税務課 ☎９６３－１７３１（直）

※今後の新型コロナウイルス感染状況によっては、変更となる場合があります。

申告が必要かどうかをチェック

令和３年１月１日にお住まいの住所は新宮町ですか？

いいえ

は  い
令和２年中（１月１日～１２月３１日）に収入はありま
したか？

いいえ

は  い
収入は障害年金、遺族年金、失業給付などの非課税所
得のみですか？

は  い

新宮町への申告は不要です。申告は
令和３年１月１日にお住まいの市区
町村へおねがいします。
町県民税の申告が必要です。
※課 税 さ れ る 所 得 が な い 人 で も、
保険料や福祉制度利用の軽減を受
けるためなどに必要ですので申告
書を提出してください。
※町 内居住者の扶養に入っている
人は、申告は不要です。

いいえ
どんな収入がありましたか？（複数の収入がある場合は②へ）
①給 与所得のみ（給与収入
額が 2,000 万円を超える
場合は②へ）

勤務先で年末調整は済んで
いますか？

②営業、農業、不動産、配当、譲渡、
一時、雑所得など（複数収入があっ
ても年金所得がある場合は③へ）

いいえ

は  い
２か所以上から給与をも
らっていて、かつ年末調整
されなかった給与が２０万
円を超えますか？

はい

はい

いいえ
医療費、住宅借入金、寄附
金などの控除を受けます
か？

所得税を計算した場合、追
加の納税は必要ですか？
または所得税の還付を受け
られますか？
※青 色 申 告 の 人 は「 は い 」
に進んでください

はい
いいえ

所得税の
確定申告が
必要です

いいえ
町県民税の
申告が
必要です

③年金所得がある

年金収入が４００万円以下で
その他の所得金額が２０万
いいえ 円以下ですか？
は  い
は い 年金以外の所得があります

か？ も し く は 社 会 保 険 料、
生命保険料、医療費などの
控除を受けますか？
いいえ
申告は不要です
※給 与支払報告書が提出さ
れていない場合は申告が
必要です。
（提出状況は勤
務先に確認してください）
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Step 2

申告会場は？

役場３階大会議室

職員が作成を補助します。今後は
自宅で申告できるようになります。

【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。
予約期間 ２月１日（月）～予約希望日前日の午後
５時（土曜日・日曜日・祝日を除く）
予約方法 電話、税務課窓口

新宮相島漁業協同組合本所２階
日時

２月４日（木）
午前９時３０分～午後４時

必要なもの

利用者識別番号が分かるもの

税理士会による申告相談センター

（福岡会場）
日程
時間

２月８日（月）
、９日（火）
、１０日（水）
、１２日（金）
午前９時～午後３時
※１２日（金）のみ午後１時まで
場所 九州北部税理士会館（福岡市博多区博多駅南１－１３－２１）
※申 告には整理券が必要です。詳しくは、問い合わせ
ください。
問い合わせ先 九州北部税理士会事務局 ☎４７３－８７６１
【受け付けできないケース】
○令和２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
○消費税の基準期間の課税売上高が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
○仮想通貨・ＦＸなどの取引のある人
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び雑所得（年金所得を除く）が３００万
円を超える人  
株式や土地の譲渡・商品先物取引な
ど特殊な所得がある人  
贈与・相続の相談・申告  

▲

◆「自己申告コーナー」設置！

前年分の事業所得、不動産所得およ


▲

▲ ▲

２月１６日（火）～３月１２日（金）
午前９時～１１時、午後１時～３時
年金・給与収入のみの人  
営業・不動産・農業などの収入がある人  

ください。

▲

受付期間
受付時間

次の人は、必ず香椎税務署で申告して

香椎税務署

※３月１５日（月）まで実施
※駐車場は利用できません

受付期間 １月２６日（火）～３月１５日（月）
受付時間 午前９時～午後４時
休日受付日
２月２１日（日）
・２月２８日（日）
質問や必要書類の確認は電話で問い合
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

商工業者向け無料税務相談
実施日程

１月 ２８日（木）
２月 ２日（火）
、５日（金）
、９日（火）
、
１０日（水）
、１５日（月）
、１６日（火）
、
１７日（水）
、２２日（月）
、２４日（水）
、
２６日（金）

３月 １日（月）
、３日（水）
、４日（木）、
５日（金）
、８日（月）
、１０日（水）
、
１２日（金）
、３１日（水）
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
問い合わせ先
新宮町商工会 ☎９６３－４５６７

Step 3

申告に必要なもの

①令和２年１月～令和２年１２月の所得がわかるもの → 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（注）と本人確認書類」

（注）通知カードについては、カードに記載されている住所・氏名などが申告時点と相違ない通知カードに限る

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

令和２年１月～令和２年１２月の所得がわかるもの

【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（要介
護認定を受けた人）など

【住宅ローン控除を受ける人】
○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
【寄附金控除（政治献金、社会福祉法人など）を受ける人】
○寄附した旨の記載がある領収書
※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

【寄附金控除（ふるさと納税）を受ける人】
○各自治体が発行する寄附金受領証明書

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

○損害保険金の受領内容が判明するもの

ンクやサプリメントなどの購入費用
○人間ドックなどの健康診断のための費

【医療費控除を受ける人】

用（重大な疾病が発見され引き続き治

○医療費控除に関する明細書
※令 和 2 年 1 月 1 日～令和 2 年 12 月 31 日に支払っ
た医療費が対象です。

療を受ける場合は対象）
○入 院時の差額ベッド代（病状により個

※医療保険者が発行する医療費通知（
「医療費のお知
らせ」など）を添付すると、明細の記入を省略でき
ます。
※領収書は税務署から提示または提出を求められる

室を使用する必要がある場合や、やむ
を得ず個室を使用する場合は対象）
詳しくは問い合わせください。

場合があるため、５年間保存する必要があります。
※
「医療費控除の明細書」は国税局ホームページからダウンロードできます。
【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
○特定一般用医薬品等購入費を集計した明細書
※令和２年１月１日～令和２年１２月３１日に購入した医薬品が対象です。
※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。
※領収書は税務署から提示または提出を求められる場合があるため、５年間保存する必要があります。

令和２年分の確定申告の改正点は、町ホームページでお知らせしています。

感染拡大防止対策をして来場してください
○入場時に検温をします。発熱や風邪の症
状がある場合は、来場をご遠慮くださ
い。３７.５度以上の熱がある場合は入場
をお断りさせていただきます。
○来場時および会場内ではマスクを着用し
てください。
○少人数でお越しください。介助を要する
などの理由により複数人で来場する場合
も、必要最小限の人数としてください。
○混雑緩和のため、入場制限を設ける場合
があります。
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香椎税務署での申告は「入場整理券」が必要です
【入場整理券の配布】
（１日あたり最大６００枚）
○当日配布（配布状況に応じて早めに受付を終了
し、後日の来庁をおねがいする場合があります）
○ LINE ア プ リ に よ る 事 前 発 行（ ホ ー ム 画 面 で
「国税庁」または「＠ kokuzei」と検索）
【入場方法】
入場日時を表示した入場整理券または事前発行
した画面を提示
【問い合わせ先】
香椎税務署

☎６６１-１０３１（代）

問い合わせ先 保険税などに関すること
役場住民課 ☎９６３－１７３３（直）

住民税での申告不要制度とは？
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式な
どの譲渡所得や、住民税が源泉徴収されている
上場株式などの配当所得は、確定申告する必要
がないとされています。
確定申告をしない（申告不要制度を選択する）
場合、これらの所得は、国民健康保険税、後期
高齢者医療保険料（以下、保険税等）の算定対象
となる所得には含まれません。
しかし、損益通算や繰越控除、各種控除等の
適用を受けるためなどにより確定申告をした（総
合課税・申告分離課税を選択し、申告不要制度
を選択しない）場合は、これらの所得も他の所得
とともに、保険税等の算定対象になります。
ただし、保険税等は住民税の課税の取り扱い
に準ずるため、確定申告をして上場株式などの
譲渡所得や配当所得などの所得額が発生する場
合であっても、手続きをして住民税の課税方法
として申告不要制度を選択した場合は、保険税
等の算定対象となる所得には含まれません。

確定申告にも便利な

マイナンバーカード
電子証明書を利用して、
自宅などのパソコンから
確定申告ができます。
【必要なもの】
マイナンバーカード、ＩＣカードリーダラ
イタ
【電子証明書の有効期間について】
マイナンバーカードの電子証明書の有効期
間は、発行日から５回目の誕生日までです。
有効期間が経過した場合や、住所や氏名
などの変更後に手続きをしていない場合は、
e-Tax などの電子申請ができなくなります。
更新のお知らせ（電子証明書の有効期限通
知書）が届いた人は、役場で電子証明書の更
新申請を行ってください。更新は、有効期間
満了の３か月前からすることができます。

問い合わせ先 住民税申告不要制度に関すること
役場税務課 ☎９６３－１７３１（直）
○所得税と住民税で異なる課税方法の選択について
住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日
までに、確定申告書の提出とは別に町民税・県民税申告
書を役場税務課に提出することで、住民税の課税方法
（申告不要制度、総合課税、分離課税）を選択できます。
町民税・県民税申告書を提出すると「所得税は申告分
離課税、住民税は申告不要制度を選択する」など、所得
税と住民税で異なる課税方法を選択できます。課税方法
の選択による影響を考慮の上、申告するかどうかご自身
で選択してください。
○源泉徴収選択の特定口座内の上場株式などの譲渡所得
や配当所得などの取り扱い
【確定申告しない】 配当所得等・株式等譲渡所得は保険

税等の算定対象になりません。
【確定申告する】 配当所得等・株式等譲渡所得（繰越損
失適用後）は保険税等の算定対象になります。
確定申告の結果、見込まれる税額上の還付分や減額分
と比べて、保険税等の増額分が上回る場合があります。
ご注意ください。

香椎税務署へ確定申告書を提出する人へ
問い合わせ先

香椎税務署

６６１－１０３１（直）

自宅からパソコン・スマー
トフォンでできるｅ－Ｔａｘが
便利です。感染防止の観点か
らも、ぜひご利用ください。
【ｅ－Ｔａｘの方法は２通り】
①マイナンバーカードを使って送信
【必要なもの】
 マイナンバーカード、マイナンバーカード対応の
スマートフォンまたは IC カードリーダーライタ
②ＩＤとパスワードで送信
【必要なもの】
香椎税務署で発行するＩＤ、パスワード
※ＩＤ、パスワード
を 取 得 す る に は、
申請者本人が顔写
真付きの本人確認
書類を持参してく
ださい。
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みんなの人権
みなさんも一緒に考えませんか

※午前８時３０分ごろから、整理券を配布します。

※魚がなくなり次第終了となります。

【次回開催予定日】 ３月２０日（土・祝）

普通とは？

新宮ｎａｖｉ

町内中学生

日時 ２月２０日（土）午前９時～１１時
場所 新宮漁港
必要なもの
持ち帰り用のクーラーボックスなど
※購入した人には駐車券を配布します。



「生け間（いけま）
」から直接販売します。

私は、同性同士の恋愛が批判されている

玄界灘で獲れた天然の魚介類を、漁師が漁船の

こと、結婚できないことについて気になっ
たので考えました。
私は、ニュースで同性同士で結婚したい
と思っている方々がみんなで歩いて、訴え
て い る の を み ま し た。 そ し て、 イ ン タ ー

☎９８１－３４７０

問い合わせ先 （一社）新宮町おもてなし協会

おもてなし協会通信

相島の漁師のいけま売り

ネットでは同性同士での恋愛をよく思って
いない人がいるのをみました。これをみて
私は、好きな人や好きなことを否定するの
は、おかしいなと思いました。自分の普通
とは違うから否定しているのではないかと
私は思います。
これらのことについて私は、これからこ
の よ う に な っ て ほ し い と 思 い ま す。 そ れ
は、お互いのことを認め合えるようになっ
てほしいことです。先ほど言ったとおりで
すが、自分と違うからと否定するのはおか
しいと思います。なぜなら、世界には、自
分 と 違 う 人 が い て 普 通 だ か ら で す。 し か
し、 そ れ を 自 分 の 普 通 と 違 う か ら と い っ
て、認められない人がいます。これからは、
お互いの違いを認め合えるようになってほ
※原文を一部修正しています。

しいと私は思います。
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役場人権推進室（総務課内） ☎９６３－１７３０（直）
問い合わせ先

バドミントンで県大会出場！
１１月１５日にクロスパルこが（古賀市）で、第２１回全
日本中学生バドミントン選手権大会筑前地区予選会が開催
されました。１１５人が参加し、町スポーツ協会所属の新
宮ジュニアバドミントンクラブの樋口蒼唯さん（ファーネ
スト新宮）と藤野天南さん（ファーネスト新宮）が男子ダブ
ルスで準優勝しました。その結果、１２月１３日に久留米
アリーナで開催された県大会に出場しました。

▲樋口さん（左）と藤野さん（右）

バスケットボール大会で

２年連続優勝！
１１月２８日・２９日に穂波西中学校（飯塚市）他
で２７ｔｈ ＤＩＡＭＯＮＤ ＲＡＣＥが開催され、町
スポーツ協会所属のＢｅａｔ女子 U１５バスケット
ボールクラブが出場しました。初日は１２チーム
が４パートに分かれて予選リーグが行われ、大差
をつけて勝ち上がりました。
２日目の決勝トーナメントでは、追いつかれそ
うになることもありましたが、１０点以上の差を
▲見事優勝したＢｅａｔ女子 U１５バスケットボールクラブ

つけて優勝することができました。メンバーは次
の新人戦に向けて、さらなる練習に励んでいます。

新宮イーグルス、

パート優勝！
１１月２９日に新宮町ふれあいの丘公園
グラウンドで、第１３回新友会秋季ソフト
ボール大会が開催され、町スポーツ協会所
属の新宮イーグルスが出場しました。
全２３チームが４パートに分かれて対戦
し、新宮イーグルスは見事パート優勝する
ことができました。６年生はチームメイト
と残り少ない試合を一試合一試合、大事に
全力で戦っていきます。

▲パート優勝を果たした新宮イーグルス

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）

大舞台で大健闘！！

１２月５日・６日に大阪シティ信用金庫スタジ
アム他でオリックス・バッファローズＣＵＰ争
奪第７回関西小学生硬式野球選手権大会が開催
されました。
硬式野球の３つのリーグの各上位４チームが
出場して九州を含む関西圏のチャンピオンを決
める大会に、１０月のヤングリーグ全国大会優勝
で出場権を得た町スポーツ協会所属の福岡ライ
ナーズが九州代表として初出場しました。
どのチームも体格が良い選手が多く強豪でし
たが、対戦相手にひるむことなく選手が団結し、
準優勝しました。多くの大会が中止になるなか、
大舞台で結果を残すことができ、これからの活

▲見事な成績を収めた福岡ライナーズ

動にも大きな弾みがつきました。

お兄さんお姉さんが絵本を読んでくれたよ！
１２月１２日に開催した幼児向けおはなし会で、
新宮東中学校の生徒２人が読み手をしました。読
み聞かせをした３冊の絵本はすべて冬にぴったり
の心が温かくなるおはなしで、子どもたちは熱心
に聴き入っていました。
中学生は保護者から「放送部なの？上手ね」と声
を掛けられ、自信がついた様子で「緊張したけれど
小さい子たちが一生懸命聴いてくれたので、うれ
しかった。またやってみたい」と話していました。
楽しい絵本を読んでもらった子どもたちも笑顔に
なっていました。

▲おはなし会の様子

地域福祉活動の推進に貢献
民生委員・児童委員の杷野一彦さん（夜臼１）が、
永年勤続民生委員・児童委員表彰と社会福祉功労者県
知事感謝状を授与されました。
杷野さんは、平成１９年１２月に民生委員・児童委
員に就任し、平成２８年からは新宮町民生委員児童委
員協議会の会長として、地域福祉活動の推進に貢献さ
▲表彰を受けた杷野一彦さん
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れています。

祝！成人
１月１０日に、そぴあしんぐうで成人式を開催しまし
た。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、本年度は
規模を縮小して二部交代制で開催しました。今回、二十
歳を迎える町内の新成人は３５２人です。
第一部（新宮中学校区）では、中山紗希さんと田尻萌絵
さんが司会を務めました。新成人を代表し、稲永咲子さ
んは「困難に直面してもお互いを助け合って、これからも

▲小・中学校の思い出スライドショー

未来に向かって努力し、共に成長していきたいです」と決
意を述べられました。
第二部（新宮東中学校区）では、
小野桃果さんと石迫佳純さんが司
会を務めました。 新 成 人 を 代 表
し、澤近優真さんが「最高の仲間
たちとの出会い、周りの方々のご

第一部の代表・司会のみなさん

▲タイムカプセル

指導への感謝を忘れずに、成長
を楽しみながら私達自身の人
生を幸せに生き抜きます」と
決意を述べられました。
規模縮小のため、恩師の先生
方は参加することができませんで
したが、多くの先生が新成人への
想いのこもったメッセージを贈っ

第二部の代表・司会のみなさん
▲祝電の数々

てくだいました。また、５年前の中学校卒業時につくっ
たクラス旗などの思い出の品を詰めたタイムカプセルを
開封したクラスもあり、新成人たちは小・中学生だった
頃に想いを馳せていました。
新成人のみなさんがふるさと「新宮町」に誇りを持ち、
それぞれの道で今後一層活躍されることを期待します。

▲受付や座席の距離をとり、検温・消毒などの対策を
して開催しました

寄付ありがとうございました
１２月２８日に、コーア・テクノ株式会社さまから消毒液の
寄付をいただきました。
大切に活用させていただきます。ありがとうございました。
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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）

コロナ禍でも、変わらぬ安全・安心のまちづくりを
町では、毎年１月に新春を飾る消防出初式を開催

この度の勤続２０年表彰にあ

しています。本年は新宮町消防団と、新宮町・古賀

たって、時の流れのはやさを

市を管轄する粕屋北部消防本部の合同で執り行う予

感じます。また、現在に至る

定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、

まで、火災出動や消防操法大

中止しました。

会などをはじめとして苦楽を

新宮町消防団のみなさんは、仕事や学業と両立し

共にしてきた消防団の仲間に

ながら、火災出動などをはじめ、各分団の管轄地域

は、感謝の気持ちでいっぱい

でのさまざまな活動を行っています。

です。これからも消防団員として、日々成長

本年は、次のみなさんが県知事と県消防協会長か

していきたいと思います。

ら永年勤続の表彰を受けました。これからも安全・
安心のまちづくりのため、よろしくおねがいします。
【福岡県知事表彰】
○永年勤続感謝状（２５年勤続）
消防司令
消防司令補

安武博信

消防士長

薄達也、古川直也

宮原辰徳

吉田潤平（第６分団

緑ケ浜・中央駅西・よつば）

井浦正典（第１０分団

原上・ファーネスト新宮）

丸島周平（第１１分団

夜臼２・夜臼３・桜山手）
相島）

○永年勤続表彰（１０年勤続）

○永年勤続感謝状（２０年勤続）

青栁了太朗、黒木隼人（本部分団

下府１・下府２・杜の宮）

渋田欣也（第１分団

新宮）

役場）

宮原辰徳（第４分団

夜臼１・夜臼４）

武井翔平（第２分団

下府１・下府２・杜の宮）

上野将司（第８分団

立花口・花立花）

安川晃介（第３分団

上府・中央駅前）

井上誠（第１０分団

原上・ファーネスト新宮）

森智宏、山下善太郎（第４分団

【福岡県消防協会長表彰】
○永年勤続表彰（３０年勤続）
的野）

石川宜位（第８分団

立花口・花立花）

（第１０分団

的野）

三代）

原上・ファーネスト新宮）

大石宏樹、丸島晋平

○永年勤続表彰（２０年勤続）
落石雄一郎（第２分団

湊・湊坂）

岩隈政英、岩隈研司

○永年勤続表彰（２５年勤続）
舩越和久（第７分団

夜臼１・夜臼４）

江頭孝太（第５分団
坂本悠（第９分団

舩越高志郎、三上太郎（第７分団

（第１１分団

下府１・下府２・杜の宮）

夜臼２・夜臼３・桜山手）

○優良団員表彰

宮原辰徳（第４分団

夜臼１・夜臼４）

金内龍士（第１分団

新宮）

上野将司（第８分団

立花口・花立花）

武井翔平（第２分団

下府１・下府２・杜の宮）

井上誠（第１０分団

原上・ファーネスト新宮）

金丸幸平（第３分団

上府・中央駅前）

○永年勤続表彰（１５年勤続）

上野将太郎（第８分団

松﨑義宏、服部智（本部分団

役場）

森達哉（第９分団

上府・中央駅前）

草場貞秀（第１０分団

末吉光太（第４分団

夜臼１・夜臼４）

樫村拓男（水上分団

湊・湊坂）



立花口・花立花）

三代）

松崎太一（第３分団
堺祐輔（第５分団
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第４分団団員

三舩大輔（水上分団

岩崎智一、阿部剛、今林剛志

落石雄一郎（第２分団



原上・ファーネスト新宮）
相島）
※敬称略

【幼児期編】
１８日（木）午前１０時～１１時

２４日（水）午前１０時～１１時

ベビーマッサージ

２６日（金）午前１０時～１１時

良い睡眠で

骨・筋肉の成長を促します。
②朝食
 をしっかり噛んで食べる。

９ 日（火）午前１０時～１１時

テーマ別クラブ

心も体も元気に

成長ホルモン 眠ってすぐの

１歳から就学前までの子ども
疲 労 回 復、 脂 肪 の 燃 焼、 体

深い眠りのときに分泌され、
は心も体も成長が著しく、睡眠
組織の修復と再生といった
代謝のコントロールもしま

料となる脳内ホルモン「セロト

は成長に欠かせない役割を果た
す。

③日の
 光の下、体をよく動かす。
①～③には、メラトニンの材

しています。
子どもが良い睡眠をとれるよ

ニン」を活発に分泌させる効果
があります。また日中、体をよ
く動かすことで、疲労回復しよ
うと眠りに入りやすい状態をつ
くることができます。

詳しくは問い合わせるか、社協だより、町社会福祉
協議会ホームページをご覧ください。

う大人が導きましょう。

○深い
 眠りと浅い眠りのサイク
ルができている

遊べる場所です。ぜひ、ご利用ください。

毎週火曜日～土曜日の午前９時３０分～午後３時
※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３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）

から３歳までの子どもと保護者が安心して

日時

かんがるースタッフが見守るなか、０歳

セロトニン 心の安定感や満
足感をもたらします。また、ポ
があります。

※食事などはご遠慮ください。

良い睡眠とは

①脳や心身を休ませる。

○幼児
 期に必要な睡眠時間（
～ 時間）が確保されている

限に引き出すためにとても重要

ジティブな思考回路を作る働き

です。どちらかが欠けると、集

④寝る
 分以上前には部屋を暗
くする。

この２点は睡眠の役割を最大

中力が低下したり、やる気が起

暗くすることでメラトニンの
分泌を促し、良い睡眠を得るこ

（新宮町大字三代１０９５）

睡眠の役割とは

②脳内ホルモン「 メラトニン 」
と「成長ホルモン」を分泌さ
せ、体を発達させる。

きなかったり、記憶力が低下し

③１日
 の出来事や学習したこと
を記憶として整理・定着し、
メラトニン 暗くなると分泌

イライラしやすくなります。

とができます。
⑤夜 時までに就寝をする。
朝を迎えるまでに幼児期に必
時間）を

ふれあい交流館

子育て中の親子がつどい、交流や情報交換をしています。一緒に
「仲間の輪」づくりをしてみませんか。離乳食、トイレトレーニング
といった子育ての相談も受け付けています。予約（電話）が必要です。

場所

脳を発達させる。
さ れ、体 温 を 下 げ て 眠 り を
誘います。また、老化防止、
免疫力増強といった抗酸化

良い睡眠に導くポイント

～

は消毒のため利用不可

しんぐう子育てサポートセンター

作 用 が あ り ま す。一 生 の う

要な睡眠時間（

確保することができます。

※午 前１１時３０分～午後０時３０分

１９日（金）午前１０時～１１時

テーマ別クラブ

午前９時３０分～午後２時３０分

テーマ別クラブ

出張ひろば

日時など
容
内

かんがるーひろば

通

ち幼児期に大量に分泌され

①朝７
 時までに起床し、カーテ
ンを開けて日の光を浴びる。

14

２月の主なイベント
地域子育て支援センター

信

子育て
つながる
ここから

こ
つ

こ
ます。

10

各子ども１０人（要予約）

午前・午後

10

9

すべて各子ども１０人程度の予約制です。予約は２月２日（火）から開始します。
テーマ別クラブは、相談の多かったテーマごとに開催します。原則０歳～３歳
の子どもと保護者であれば参加できます。詳しくは問い合わせるか、社協だよ
り、社協ホームページなどをご覧ください。

定員

10

小児救急法講習会

毎週月曜日（祝日・年末年始を除く）

日時

14

☎９６３ ― ２９９５（直）
シーオーレ新宮子育て支援課
■問い合わせ先

12

金

土
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

○資料特別整理期間のため休館します
万 点 あ る 資 料 の 整 理 な ど を 行 い ま す。 最 終 水 曜 日

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
館 し、 約
（ 日）は開館します。
【休館期間】 ２月２日（火）～ 日（月）
【休館中の資料返却先】
○本、雑誌、紙芝居
図書返却ポスト（シーオーレ新宮正面玄関右側、ＪＲ新宮中
央駅自由通路東口エレベーター付近）
○ＣＤ・ＤＶＤ、それらの付録が付いた本
シーオーレ新宮１階事務室
○「野菜づくりのコツと裏ワザ」野菜づくり講習会
毎回好評の野菜づくり講習会の第三弾
を 開 催 し ま す。 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 ん で
み ま せ ん か。 農 林 業 専 門 の 出 版 社 の 講 師
による講演会です。
野菜づくりに興味のある人をはじめ、経
３月５日（金）午前 時 分～正午

験者もぜひご参加ください。
日時

ウネ立て・畑の耕し方、マルチの張り方、雑草対策など

場所 シーオーレ新宮 視聴覚室
内容

講師 佐藤圭さん 農山漁村文化協会（農文協）

◎第

日から

月１日まで、サンレイクか

回糟屋地区美術展受賞者
月

点、 新 宮 高 校 美 術 部 と 書 道

点出品されました。また、長谷川康

ガラス教室

日（木）～

日（水）

日（木）～３月

日（水）

妙香書道教室〈日本習字成人教室〉

２月

～２月

◎そぴあしんぐう作品展示



日（水）

※敬称略

書「集王聖教序」木村葵（新宮高校）

洋画「風景画」志自岐綾子（新宮高校）

奨励賞

書「越後の恋歌」桐島洋子（新宮）

糟屋地区市町長協議会賞

■会員外

写真「夏空と宇奈利」佐藤公雄（夜臼１）

工芸・彫刻「雅」桐島隆（新宮）

陶芸「優雅」岩隈可純（原上）

洋画「相の島漁港」佐藤智昭（中央駅前）

洋画「朝焼けの水田」津川友里（町外）

奨励賞

工芸・彫刻「華」農広代（花立花）

糟屋地区社会教育振興会賞

日本画「古刹」山元あや子（町外）

糟屋地区文化協会連合会賞

無鑑査作品として展示されました。

１）の日本画、藤田謙一さん（町外）の陶芸が

實さん（夜臼２）の洋画、松永憲博さん（下府

行さん（原上）の陶芸が招待作品として、中野

部から

からは一般から

すやで糟屋地区美術展が開催されました。町

12

28

日本習字妙香教室

10

対象 町内に住む野菜づくりに興味のある人
人（先着順）※託児はありません。

25

48

11
２月

24

参加費 無料
定員

申込方法 図書館カウンター、電話

13

11

10

30

19

25

10

文化協会だより

bunkakyoukai@air.ocn.ne.jp
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

24

申込開始日 ２月 日（金）
19

■問い合わせ先
新宮町文化協会（そぴあしんぐう内）

15

15

20

木

【特設コーナー】

28
…
【休館日】

ネコの本・イヌの本

水

…コロちゃんのおはなし会
対象 ３歳以上
時間 午後２時～

火
■問い合わせ先 町立図書館
☎９６２－５５００（直）
当面の開館時間 午前１０時～午後５時

月
日

２月

図 書館 だより

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）

パパママ教室

こころにこにこ相談室

問い合わせ先

問い合わせ先

シーオーレ新宮子育て支援課 ☎９６３－２９９５
（直）

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

妊娠中や子育て中の人の不安や悩みを少しでも軽

間です。パパママ教室では、妊娠中から知っておく

減するため、臨床心理士による相談を月に１度開催

と役立つことをたくさんお伝えします。お腹の赤ちゃ

します。一度ゆっくりお話ししてみませんか。相談

んの育ち方やお産に向けての準備、子育てで大切な

は無料です。

ことを一緒に学びましょう。無料で参加できます。
【日程】 ①２月１６日（火）、②３月１６日（火）
【日時】 ３月７日（日）午前１０時～正午

【時間】 各日程

【場所】 シーオーレ新宮

午前９時～９時５０分

【対象】 町内に住む妊婦とその夫

午前１０時～１０時５０分

※１ 人での参加も可能です。託児はありませんが、
お子さんと一緒に参加できます。
【内容】

午前１１時～１１時５０分
【場所】 シーオーレ新宮
【対象】 町内に住む妊婦、乳幼児の保護者

○妊娠中・産後の過ごし方、パパの関わりなどにつ
いて（助産師による講話）
○赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験

【定員】 各時間帯１組ずつ
【託児】 無料（要予約）
【注意事項】 相談は原則として１回です。心療内

【必要なもの】 母子健康手帳、筆記用具

科・精神科等に通院中の人は、保健師の対応とな

【定員】 ８組程度

る場合があります。

【申込方法】 窓口、電話
【申込期間】 １月２９日（金）～３月１日（月）
【申込先】 シーオーレ新宮子育て支援課

【申込方法】 窓口、電話（申込時に、相談内容を簡
単に伺います）
【申込締切日】 ①２月９日（火）、②３月９日（火）
【申込先】 シーオーレ新宮子育て支援課

マイナンバーカードを作ろう！
問い合わせ先

役場住民課

☎９６３－１７３３（直）

役場では顔写真の無料撮影など、随

マイナンバーカードの受け取りはお済みですか
問い合わせ先

役場住民課

☎９６３－１７３３
（直）

時マイナンバーカードの申請サポート

マイナンバーカードの受け取りに

を行っています。申請から受け取りま

臨時開庁日をご利用ください。あら

でには１～２か月ほどかかるため、早

かじめ電話予約し、来庁してくださ

めの申請にご協力ください。

い。電子証明書の更新も可能です。
希望する人は問い合わせください。

【必要なもの】
○通知カードまたは個人番号通知書

【日程】 ２月１３日（土）、２８日（日）

○住民基本台帳カード（持っている人）

【時間】 午前９時～１１時３０分

○運転免許証やパスポートなど顔写真付きの本人確
認書類（持っていない人は、健康保険証と年金手

※予 約人数には限りがあります。早めに予約して
ください。

帳などの２点）
※上 記のものがあれば、マイナンバーカードを自
宅に郵送でお届けすることができます。
※１５歳未満の人は、戸籍謄本などの書類が必要と
なる場合があります。
14

特定健診を個別で受診できます

ママにこにこクラブ コラージュを作ろう♪

問い合わせ先

問い合わせ先

役場住民課

☎９６３－１７３３（直）

本年度の集団健診は終了しましたが、個別に病院

シーオーレ新宮子育て支援課 ☎９６３－２９９５（直）

子育てや家事に追われて、疲れを感じていません

で受診することができます。受診期限が迫っていま

か。日々の忙しさやストレスから少し距離を置いて、

す。年に一度は受診しましょう。

自分のために時間を使ってみましょう。教室では、
臨床心理士と一緒にコラージュを作ります。コラー

【特定健診】
受診期限

ジュとは、雑誌などから気になるアイテムを切り抜

２月２８日（日）

必要なもの

き、それを画用紙に貼り付け、作品を作るものです。

５００円（自己負担金）、新宮町国民健

癒しの効果もあります。無料で参加できます。

康保険証、特定健康診査受診券
問い合わせ先

役場住民課

【日時】 ３月４日（木）午前１０時～１１時３０分
【場所】 シーオーレ新宮

【後期高齢者医療被保険者の健康診査】
受診期限

３月３１日（水）

必要なもの

※グループでの参加はご遠慮ください。

５００円（自己負担金）、後期高齢者医

療保険証、受診票
県後期高齢者医療広域連合

☎６５１－３１１１
事前に必ず医療機関へ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

☎９６２－５２１１

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

新宮クリニック

☎９６２－２２３３

川﨑内科医院

☎９６２－１９３１
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

ひぐち内科クリニック

☎９６３－２８００

※町外の医療機関に関しては問い合わせください。
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※予 約が必要です。子どもが１時間半ほど過ごすた
めに必要なもの（おむつ、お茶など）を用意してく
ださい。

新宮町内指定医療機関

医療法人豊資会

【定員】 ５人（先着順）
【託児】 無料

※受診票を紛失した場合は再発行できます。
問い合わせ先

【対象】 町内に住む乳幼児の保護者

【必要なもの】 はさみ、のり、不要な雑誌
【申込方法】 窓口、電話
【申込締切日】 ２月２５日（木）
【申込先】 シーオーレ新宮子育て支援課

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
民保護に関する情報伝達訓練が行われます。町では
防災行政無線から放送しますが、緊急事態ではなく
訓練です。ご注意ください。
【訓練日時】 ２月１７日（水）午前１１時００分ごろ

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

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）

オンラインママリフレッシュ講座 「料理」
「ヨガ＆ストレッチ」動画配信
問い合わせ先

そぴあしんぐう社会教育課 ☎９６２－５１１１
（直）

コロナ禍で外出に不安を抱える日々でも自宅に居
ながらにして学べる機会を提供するため、動画を作
成しました。

「ママのためのヨガ＆ストレッチ」
神田由季乃先生によるママのためのヨガ＆スト
レッチです。

「料理」と「ヨガ＆ストレッチ」がテーマで、ママ
だけでなく誰もが楽しく学べる内容です。ぜひご覧

動画配信ＵＲＬ
https://youtu.be/9EhCQ-qCjzs

ください。
【視聴方法】 各動画のＱＲコードを読み取るか、各
アドレスで検索してください。動画は YouTube
で配信します。
※ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

「黄金比を使ったカンタン卵料理！」
免疫力アップの食材でもある卵を使って「茶碗蒸
し」と「プリン」を作ります。最後に「簡単なだしの
取り方」も伝授します。
動画配信ＵＲＬ

▲再生イメージ

https://youtu.be/mdX9ilofNs0
【注意事項】
○動 画の視聴は無料ですが、YouTube アプリのダ
ウンロードや閲覧時にかかる通信料は各自で負担
となります。
○動画の作成は社会教育課として初の試みです。専
用の機材もなく、試行錯誤のところがあり、見づ
らい場面などがあると思いますが、ご理解をおね
がいします。
▲再生イメージ

「暮らしの便利帳」広告掲載協力のおねがい
問い合わせ先

役場地域協働課

☎９６３－１７３４（直）

各種行政手続きやごみ、医療などの情報を掲載し

今年も休日開庁を実施します
問い合わせ先

役場住民課

☎９６３－１７３３
（直）

毎年３月から４月にかけては引越しの多い時期と

た「暮らしの便利帳」を発行します。（株）サイネッ

なっています。みなさんの利便性をはかるために、

クスとの官民協働事業として実施し、地域事業者の

次の日程で役場を臨時で開庁します。詳しくは、広

みなさんからの広告掲載費用で作成します。９月下

報３月号でお知らせします。

旬ごろに町内全世帯および転入者へ配布します。

【休日開庁】 ３月２８日（日）、４月４日（日）

地域事業者のみなさんのもとへ、２月から新宮町
長発行の従事者証を持った（株）サイネックスの社

休日開庁にあわせてマイナンバーカードの交付を

員が訪問します。広告掲載へのご協力をおねがいし

行います。交付を希望する人は、事前に電話予約し

ます。

て来庁してください。
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家庭教育支援事業カンガルー講座「親子リトミック」
問い合わせ先

そぴあしんぐう社会教育課 ☎９６２－５１１１（直）

親子で楽しめるリトミックを行います。無料で参
加できます。

住宅用火災警報器
あなたの家は大丈夫？
住宅火災による死者の約７
割が高齢者です。煙を感知し
たら音などでお知らせする住
宅用火災警報器（住警器）を設
置することで、命を守ること
につながります。住警器は、
平成１８年６月に設置が義務
化されています。

【日程】 ２月２３日（火・祝）
【時間】
①０歳児～３歳児（未就園児）
午前１０時～１０時５０分
②３歳児（年少）～就学前の子ども
午前１１時～正午
【場所】 そぴあしんぐう

多目的ホール

【定員】 町内に住む親子

各１０組（各回先着順）

【必要なもの】 飲み物、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
ります。
【申込方法】 窓口、電話
【申込開始日】 ２月５日（金）

住警器は、年に１度は点検しましょう。交

【申込先】 そぴあしんぐう社会教育課

換のめやすは１０年です。
【点検方法】
○点検ボタンを押す
○ひもを引く
反応が無ければ、故障している可能性があ
ります。
【問い合わせ先】 粕屋北部消防本部予防課
☎９４４－００２１（直）

健康福祉課健康づくり担当が

町福祉センターに移転します
問い合わせ先

競争入札参加資格審査申請の追加受付
問い合わせ先

役場総務課

☎９６３－１７３０（直）

シーオーレ新宮健康福祉課（健康づくり担当）
☎９６２－５１５１
（直）

健康福祉課健康づくり担当が、現在のシーオーレ
新宮１階から福祉センター２階に移転します。

令和３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） 【移転日】 ２月２２日（月）
の追加受付を行います。詳しくは、町ホームページ
をご覧ください。

【移転後の電話番号】 ☎９６２－５１５１（直）
※現在と変わりません。
【取扱業務】

【申請期間】 ２月１日（月）～２８日（日）

成人の健診、健康相談、高齢者予防接種など

※申 請は２月２８日（日）午後５時までです。申請
書は３月１日（月）までに提出してください。
【申請先】 役場総務課
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２月２２日（月）以降、シーオーレ新宮１階で業務
を行うのは、子育て支援課となります。

申込・問い合わせ受付時間

健康づくりのための運動教室
問い合わせ先

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）

参加者募集！！

地域包括支援センター（町福祉センター内） ☎９６３－０６６３
（直）

健康運動指導士のもと、元気に過ごすための体づくりを始めませんか。
【対象】 町内に住む６０歳以上の人

介護予防ポイント
対象事業

【内容】 ストレッチ体操、筋力トレーニングなど
場
グループ①

所

日

シーオーレ新宮

グループ②

時 （原則として）
第２・４金曜日

午前１０時～１１時

第１・３木曜日

グループ③

第１・３水曜日

グループ④

ふれあい交流館

午前１０時２０分～１１時２０分

グループ⑤

第２・４水曜日
第１・３金曜日

グループ⑥

シーオーレ新宮

午後２時～３時

第１・３金曜日

グループ⑦

ふれあい交流館

午前１０時２０分～１１時２０分

第２・４木曜日

【開催時期】 ４月から１年間

【申込方法】 次のいずれかにより申し込み

【参加費】 無料

①福祉センター１階窓口に設置している申込書に必

【定員】 シーオーレ新宮

各４０人

ふれあい交流館

各３０人

要事項を記入して提出
②町ホームページから申込書をダウンロードし、

※いずれも定員を超えた場合は抽選となります。
【申込期限】 ２月１２日（金）午後５時

ＦＡＸ（７１０－８２８７）で送信
【申込先】 町地域包括支援センター

子ども医療費の助成の一部を拡大します
問い合わせ先

役場住民課

☎９６３－１７３３（直）

町では、町内に住む子どもを対象

令和３年４月からの自己負担額（１医療機関ごと）

に医療費を助成しています。これま
で、中学生の入院外の医療費は助成対
象外でしたが、４月から助成を拡大し
ます。現在、医療証を持っていない人

０歳～小学校就学前
小学生
平成 21 年 4 月 2 日

です。

平成 27 年 4 月 1 日生まれ

の受給者を対象に、３月中旬以降に新
しい医療証を送付する予定です。

中学生
平成 18 年 4 月 2 日
平成 21 年 4 月 1 日生まれ

【子ども医療費支給制度】
助成対象開始
対象

～

３月１日（月）時点での子ども医療

～

で、助成を希望する場合は申請が必要

４月１日（木）

０歳～中学３年生（１５歳に達する日以後の

最初の３月３１日まで）
※対象の年齢によって、助成内容が異なります。

入院の場合

入院外の場合

0円

0円

５００円／日
（月７日限度）

１,２００円／月

５００円／日
（月７日限度）

１,６００円／月

※入院中の食事代や薬の容器代など、健康保険が使
えない費用は助成の対象になりません。
※所 得による制限はありませんが、重度障がい者
医療、ひとり親家庭等医療の受給者は、子ども医
療との併用ができません。
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統計調査員を募集します

新宮町立中学校の制服・体操服のリユース

問い合わせ先

問い合わせ先

役場政策経営課

☎９６２－０２３０（直）

役場学校教育課

☎９６３－１７３９
（直）

統計調査員として、国が実施する統計調査の業務

中学校生活の思い出がたくさん詰まった制服・体

に従事する人を募集します。詳しくは、問い合わせ

操服をリユースする取り組みを行っています。卒業

ください。

後、不要となった制服・体操服を寄贈してください。
サイズが合わなくなったなどの理由による寄贈も歓

【仕事内容】 調査員説明会への出席、調査票の配布・

迎します。また、必要な人にはお譲りします。

回収、回収した調査票の点検・整理など
※令 和３年度は、経済センサス－活動調査（５月～
６月の約２か月間）の実施が予定されています。

【リユースの対象】
○制服（学ラン・Ｙシャツ・セーラー服）

【報酬】 各統計調査で決められた報酬額

○体操服

【応募要件】 ２０歳以上で、秘密の保持ができる人

※夏服・冬服問いません。

※そ の他にも要件があります。詳しくは問い合わ
せください。

【受渡場所】

【申込期間】 随時

○役場学校教育課（本館２階）

※統 計調査が実施されるときに、町から調査員の
依頼の連絡をします。

○新宮中学校（１階事務室）
○新宮東中学校（１階事務室）

【申込方法】 登録申込書に記入し提出
※登 録申込書は町ホームページ、役場政策経営課
窓口で取得できます。

【その他】
○新宮町立中学校指定のものに限ります。
○受け渡しは開庁・開校時間内に随時行っています。
○ク リーニング（家での洗濯可）をしてお持ちくだ
さい。

土曜物作り講座「さをり織り教室」
問い合わせ先

そぴあしんぐう社会教育課

☎９６２－５１１１
（直）

町内の社会福祉法人福岡コロニーでは「さをり織り」
が制作されています。その技術を学んでみませんか。
はた織り機を使って、世界にひとつだけの反物（幅２５
cm、長さ２ｍ）を作ります。託児ありの講座です。
【日時】 ２月２０日（土）
午前１０時～午後０時３０分
【場所】 そぴあしんぐう

研修室３

【対象】 町内に住む人
【定員】 ５組（先着順、小学生以下は保護者同伴）
【材料費】 １組６００円
【申込方法】 窓口、電話
【申込開始日】 １月２９日（金）
※託 児を希望する人は、２月１２日（金）までに予約が
必要です。
【申込先】 そぴあしんぐう社会教育課
19

▲「さをり織り」の様子
「さをり織り」とははた織りの一つで、それぞれが
持つ個性・感性を織り込む「差異を織る」が語源です。
いろんな色を組み合わせてできる反物は、人それぞれ
で、どれも世界に一つです。

申込・問い合わせ受付時間

月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時（祝休日は除く）

町からのお知らせ

国民年金保険料の納付は、安心・便利・簡単、そしてお得な口座振替で！
問い合わせ先

役場住民課

☎９６３－１７３３（直） ／

東福岡年金事務所国民年金課

安心！ 自動引き落としで納め忘れの心配がありま

☎６５１－７１２９
（直）

１、２年度分または６か月分の口座振替による前
納はもっとお得です。４月分からの前納を希望する

せん
便利！ 金融機関などに行く手間と時間が省けます

場合は、２月１２日（金）までに申し込みください。

簡単！ 一度の手続きで完了し、手数料もかかりま
【申し込みに必要なもの】

せん

①年金手帳またはマイナンバーがわかるもの

お得！ 早割・前納を利用してお得な割引

②通帳
保険料を当月末の口座振替「早割」にすると、現
金で保険料を納付した場合に比べて月々５０円割り
引かれ、年間で６００円お得です。口座振替の開始
まで２か月程度かかります。申し込みは早めにおね

※① がマイナンバーカードでない場合、免許証や
パスポートなどの本人確認書類が必要です。
【申込先】
東福岡年金事務所国民年金課、役場住民課

がいします。

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（電話相談にて対応）
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

③通帳の届出印

☎４１０－２１８２（開設時のみ）

消費生活相談室だより
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。

宅配業者を装った「不在通知」の偽メールに注意！
偽メールの手口

ンストールや、ＩＤ・パスワードなどを入力
しないでください。入力した場合は、すぐに

宅配業者を装ったメールに、偽サイトに誘導

ＩＤ・パスワードなどを変更しましょう。Ｉ

するＵＲＬが記載されています。このＵＲＬに

Ｄやパスワードの使い回しはやめましょう。

アクセスすると、不正なアプリをインストール

③スマートフォンを機内モードにして、アプリ

してしまい、同じ内容のメールが自身のスマー

をアンインストール（消去）しましょう。

トフォンから自動的に多数の宛先に送信され、

④トラブルを避けるため、携帯電話会社の対策

高額な通信料を請求されるケースがあります。

サービスやセキュリティソフトなどを活用し

アクセスした偽サイトでＩＤ・パスワード、

ましょう。

暗証番号、認証コードなどを入力してしまい、

不安に思ったり、トラブルに遭ったりした場

携帯電話会社のキャリア決済などで不正利用さ

合は消費生活相談窓口に相談してください。

れ、高額な請求を受けるケースもあります。

【相談窓口】
アドバイス

消費者ホットライン「１８８（いやや！）」

①メールで「宅配の不在通知」が届いても、記載の

※１８８は最寄りの消費生活センターなどをご

ＵＲＬには安易にアクセスしないでください。

案内する全国共通の３桁の電話番号です。

②誤ってＵＲＬにアクセスした場合、アプリのイ

問い合わせ先

役場産業振興課

☎９６２－０２３８（直）
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Living Information
２月 ３ 日（ 水 ）午 後 １ 時 ～
３時、２月 日・ 日（水）
午後６時 分～８時 分
受付日
 時 月曜日～金曜日の
午前９時～午後５時、土曜
日と第１・第３日曜日の午
前９時～午後４時
問い合わせ先
ひとり親サポートセンター
☎５８４ ─３９３１

家族塾「みどり」
参加者募集


新宮町・古賀市に住む心の
病のある人を支える家族を対
象とした家族教室です。
「 ス ト レス と は 何 か 」と
題し、福間病院講師の山本タ
カタさんの講演と家族同士の
座談会を行います。事前申込
が必要です。
日時 ３ 月 ５ 日（ 金 ）午 後 １
時 分～ ４時（ １時受付開
始）
場所 サンコスモ古賀 ２０
１・ ２ ０ ２会議室（ 古賀市
庄２０５）
参加費 ２００円（資料代）
申込締切日時
２月 日（金）午後５時
申込・
 問い合わせ先 地域活
動支援センター「みどり」

☎０９４０ ─
３４ ─９７５０

ふれあい 分コール
そら


「 誰とも話さずに一日が終
わった…」という日々が続い
ている人は 、傾聴ボランティ
ア そらとお話ししてみませ
んか。 電話の際「 ふれあい
分コール そら 」とお伝えく
ださい。秘密は必ず守ります。
日程 ２ 月 ５ 日（ 金 ）
、 日

（金）
、 日（金）
、 日（金）
時間 午後１時～３時
※通話時間は１人 分程度
料金
無料（通話料は自己負担）
対象 町内に住む人
※電話
 は１回線のため、お待
たせすることがあります。
問い合わせ先
町社会福祉協議会
☎９６３ ─０９２１

10

生命のメッセージ展は、飲
酒運転など交通事犯・事故・
いじめ・医療過誤・一気飲ま
せなどによって、理不尽に生
命を奪われた犠牲者が主役の



ミニ・生命の
メッセージ展

12

暮らしの情報

ひとり親
 サポートセンター

40

ひとり親家庭の人を対象
に、ハローワークと連携した
就業支援や養育費相談等を行
っています。支援を希望する
人は、先ずはお電話ください。
○養育費相談 電話相談（ 離
婚協議中も相談可能）
○就業
 支援 来所相談、出張
相談 随時受付
○無料
 弁護士相談
各日程 先着４人
※相談
 内容によって弁護士相
談クーポン（ 時間無料相
談券）を発行します。

アート展です。
犠牲者一人ひとりの等身大
の人型パネルはメッセンジャ
ーと呼ばれ、その胸元には本
人の写真や家族の言葉を貼
り、足元には「生きた証」であ
る靴を置いて、命の大切さを
訴えています。生きたくても
生きられなかった人の存在に
思いを巡らせ、あなたの命を
未来につないでください。
期間
２月 日（水）～ 日（日）
場所 そぴあしんぐう １階
ホワイエ
問い合
 わせ先 福岡都市圏広
域行政推進協議会事務局
☎７１１ ─４０８５

「 ボ ウ リ ング で 福 祉 に 参 加
し ま せ ん か ？」を 合 言 葉 に、
毎 年 開 催 している 新 宮 町 福
祉チャリティボウリング大会
は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、本年度の開
催を中止します。
問い合わせ先
第 回 新宮町福祉チャリ
ティボウリング実行委員会
☎９６３ ─０９２１（直）

チャリティボウリング
 大会を中止します
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解雇・雇止め
集中相談会

込みが必要です。履歴書の持
参は不要です。
日程 ３月 日（土・祝）
時間 午前 時 分～午後０
時 分、午後１時 分～３
時
場所 福岡国際会議場 ２階
多目的ホール（ 福岡市博多
区石城町２ ─１）
対象 おおむね 歳以上の人
定員 各回 人（先着順）
申込・問い合わせ先
（公
 社 ）県 雇 用 対 策 協 会
県 歳現役応援センター
☎４３２ ─２５４０
50

70



年度末に向けて増加が見込
まれる解雇などの労働問題に
関して、労働者・使用者を問
わず、電話や面談での無料の
集中相談会を開催します。予
約不要ですので、お気軽にご
相談ください。秘密は厳守し
ます。
日時 ２ 月 日（ 水 ）
・ 日
（木）の午前９時～午後８時
（受付は７時 分まで）
※弁護 士 相 談 は ２ 月 日
（木）午後３時～７時（受付
は６時まで）です。
相談員
福岡労働者支援事務所職員
場所 県福岡労働者支援事務
所（ 福岡市中央区赤坂１丁
目８ ─８ 福岡県福岡西総
合庁舎５階）
問い合わせ先
県福岡労働者支援事業所
☎７３５ ─６１４９

アクティブシニア
 しごと合同説明会
企業との面談や就業支援団
体による合同説明会を行いま
す。参加は無料ですが、申し
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への意見、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

Living Information

協議会職員

暮らしの情報

料で、秘密は固く守ります。
※１人当たり３０分

多重債務に関する
電話相談会


こりしませんか。
日時 ２ 月 ６ 日（ 土 ）午 前
時～午後１時（ 時間中はい
つでもどうぞ）
対  学校への行きしぶりや
象
不登校・ひきこもりに悩む
本人や家族、関心のある人
場所
町福祉センター ３階
参加費 無料
問い合わせ先
町社会福祉協議会
☎９６３ ─０９２１（直）

29

第３回福祉のしごと就職フェア

配ごとなど、気軽に相談してください。相談は無

県立福岡聴覚特別支援学校

 幼稚部入学者募集

対象 平成 年４月２日～平
成 年４月１日生まれた聴
覚に障がいがある幼児
※４歳
 児・５歳児も受け付け
ます。
募集期 間 １ 月 日（ 金 ）～
２月５日（金）正午
入学選考日時
２月 日（ 金 ）午 前 ９ 時
分～
結果発表日 ３月２日（火）
問い合
 わせ先 県立福岡聴覚
特別支援学校 田中
☎８２１ ─１２１２
８２２ ─９８６１

29

コロナ禍で深刻さを増す経
済状況を受けて、多重債務に
関する相談に、司法書士が電
話で応じます。無料で相談で
きます。
日時 ３ 月 日（ 土 ）午 前
時～午後４時
相談電話番号
☎０５７０ ─
７８３ ─５４４
問い合わせ先
県司法書士会事務局
☎７２２ ─４１３１
（月
 曜 日 ～ 金 曜 日の 午 前
時～午後４時）

不登校・ひきこもり
ほっこりおはなし会
「 ほっこり食堂」開催

家族が学校へ行きしぶった
り、不登校やひきこもりにな
ったとき、本人をはじめ家族
や周りの人たちはどうしたら
いいのかわからずに悩んでし
まいます。同じ立場だからこ
そ話せる悩みや思いを語り合
ってみませんか。
２ 月 は「 ほっこ り 食 堂 」を
開催します。お腹も心もほっ

12

10

10

ＦＵＫＵＯＫＡ

みなさんの身のまわりで起こっている苦情や心

11

30

30

FAX

27



☎９６３－０９２１（直）

町社会福祉協議会

13

in

福祉の仕事に興味はありま
せんか。オンライン形式で就
職フェアを開催します。
日時
２月９日（火）～ 日（火）
※ラ イ ブ 配 信 は、２ 月 日

（金）
、 日（土）に実施しま
す。
内容 約１２０法人の法人情
報や求人票掲載
※ 法
 人はライブ配信を予定

相談

問い合わせ先

30

15

45

しています。
福岡工業大学 ＦＩＴ
対象 社会福祉施設・事業所
 オープンカレッジ
への就職を希望する人（ 資
格・経験は不問）
地 震・ 風 水 害 の 基 礎 知 識
参
や災害時に取るべき行動など
加
方
法
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー

に関する防災講座を開催しま
トフォンから申し込み
※イン
 ターネット環境が整わ す。受講は無料ですが、申し
ない人は、ご連絡ください。 込みが必要です。
問い合わせ先 県社会福祉協 日程 ３月６日（土）

場所
議会 人材・情報課
福岡工業大学 本部棟１階
☎５８４ ─３３１０
○第１部 災害時の「 自らの
ホー
 ムページ
h
 ttp://fuku-shakyo.jp/ 命を守る行動 」と災害に備
えた各家庭での「備蓄」
jinzai/
時間 午後１時～２時
講師 県総務部防災危機管理
局防災企画課
○第２
 部 あの日を忘れない
～災害の教訓をどういかす
か？
時間
午後２時 分～３時 分
講師 読売新聞西部本社「 新
聞のちから 」委員会 高橋
淳夫さん
定員
人（先着順）
申込・問い合わせ先
福岡
 工業大学 エクステン
ションセンター
☎６０６ ─０７８９
受付日
 時 月曜日～金曜日の
午前９時～午後５時
生活・家庭不和・結婚・近隣の問題、行政
内容

人権擁護委員、行政相談委員、社会福祉
相談員

12

町福祉センター
場所

16

２月９日（火）午前１０時～午後３時
日時

20

心配ごと・福祉なんでも相談

22

０件
ひったくり

０件

乗り物盗

１件
空き巣など

０件

自販機ねらい

０件
車ねらい

０件

万引き

２件

生の子どもがいる人
○セン
 ターが実施する講習を
修了した人
登録方
 法 センターへ講習の
申し込みをし、受講後に登
録書類を記入
申込・問い合わせ先
町フ
 ァミリー・サポート・
センター
☎６９２ ─９６２２

母子父子寡婦
福祉資金貸付

１（＋１）

１（±０）

１６（－４）

２０５（－５４）

め、無利子または低利子で各
種資金を貸し付けます。
詳しくは、県庁ホームペー
ジを確認するか、県粕屋保健
福 祉（ 環 境 ）事 務 所 に お 尋 ね
ください。
問い合
 わせ先 粕屋保健福祉
（環境）事務所
☎９３９ ─１５９２（直）

入会説明会

町シルバー人材センター



口

３３,６９０人

（＋２５）

男

性

１６,３０２人

（＋１２）

女

性

１７,３８８人

（＋１３）

世帯数

１３,５２２世帯

（＋２２）

60

※（ ）内は前年比
飲酒運転を見かけたら、すぐに１１０番しましょう。

日時 ２ 月 日（ 水 ）午 前
時～ 時
場所 そぴあしんぐう
問い合わせ先
町シルバー人材センター
☎９６３ ─４８９０（直）

人


歳以上の健康で、働く意
ひとり 親 家 庭の生活 資 金、 欲のある人を募集します。ま
修 学 資 金などを支 援します。 ずは入会説明会にご参加くだ
生活安定と子どもの福祉のた さい。

（１２月末現在）

人の動き

17

２６人
亡
死
３０人
生
出

累計（１月～１１月）
１１月中

（１１月末現在）

町内の交通事故件数 

「水道の修理と下水の詰まりは

こちら」は、行事予定表うら面に

10

移動しました。

１月の大雪、驚きましたね。
マフラーをぐるぐる巻いてい
ても、首元がスースーする！
とにかく寒い！と思いながら、
雪の上をそろりそろりと歩い
て通勤中、いくつか雪だるま
を見つけました。かわいい雪
だるまたちに、心はほっこり。
また、犬がしっぽをふりな
がら、楽しそうに飼い主さん
と雪道を歩いていました。そ
の様子をみて、童謡にある「犬
はよろこび 庭かけまわり」の
フレーズが浮かびました♪
（花田）

新成人のみなさんです。雪
が舞うなかでの成人式となり
ましたが、久しぶりに会う友
人たちと写真を撮ったり、近
況を報告したりする姿があり
ました。現在はコロナ禍とい
う 困 難 な 状 況 に あ り ま す が、
新成人の代表は力強く決意を
述べていました。

ファミサポ
 おねがい会員募集

強盗

町ファミサポは、育児の援
助 が で き る「 ま か せ て 会 員 」
と育児の援助を受けたい「 お
ねがい会員 」が地域で支え合
って活動している有償ボラン
ティアです。一時預かりや送
迎などをまかせて会員へ依頼
できます。利用するには会員
登録が必要です。
【おねがい会員の登録】
対象
○町内
 に住む人・勤務する人
で、生後６か月～小学６年

０件

今月の表紙
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性犯罪

11

）内は前月比
※（

３８（－１４）

負傷者数

３（＋１）

死者数

１５８（－２６）

内 高齢者の事故

１３（±０）
件数

３件
計
合

（１１月 ）

町内の犯罪件数

防災行政無線からの
 放送内容が確認できます

？

すか

知で

ご存

放送から３日間、新宮町ホームページ
に放送内容を掲載します。決まった日時
に流れる定時放送も掲載しています。
※行 政区で実施している放送の掲載はあ
りません。

インフルエンザなどの予防には、手

※通信料は利用者負担です。

洗い・うがいが有効です。感染予防に

問い合わせ先

努めましょう。また、救急車を呼ぶべ

役場地域協働課

きか迷ったときは、福岡県救急電話相

☎９６３－１７３４（直）

談「＃７１１９」を利用しましょう。

1・2 月生まれ
く ど う

工藤

み

と

美冬ちゃん

ひ ら の

平野

つ ぐ み

継実ちゃん

まつやま

かおる

松山

馨ちゃん

もとやま

本山

かえで

楓ちゃん

（原上）
１月２２日生まれの３歳

（上府）
１月１５日生まれの１歳

（夜臼１）
１月９日生まれの２歳

（下府１）
１月５日生まれの３歳

毎日歌って踊って楽し
ませてくれるみとちゃ
ん♪これからも素敵な
ムードメーカーでいて
ね ３才おめでとう♥

１歳のお誕生日おめで
とう 色んな事に興味
を持って元気いっぱい
の継ちゃん♥これから
もすくすくと大きくな
ってね

かおるん、２歳のお誕
生日おめでとう！好奇
心旺盛で毎日元気いっ
ぱい、よくおしゃべり
します ママとパパは
君が大好きです♥

歌とダンスが大好きな
楓ちゃんお誕生日おめ
でとう。すくすくと大
きくなって嬉しいよ。
優しいお姉ちゃんにな
ってね♥

なかがわ

中川

はやて

な か の

颯ちゃん

中野

と

わ

橙和ちゃん

は ら だ

原田

ゆうせい

悠誠ちゃん

き む ら

木村

てっぺい

徹平ちゃん

（夜臼１）
２月２６日生まれの１歳

（三代）
２月４日生まれの１歳

（中央駅前）
１月３１日生まれの３歳

（夜臼１）
１月２８日生まれの２歳

１歳のお誕生日おめで
とう！大変な１年だっ
たけど、颯のおかげで
楽しい１年でもあった
よ♥驚きの成長ぶりを
これからもみせてね！

とわくん いつもニコ
ニコ、癒してくれてあ
りがとう♥

お誕生日おめでとう！
お兄ちゃんと仲良く、
元気に育ってね。我が
家に生まれてきてくれ
てありがとう 皆、悠
くんが大好きだよ♥

ご飯を「うまいうまい
！」とたくさん食べて
くれるてっちゃんが大
好きだよ♥これからも
すくすく大きくなって
ね

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（金）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３日（水）
※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）

な か む た

中牟田

り

お

か

すえよし

莉央香ちゃん

末吉

ひ

の

陽乃ちゃん

（夜臼３）
１月２７日生まれの２歳

（夜臼１）
１月２２日生まれの２歳

２歳のお誕生日おめで
とう★元気でニコニコ
笑顔のりおちゃんがと
っても大好きです♥こ
れからも可愛い笑顔を
たくさんみせてね♪

２歳の誕生日おめでと
う★陽乃の成長を見る
のが楽しみです 陽乃
は、家族みんなの大事
な宝物だよ♥これから
も元気に育ってね★

※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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