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9日
月1

は全員集合！い

い湯

だ

天然温泉大木の湯 アクアス

な
！

アクアスだより
0944-33-2002

２月のアクアスの日は第 3 金曜日 19 日！中学生以上 300 円、
3 歳〜小学生 200 円、
アクアス会員 100 円で入館できます。

第 22回大木町地区別「

100 優待」始まります！

※住所が分かるもの（免許証や保険証等）を必ずお持ちください

円

大莞・木佐木地区

大溝地区

（高橋・大藪・奥牟田・三八松・筏溝・八町牟田
・絵下古賀・上木佐木・上牟田口・上八院・蛭池・侍島）

（大角・福土・前牟田・横溝・笹渕・上白垣）

2 月 16 日㈫〜 2 月 28 日㈰

３月 2 日㈫〜３月 14 日㈰

温泉入浴方法のご紹介
2/14

❶入浴前後に水分補給をすること
❷入浴前に心臓に遠い部分から順番に「かかり湯」を

( 日)

バレンタインデー
男性のみ「うまい！」プレゼント付き。。

行うこと
❸一度に長湯せず「分割浴」をすること
❹疲労回復には、足浴による「温冷交互浴」をすること

健康

※各イベントは新型コロナウイルス感染症の状況により
変更する場合があります

測定で自分のカラダを知って、健康に効果的な運動をしてみましょう！
080-8553-9466
健康棟
（直通携帯電話）

InBody（インボディ）測定

★ 特別レッスン『脂肪燃焼アクア』★

2 月 9 日㈫〜 23 日（火・祝）
通常測定料 500 円 ⇒

無料

（健康棟利用料のみで測定できます）

InBodyって何？

アクアス入館料のみで誰でも参加できるレッスン
【場所】アクアス温水プール
【時間】火曜

19：30 〜20：00

3 月30日㈫まで毎週実施します
（2/２、23 は休）
リズムに合わせて楽しく全身を動かして脂肪燃

簡単・早い

変化を実感

測定機器に乗って電極
を握っていただき測定姿
勢を保つだけで、たった
約15秒で筋肉・体脂肪・
体水分など、カラダの現
状を把握することができ
ます。

部位別（上肢・下肢の
左右と体幹）の筋肉量や
体 脂肪率などの体組 成
データの結果を基に改善
点や効果的な運 動方法
等をアドバイスします。

わかりやすい記録用紙はプレゼントします。定期的に
測定すると、データグラフで運動効果を確認できます。

焼を目指したレッスンです。
予約も申込不要なので、気軽にご参加ください♪

☆スロージョギング 教室 開催☆
健康棟利用料のみで誰でも参加できます
【場所】健康棟アリーナ及びアクアスロード
【日程】① 2 月 7 日㈰ 12：30 〜 13：30
② 2 月 18 日㈭ 10：00 〜 11：00
生活習慣病、メタボ、認知症の予防・改善に効

詳しくはホームページをご確認ください
アクアス・スポーツクラブ

果的で、高校生から高齢者まで誰でも行える安全
な運動です。ぜひご参加ください。
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2
大木町地域創業・交流支援センターＷＡＫＫＡ
大
0944-78-2472 9 時〜 18 時（月曜休館、祝日の場合は火曜）

各講座、相談の
各講座
相談の申込み・問合せは お電話または LINE でご連絡ください
LINE QR コード

⩵⦱ ⽼ᄁ㐿ᆎ㧋

HP QR コード

菊芋（生）

乾燥チップ

500g 200 円

100g 500 円

くるるん農園では近年スーパーフードとして話題になって
いる「菊芋」の栽培を始め、生と乾燥チップの販売を開始い
たしました！

効果

２

菊芋はすべての野菜の中で「イヌリン」が最も
多く含まれている野菜です。
「イヌリン」は、100
％植物由来の水溶性食物繊維。血糖値の急上昇を
防ぐ効果が期待でき、糖質や血糖値が気になる
方々に「天然のインスリン」とも呼ばれるように
なりました。

菊芋には血圧の上昇を抑える効果がある「カリ
ウム」が多く含まれています。利尿作用があり、
むくみ解消の効果も見込まれます。

効果

３ 腸内環境の改善
「イヌリン」は、善玉菌を増やすことで、腸内環
境を整える作用があると言われています。腸内の
糖質の吸収を阻止すると言われており、便秘の方
にもおすすめの食材です！

べ
食

道の駅おおき直売所、WAKKA でも販売して
います。ぜひ、ご賞味ください！

料 金

無料で利用できます。

バ

ー人

材セ

ン
タ
ーだより
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※い草ヨガマットは

￥1,000

２月の入会説明会

時 分〜 時

13

●日時 ２月 日㈮

●場所

役場西別館 ２階集会室

60

●入会資格 町内在住で

働く意欲のある 歳以上

シルバー人材センター

15

0944-33-2207

︵派遣事業︶

︵派遣事業︶

⑦大木中学校管理業務

⑧おおき循環センター

生ごみ分別収集業務

︵派遣事業︶

⑨ マイクロバス運転︵派遣事業︶

⑩きのこ事業所での掻き出

し作業等

⑪ アクアス施設内及び周辺の

清掃等

● 応募資格 ①〜⑧昭和

の人︵男女問いません︶

公共施設管理などに４月から

年４月２日以降生まれの

■ 就業会員募集！

就業できる会員の募集です︒

生まれの方

方⑨昭和 年４月２日以降

が 前 提 で す の で︑ 会 員 で

応募時に会員であること

ない人は右記入会説明会に

※いずれも月に７日から

● 申込み期限 ３月１日㈪

日程度の就業です︒

仕事の内容︑就業する曜

日 や 時 間 な ど︑ 詳 細 に つ

いてはシルバー人材セン

ターまでお尋ねください︒

●問合せ・申込み先

出席し︑会員登録手続きを

行ってください︒

①庁舎管理業務
︵宿直あり︶

②総合体育館管理業務

③石丸山公園管理業務

④大溝小学校管理業務

︵派遣事業︶

⑤木佐木小学校管理業務

☎０９４４︲３３︲２２０７

︵派遣事業︶ シルバーセンター

⑥大莞小学校管理業務

26

24

ｔ

方

開催日時 ２月 18 日㈭ 18：30 〜 19：30

10

17

べ

見た目は生姜のようなゴツゴツした見た目です
が、生食も OK。生で食べるとサクサクっとした
レンコンのような歯ごたえと、ゴボウのような風
味、そしてほんのりとした甘みが感じられます。
加熱して食べるとホクホクした食感になり、甘味
も増します！乾燥チップはお味噌汁などに入れて
もおいしくいただけます♪

※個人差があり、全ての人に効果・効能が保証されているわ
けではありません。

今月の 畳ヨガ 教 室

血糖値の急上昇を抑える

町シル

血圧上昇を抑える

１

大木

効果

●日時 月曜〜金曜の９時〜 時

情報くりっぷ
相談
毎週土曜と第１・第３日曜の９
時

○無料弁護士相談︵来所相談︶

時〜

時
日㈬

２月３日㈬・３月３日㈬

時〜

人権に関する悩み事や
相談はお気軽に
時

●日時
時〜

２月

日㈭

○女性相談所
●日時
福岡法務局柳川支局
分

●相談費用
無料

公
(社 福
) 岡県宅地建物取引業協会
０９２︲６３１︲１７１７

募集

日㈫

のみに通知書を送付します。申込書は、久留米広域市町村圏事務組

時

２月 ９ 日 ㈫ 〜 ２月

象 ２０歳以上４９歳以下の独身の人

分〜

●日時

●対

福祉のしごと就職フェア
ⅰｎ ＦＵＫＵＯＫＡ︵Ｗ
ＥＢ︶開催
※ライブ配信は︑ 日㈮︑ 日

場 久留米広域消防本部庁舎
（久留米市東櫛原町９９９−１）

時
先着順各４人

クローバープラザ内

㈯に実施

●会

２月 日㈬・２月
●定員
●場所
︵春日市原町３︲１︲７︶

時 ２月２８日㈰１０時〜１６時

●場所

分

女性に関する相談

時

●内容 法人情報や求人票掲載
︵ １２０法人予定︶その内の
法人はライブ配信を予定
●対象 社会福祉施設・事業所

●日

●相談担当者 女性人権擁護委員

分〜

福岡県ひとり親サポートセンター

０９２ ５
- ８４ ３
- ９３１

不動産に関する無料相談所

への就職希望者︵資格・経験は
不要︶

不動産に関するご相談・相続・
税金などについて︑宅地建物取

●参加方法 インターネット環

ください︒インターネット環境
が整わず︑参加できない人はご
連絡ください︒
人材・情報課

福岡県社会福祉協議会

組合あて郵送、ＦＡＸまたは電子メールで申し込んでください。当選者

●相談内容
を対象
８時

○常設相談
●時間
福岡法務局柳川支局

︵土︑日︑祝・祭日を除く︶
●場所
●相談担当者
法務局職員または人権擁護委員
▼みんなの人権１１０番

引士・弁護士・税理士が応じま

境が整ったパソコンやスマート

大川市文化センター
時〜

︵大川市大字酒見︶
時 た
(だ

フォンからエントリーして参加

す︒事前申込みは不要です︒直
２月 日㈬

接︑会場へお越しください︒
●日時
●会場

●開設時間

時まで

０９２︲５８４︲３３１０

もしもの時に自分やパートナーを守るため、防災に関す
る知識や事前の備えを学びながら「婚活」
。
結婚を希望する独身者を対象に、災害多発の時代に備

久留米広域市町村圏事務組合
 ０９４２‐４６‐５５１０
e-mail kjimkyok@kouiki.kurume.fukuoka.jp

社会科見学 〜防災 ＋婚活 〜 参加者募集

※このイベントは福岡県の「出会い・結婚応援事業」
の一環として実施しています。
※新型コロナウイルス感染症の蔓延状況等により
中止となる場合があります。

合ホームページからも取得できます。

０５７０︲００３︲１１０

福岡法務局柳川支局
０９４４︲７２︲２６４０

ひとり親の就学支援や
養育費相談
離婚協議中の方も相談できま

し︑受付は

)


○養育費相談︵電話相談︶
す︒相談内容によって弁護士相

当日受付

●受 付

20



17

︵事前の予約は必要ありません︶

員 男女各１２人（抽選）

●定

16

13

16

談クーポン
︵１時間無料相談券︶
を発行します︒

16

15

15

24

30

10

10

10

17

15

30 10

18

30

13

18



12

20

15




えた災害疑似体験や防災実技演習とカップリングをあわせ
たイベントを行います。
（コロナ感染予防対策をとって開催）

●参 加 料 ２，
０００円

●申込締切 ２月１５日（月）必着

●申込方法 申込書に必要事項を記入し、久留米広域市町村圏事務

18

イルス感染症の状況により︑開

い︒なお︑県内の新型コロナウ
皆さんのご意見を反映させた計

う水質検査計画︵案︶を公表し︑

道企業団では︑令和３年度に行
●合格発表

●試験科目

３月８日㈪

作文・面接

０９４４︲７２︲８０８６

柳川山門医師会看護高等専修学校

催期間が変更となる場合があり
画 を 作 成 し ま す︒ 本 計 画︵ 案 ︶

日㈰

最終計画は３月 日までに公表

意 見 を お 寄 せ く だ さ い︒ な お︑

ジで閲覧できます︒皆さんのご

南広域水道企業団のホームペー

は役場建設水道課または福岡県

ます︒

福岡観光パスポート事務局
分

詳細はホームページをご確認く

千代と共に︑武勲や人柄︑生き
☎０９２︲４５１︲０６０６

ださい︒

方などから︑
小説やマンガ︑
ゲー
︵営業時間︶９時 分〜 時

します︒

２月１日㈪〜

その他

歳までの就業確保

事業主の皆さまへ
高年齢者の

が事業主の努力義務となります︵令

和３年４月施行︶
︒現行の 歳まで

の雇用確保に加え︑定年引上げ︑継

続雇用制度の導入︑定年廃止︑雇用

以外の措置のいずれかにより︑

歳までの就業確保の取組をお願い
します︒

詳しくは︑最寄りの労働局やハ

※（ ）は前月との比・外国人も含む

立花宗茂と誾千代の歴史を
めぐるスタンプラリーを ２
月に開催！
初代柳川藩主立花宗茂は関ヶ
原合戦で敗れて旧領に復帰した

ムのキャラクターなどに多く取
︵定休日︶土日祝日
●募集期間

福岡県南広域水道企業団

浄水場水質センター
０９４２︲２７︲１５６３

中学校以上を卒業した人

ローワークへお尋ねください︒
久留米公共職業安定所

70

︵ハローワーク久留米︶

専門援助第二部門 雇用指導官

０９４２︲９０︲００１３

㳅✬㓸ᓟ⸥㳅

口（12 月末現在）

人

唯一の大名であり︑その妻・誾

り上げられ︑歴史ファン等の間

日 は︑ 再 び 柳 川 に 御

では︑大変人気の高い戦国武将
です︒
２月
国入りした日から節目となる
４００年目にあたります︒

●資格

看護学校生徒募集

水道事業者が行う水質検査

●募集人数 男女 人程度

﹁水質検査計画﹂への
意見募集

と誾千代の歴史をめぐるスタン

は︑水道法に基づき検査計画を

●願書受付

日までの間﹁立花宗茂

県ではこれに合わせて２月１

プラリー﹂を開催します︒応募

作成し︑公表することが必要で

日㈬〜３月５日㈮

年齢不問

条件を達成した方には抽選でス

２月

日から

30

す︒そこで︑大木町へ水道用水

●試験日 ３月７日㈰

65
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70

5,104 世帯 （ ＋ 6）

※生ごみ
※生
ごみ以外の異物混入
以外の異物混入ゼロ
ゼロの地区です。
の地区です。

一人一日あたり 112.9g （前年同月比 −6.5g）

世帯数

48.85 ｔ

生ごみ

6人

死

亡

13 人

転

入

33 人

転

出

36 人

横溝町、中島、横溝本村、堀田、五反田、上白垣

一人一日あたり 25.81g （前年同月比 +0.33g）

生

高橋、大薮田中、奥牟田西、中村、吉祥、筏溝下、

女

7,356 人 （ - 8 ）

プラスチックごみ収集量

11.29 ｔ

6,731 人 （ - ２ ）

上牟田口北、上牟田口南、大木団地、熊丸アパート、

28

14,087 人 （ - 10）

口

人

81.53 ｔ

31

20

男

一人一日あたり 186.77g （前年同月比 −3.23g）

蛭池中、上木佐木上、上木佐木中、上木佐木下、

24

わくわく誕生祭
日時 ２月１３日㈯、２月１４日㈰
10:00 〜 13:00
場所 道の駅たちばな
（八女市立花町下辺春３１５−１）
問
道の駅たちばな
 ０９４３- ３７- １７１１

燃やすごみ

土甲呂、十間橋、福間南、笹渕本村、横溝油屋、

17

雛の里・八女ぼんぼりまつり
日時 ２月１４日㈰〜３月１４日㈰
10:00 〜 17:00
場所 八女市福島地区一帯
茶のくに観光案内所
問
 ０９４３- ２２- ６６４４

ごみ収集量（12 月分）

生ごみ分別優良地区（12 月）
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スタンプラリーの
詳細はこちら
八女

テキな商品が当たります︒是非

水郷柳川ゆるり旅・春編
日程 ２月７日㈰〜３月３０日㈫
場所 柳川市内
問
（一社）柳川市観光協会
 ０９４４- ８８- ９０２７

を供給している福岡県南広域水

情報くりっぷ

柳川雛祭りさげもんめぐり
日程 ２月１１日（木･祝）〜４月３日㈯
場所 柳川市内
柳川市観光案内所
問
 ０９４４- ７４- ０８９１
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28

柳川

スタンプラリーにご参加くださ

近隣イベント情報

出

以上 25 地区


♪

まちのうごき

２月は環境保全対策強化月間です

﹁ ルールに従ってごみを処
となり厳しい罰則があります︒

を捨てることは﹁不法投棄﹂

き︶は法律で禁止されていま

を野外で焼却すること︵野焼

家庭や事業所から出るごみ

防止に向けて町内巡視や広報

野焼き︑ごみのポイ捨て等の

強化月間に定め︑不法投棄︑

町では２月を環境保全対策

᥊ⷰ߹ߢᖡߊߥࠆࠃߨޕ

ޓ᥊ⷰ߇ᖡߊߥࠆߣ‽⟋߇

߈߿ߔߊߥߞߡߒ߹߁߆ࠄࡐޔ

ࠗᝥߡߪ
ޠߥߒޟ
ޠߥߖߐޟ

ޕߨߛߦ߁ࠃޠߥߐ߇ߩޟ

プロに聞く！
ごみ分別説明会

環境課
０９４４︲３２︲１１２０

理するのが面倒﹂
︑
﹁処理にか
町内でも︑人目のない道路

す︒野焼きは︑煙︑すす︑悪

野焼きの禁止

かる経費を負担したくない ﹂
や敷地内での不法投棄が発生

堀の周りに捨てられたごみ

不法投棄やポイ捨て

など安易な考えにより︑ごみ

パトロールなどの監視活動を

行っています︒これらの行為

臭により周囲の人に迷惑をか
けるだけでなく︑ダイオキシ

しています︒



を人気のないところに捨てる
36

︵令和元年度実績 件︶

を発見した場合は筑後警察署

特別に回収します。

行為が後を絶ちません︒公共

ン類などの有害物質発生の原

ふだん回収していないタイヤとバッテリーを

ごみの分別方法について環

境課職員が分かりやすくお話

します︒ごみ出しのついでで

もＯＫ！どなたでもご参加で

きます︒ちょっとした疑問点・

ごみを減らすコツなど︑お気

軽にご相談ください︒

●日時 ２月 日㈰

30

０９４２︲５２︲０１１０

または環境課へご連絡くださ

９時 分〜 時 分

自転車用は２本で２５０円

因となります︒また︑火災な
どの原因にもなり特に危険で

い︒

10



３月に
タイヤ・バッテリーの
特別回収を行います

すので︑絶対にしないように

●回収場所 環境プラザ

●場所 環境プラザ

※トラックやトラクターなどの特殊車両用のバッテリーや事業系は除く

しましょう︒

またはバッテリー（12 Ｖまで）

剪定枝や落ち葉の焼却︑農

߽ߏߺᜪ߇ࠎ߫ࠆߙ㧋

30 28

※祝日を除く火〜金曜日・日曜日の９時〜12 時

業を営む上でのやむをえない
ものは野焼きの例外として認
められていますが︑周囲の人
に迷惑をかけないよう風向き

バッテリー：無料

に 注 意 し︑ 煙 が 立 た な い よ

ࠆ↸ߦߥࠆࠃ߁ߦߜߞࠆߊޔ

うしっかり乾燥させて行いま

タイヤ：大小問わず１本２５０円、

●処理費

３月２日㈫〜31日㈬

●期間

道路沿いに捨てられたストーブ

しょう︒
߇ߥࠎߺޓ᳇ᜬߜࠃߊ

の場所や他人の所有地にごみ

ࡐࠗᝥߡߦߟߥ߇ߞߡ̖

ご み

自転車・バイク・普通自動車のタイヤ

●対象

環 境
ࠗࡐߩߟߣ߭ޓᝥߡ߇ᄢ߈ߥ

20

12

みんなの堀をきれいに ！！
月に木佐木小学校で行わ
れた︑
﹁ 堀 干 し ﹂を 取 材 し て
きました︒
体験するのは６年生の児童
た ち︒ 授 業 で 堀 の 大 切 さ を
しっかりと学んで︑
﹁ 自分た
ちがお世話になっている堀を
きれいにしよう﹂と毎年行わ
れているそうです︒先生から
堀に入る際の注意事項の指導
を受け︑いざ堀へ！
初めての体験に最初は歓声
を上げていた子ども達でした

木佐木小学校堀干し体験

⏴߈ᣇࠍᢎࠊࠅ߹ߒߚޕ

᳇ᜬߜࠃߊりࠍિ߫ߒ߹ߔ

られそうだと感じました︒

ちゃんした指導を受けると
楽に動くことができるんだ
なと痛感しました︒短い時
間でも効果はあるのだそ
う︒
楽しく︑無理なく身体を
動かせるので︑私にも続け

しい歩き方を教えてもらっ
て︑身体に負担がかからな
い運動方法が身につきまし
た ﹂と答えてくださいました︒
ふだん運動をしない私
が︑ ス ロ ー ジ ョ ギ ン グ を
楽しくできたことに驚き︑

なりました︒運動が習慣に
なったんだと思います﹂﹁正

ሶߦᐳߞߡߢ߈ࠆࠬ࠻࠶࠴ߢ

ዊ₹ߺߜࠆ

ߎߛ߹

でした︒

んな笑顔だったのが印象的

本に登場する町の人々がみ

な絵本だと思いました︒絵

とを知ることができる貴重

人の暮らしぶりや祭りのこ

細かく描かれていて︑昔の

当時使っていた道具などが

きない町や農作業の様子︑

今ではもう見ることがで

ています︒

昔の大木町の一年が描かれ

さまざまな行事を通して︑

なが暮らしの天才だった﹂
︒

大木町語ら部絵本﹁みん

いて︑図書館へ︒

大木町の絵本があると聞

ၞ߅ߎߒදജ㓌

チャレンジ ！！ ヘルスアップセミナー

アクアスで開かれている
生活習慣改善や運動のコツ
を学べるヘルスアップセミ
ナーを取材しました︒
この日は﹁お口の健康づ
くり﹂について歯周病の健
康にもたらす影響や正しい
歯の磨き方を学び︑ニコニ
コペースで走ることができ
るスロージョギングを体験
しました︒
参加している方に感想を
聞くと︑
﹁ 定期的に通って
運動をするようになり︑身
体を動かさない日が続くと

.GV U
運動したいと感じるように

ᮨဳࠍߞߡޔᱜߒᱤߩ

ᶖ㒐ߩࡎࠬߢᵆࠍᵹߒߡ߽ࠄ߁
ሶߤ߽㆐

が︑
次第に泥に体力を奪われ︑
体験を終えるころにはどっと
疲れているようでした︒
子ども達に感想を聞くと︑
﹁ 泥がこんなに重いとは思わ
なかった ﹂
﹁ 泥で身体の芯か
ら冷えた﹂と教えてくれまし
た︒
消防のホースで泥を落とす
と急いでアクアスへ︒温かい
お湯で冷え切った身体を温め
ていました︒
印象に残ったのは︑子ども
達が安全にスムーズに体験で
きるよう先生方はもちろん︑
保護者や消防団︑地域の皆さ
んのサポート︒皆さんの温か
い協力が子ども達の記憶に残
る堀干し体験を支えているん
だな︒と感じました︒

21
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まちと地域の話題

１月 日︑新成人

いと励ましの言葉を

議長が新成人へお祝

典では境町長や中島

配信されました︒式

ユーチューブで限定

場し︑式典の様子は

め︑新成人のみが来

とゆっくりみんなと話した

を開封︒参加者からは﹁もっ

卒業生たちはタイムカプセル

んでいました︒また︑大莞小

上映され︑学校時代を懐かし

で恩師のビデオメッセージが

式典後は︑実行委員会主催

も良かった﹂と短い再会の時

かった︒でも︑会えただけで

町 長 か ら は︑
﹁何

間を楽しむ姿がありました︒

人になりたい﹂と決

のために行動できる

姿を見て自分も誰か

ようとしている人の

中︑人々を元気づけ

いニュースが多い

お礼のことばで﹁暗

の永渕愛弥菜さんは

と激励︒新成人代表

豊かなものにする ﹂

とで皆さんの人生を

して考え行動するこ

ことなく︑自分事と

事にも無関心でいる

贈りました︒

ナ感染症予防のた

わ れ ま し た︒ コ ロ

ぽーっとホールで行

大木町成人式がこっ

１２５人が出席して

11

意しました︒

▲新成人代表の永渕さん

▲実行委員会主催のビデオメッセージ

▲友人たちと記念撮影

▲境町長から激励
▲距離を置いて着席

１２５人出席 大木町成人式

まち 地域

の話題
と

全国老人クラブ連合会

優良市町村老連表彰

受賞

ふれあいいきいきサロンの

推進︑健康づくりセミナーの

開催︑スマートフォン教室の

開催など︑時代の流れに合わ

せた活動を実践してきたこと

が高く評価され︑大木町老人

クラブ連合会が全国老人クラ

ブ連合会優良市町村老連表彰

を受賞されました︒

田中会長は︑
﹁ 受賞できた

こ と は︑ 前 老 連 会 長 の 野 口

隆義さんをはじめ︑皆さまの

活動の賜物です︒
﹂と 感 謝 の

言葉を述べられました︒

22

め中止した地区もあり︑
図書・

福間からの報告

新型コロナウィルス感染症

月 日に実施しました︒

当日は︑早朝から地域のみ

なさん︑また環境保全活動の

の感染爆発︑緊急事態宣言発

そして近々における都市部で

り３人の子どもさんにタイマ

からの火入れでは︑恒例によ

ものに仕上がりました︒ 時

の流行による各行事の中止︑ 会の協力をいただき︑立派な

令と心配される状況ではあり

コロナ追放の願いも込めて１

▲福間（1/10)

▲子ども達が点火（八町牟田下）

たことと思います︒ 名ほど

一年頑張ろうとの決意をされ

の皆さん新たな気持ちでまた

燃え上がる炎をみて︑参加者

ますが︑伝統行事でもあり︑ ツで点火してもらいました︒

18

て︑地元消防団に協力をいた

お願いし︑また万が一に備え

用と手指のアルコール消毒を

の参加者の方には︑マスク着

50

今年も各地域でさぎっちょ

町内では例年多くの地区で
情報センターに寄せられた地

10

だきました︒皆さま︑大変お

疲れさまでした︒
︵ 報告 福

間公民館館長・田中博己︶

▲前牟田西（1/10)

▲準備完了の道本（1/9)

▲神官のおはらいを受けた侍島（1/11)

さぎっちょが行われています

まちと地域の話題

23

▲荒牟田（1/9)

が︑新型コロナ感染防止のた

▲古賀（1/10) コロナに負けるな！▼

区のみを掲載しました︒

ߩⴕ߿᳃㙚ᵴേߥߤၞߩ㗴ࠍ߅ነߖߊߛߐޕ
㧒ㅪ⛊వ㧓ᄢᧁ↸࿑ᦠᖱႎࡦ࠲ޓ

▲コロナ退散の願いを込めて（1/10)
（前牟田東）

▲やぐらの四方に吹き流
しを垂らしたやぐらも立
てる牟田（1/10)
▲松明（たいまつ）を持って行
列して点火（1/10)（上八院）

誘

こっぽーっとギャラリー２月展示

第８回ダッシュ王選手権の結果

報

「第３回登山道に咲く花」展（１階）
久留米広域消防本部
防火ポスターコンクール（２階）

とても良いお天気に恵まれ、
「第８回大木町ダッシュ王
選手権 2020」が 11 月 14 日に開催され、保育園児から
社会人まで町外の人を含め 50 名ほどの参加がありまし
た。それぞれに、ゴールまで精一杯走る姿に、応援席から
大きな拍手が送られました。
3 位以内の大木町の子どもたちを紹介します。
１階ギャラリーでは、大木町在住の鶴崎透さ
んの写真を、２階展示スペースでは、防火コン

園

クールの作品を展示します。

１
・
２年男子（２位）広松 圭太 さん

期 間 1 階：２月 ３ 日㈬〜２月 28 日㈰

１
・
２年女子（２位）牟田 のぞみ さん 10 秒 09 大莞小

2 階：２月 20 日㈯〜３月 ７ 日㈰

児（３位）髙尾 莉愛 さん 11 秒 95 三島保育園
9 秒 98 大莞小

3・4 年男子（１位）大渕 知 さん

9 秒 06 木佐木小

※２月 28 日㈰は 16 時まで。

3・4 年女子（３位）西村 凛乃 さん

8 秒 90 大莞小

※２月８・15・22 日・３月１日は休館日、

5・6 年男子（１位）中ノ森 洋孝 さん 7 秒 72 木佐木小

２月18 日㈭は資料整理日のため鑑賞できません。

一

般（１位）福田

慧 さん

6 秒 95 社会人

今月の一枚 題名「ふるさと」
今年もダッシュ王選手権を行います。皆さんの参加を

※各作品は裏表紙に掲載しています。
問合せ先 図書・情報センター 0944-32-1047

大木町俳句会員募集

募

あなたも俳句を作ってみませんか！！

お待ちしています。

大木町総合体育館
−２月２日からアリーナの利用を再開します−
施設の大規模改修工事

句会日 毎月第２木曜日 13 時〜

のためアリーナの利用を

会 場 大溝コミセン

中止していましたが、一

中原南大喜先生を選者に主に初心者向けの
講習を行います。

報

部を残し工事が終わりま
したので２月２日㈫から
利用を再開します。大変ご迷惑をおかけしましたが、皆様の利

句会日 毎月第３日曜日 13 時〜

用をお待ちしています。

会 場 図書・情報センター２階

※正面玄関については、２月 26 日㈮まで利用できません。そ

選 者 介弘浩司先生、介弘紀子先生

の間は、事務室横の出入口を利用ください。

連絡先 山城悠生記

問合せ先 生涯学習課 健康スポーツ係（総合体育館内）

携帯 090-5286-2844 0944-33-0863

0944-32-1288
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報

町のバスで出発 美術館を体験しよう！！
「文化芸術鑑賞ツアー 2020」を実施しました

おおぞらセミナー 生け花講座

報

昨 年 末 12 月

昨年 11 月 21 日

26 日に体育館研

に、久留米市美術館

修 室 で、 講 師 に

へ、没後 35 年を迎

山北順子氏、田中

える洋画家 鴨居玲

厚子氏、諸富妙子

の回顧展鑑賞ツアー

氏をお迎えして、

に出かけました。参

お正月用の生け

加者の皆さんから

花講座を行いま

は、事前に美術館学

し た。 松 や 梅、

芸員の映像を使った見どころの解説を受けて、
「実際の絵画

赤い実のついた南天、白い葉牡丹等正月らし

を目の前にして、より身近に作者の思いを感じて興味深く鑑

い花材を大きな竹の花器にオアシスを入れて
活けました。
「楽し

賞出来た」など、満足した感想が寄せられました。
当日は好天にも恵まれ

く出来ました。新

て、美しい紅葉、秋のバラ

年に素敵な生け花

が咲き誇った園内でサック

が飾られて良かっ

スとピアノ演奏によるガー

たです」との感想

デンテラスコンサートも鑑

が聞かれました。

賞、美術館での楽しい時間
を過ごされました。

報

第 11 回大木町カラオケ大会 年忘れ紅白歌合戦

昨年 12 月 20 日、大木町
総合体育館の「こっぽーっと
ホール」において、第１１回
大木町カラオケ大会 年忘れ
紅白歌合戦が開催されまし
た。
新型コロナウィルス感染症
防止の対策をしながらの開催
で応援合戦も中止になり、普
段とは違うカラオケ大会とな
りましたが、紅組、白組に分
かれて、思い思いの歌を楽し
んで披露されてました。今回
は紅組の勝利で幕を閉じ、こ
ういった状況の中でも、みな
さん楽しんでいる姿が印象的
でした。
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顔！

の
今年

！
の
の顔
円札
ラマ
ド
大河

万
新一

「渋沢栄一」

いよいよ 2 月から放送スタート！
2021 年 NHK 大河ドラマ『青天を衝け』
新一万円札の顔としても注目され、日本資本
主義の父と言われる渋沢栄一の生涯が描かれます。
図書館にも自伝、経済、産業、人生訓など、
渋沢栄一を知る本を所蔵しています。

ᣂ⌕ᧄ㗴ᧄ
『快男児！日本エンタメの黎明期を支えた男』

『新型コロナ自宅療養完全マニュアル』

髙橋銀次郎／著 日経 BP
明治維新後、
「ランプ」の普

岡田晴恵／著 実業之日本社
新型コロナウイルスの基本的

及をいち早く読み、石油卸業で

な知識をはじめ、もしも感染し

成功した大浦新太郎。欧米各地

て自宅で療養するとなった場合

を回り日本の軽業芸を広めた彼

の対応、家族が感染したときの

は、帰国後、松竹創業者に協力

看病の仕方、感染しないために

し、日本の近代芸能の黎明期を

個人でできる対策などについて

陰で支え…。事実をもとに描い

解説する。

（一般書コーナー
ー 913
913.6
6 タ）
たフィクション。

学）
（一般書コーナー 498.6 オ・医学）

『棚からつぶ貝』

『じい散歩』

イモトアヤコ／作 文藝春秋

藤野千夜／著 双葉社

南極でテントが壊れても平気

明石家は夫婦あわせてもうす

なじじい、全力で泥水に飛び込

ぐ 180 歳。3 人の息子は全員

むおもしろ女優、大好きな家族

独身で…。家族の可笑しみ、さ

…。世界中を飛び回りながら、

りげない優しさを描き出した、

イモトが出会った大切な人たち

現代家族小説。

を綴った、初のエッセイ集。

（一般書コーナー 913.6 フ）

（暮らしのコーナー 779.1 イ・芸能人）

『処方箋のないクリニック』
仙川 環／作

『CHOICE 自分で選びとるための「性」の知識』
小学館

シオリーヌ／著 イースト・プレス

緑内障、高血圧、関節症、肥満、

性教育は健やかな成長に欠かせ

アトピー。患者と家族の一大事は、

ない大切な知識。助産師で性教育

ごくありふれた病気から始まっ

YouTuber の著者が、若い世代や、

た。規格外の名医・青島倫太郎が、

子どもたちと接する大人に向け、

病気でこじれた人間関係にメスを

性の基礎知識をマンガやイラスト

入れる !

を交えて解説。性の疑問にも答え

（一般書コーナー 913.6 セ）

（一般書コーナー 367.9 シ）
ます。
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ブックスタート推進員を
ブッ
募集します

お正月イベント大盛況！
〇本の福袋
今年で 6 回目となったお正月恒例
の「本の福袋」
。
「毎年楽しみにしています」
「自分で選ばない本が入っている

ブックスタート
ってなに？

ので楽しみなんですよ」と、ど
んな本が入っているか分からな

ブックスタートは、赤ちゃんと保護者に絵
本を開く楽しい体験といっしょに絵本を手渡
し、心ふれあうひとときを持つきっかけをつ
くる活動です。

いワクワク感で、どれにしよう
か悩んでいる様子が多く見られ
ました。また、本を入れている新聞バッグが好評で、頑
丈さに驚かれていました。
本の福袋を借りて、おみくじ
ひいて、運だめし！ボラン
ティアさん手作りのかわい
いおりがみをもらいました。

○雑誌付録プレゼント
毎回人気のプレゼント企画。
大木町では現在、４か月健診時にプレゼン

開館前から多くの方が並ばれて

トの絵本をお渡しし、本を使った赤ちゃん

いましたが、みなさん感染防止

とのふれあいの時間をつくる活動をすすめ

対策にご協力いただき、検温、

てきています。今後は対象年齢を広げてい

人数制限をしながらの実施とな

こうと考えているところです。このブック

りました。今年は「鬼滅の刃」グッズが人気で、子ども

スタート推進員に興味のある方は、大木町

達が満足気な姿が見られていました。

図書・情報センターへお尋ねください。

三潴高校インターンシップ
12 月 22 日〜 24 日の 3 日間、三潴高校 2 年生 2 名

㧜 ߩ ߎߞ߸ߞߣ߅ߪߥߒߩ ߣ
߁߷ߘߢߺ߇ࠅ߅ޓޓޓ

が就業体験を行いました。図書館の裏方業務の多さに驚

●こっぽーっとおはなしの森

たり、働くことの難しさと喜びを考える機会となったよ

14 日㈰・21 日㈰・28 日㈰

うです。この経験が将来の職業観に役に立てれば幸いで

14 時〜 14 時 30 分

す。

２階おはなしのコーナー

いたり、どんな時も笑顔で対応する接客の難しさを感じ

※ 28 日㈰は「えいごであそぼう」です。
２月はこれ作るよ！

●おりがみであそぼう
２月 21 日㈰
14 時 30 分〜
畳のコーナー
※上記のイベントについては新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、変更になる場合があります。ご了承ください。

27

【申込み・問合せ先】 大木町図書・情報センター 0944-32-1047
（火曜〜土曜：10 時〜 20 時）
（日・祝：10 時〜 18 時）月曜休館

お誕生日おめでとう

荒巻
千尋
ちゃん

日生

4

１歳

千尋くん♡１歳のお誕生日おめでとう!!
みんなのアイドル「ちーくん」。あなたのニ
コニコ笑顔がみんな大好きです。たくさん食
べてお姉ちゃんのように大きく育ってね☆

ちゃん

日生

︵前牟田︶

ちゃん

15

森 絃太

すず

令和２年２月

北原

電話番号と写真（裏面にお子さんのお名

で

令和２年２月

ちゃん

日生

すずちゃん、１歳のお誕生日おめでとう！
あなたが生まれて幸せいっぱいの毎日です。
これからもすくすく育ってね。生まれてきて
くれてありがとう。

次回は３月生まれのお子さんです。掲
載を希望する人は、２月 10 日㈬まで（郵
送の場合は必着）にお子さんのお名前・
ふりがな、性別、お誕生日、ご家族のコ
メント（100 字以内）、保護者名、住所、

月

︵八町牟田︶

莉瑚

令和２年２月

ちゃん

︵上木佐木︶

立真

日生

立真君、お誕生日おめでとう。
保育園に行き始めて、できること増えて、おう
ちでもよく笑い、よく食べるようになったね。
ねぇねも立真君と遊ぶの楽しそうです。いっぱ
い笑って、いっぱい食べて、大きくなってね。

18

２

内野

6

りこちゃん １歳の誕生日おめでとう♡
りこちゃんの笑顔に家族みんな癒されていま
す。大好きだよ♡これからも元気いっぱいに
育ってね。

吉川

令和２年２月

︵八町牟田︶

24

日生

音ちゃん、１歳のお誕生日おめでとう
これからも、ニコニコ笑顔で元気に育って
ね!! 大好き♡

令和２年２月

ちゃん

︵八町牟田︶

音羽

11

栗原

日生

︵八町牟田︶

令和２年２月

き
育って
木
大 く おおき 子
大木っ

おお

はじめまして。絃太です！
元気いっぱい、おっきくなりますように。

前を記入）を企画課（2 階）までお寄せ
ください。
※期限を過ぎると紙面の都合上、掲載する
ことができません。また、コメントが 100

こちらからもどうぞ

字を超えている場合は、編集することがあ
りますので、ご了承ください。

こっぽーっとギャラリー２月展示
２月展示
こっぽーっとギャラリー
「第３回登山道に咲く花」展

今月の一枚

「第３回登山道に咲く花」展

今月の一枚
題名「ふるさと」
題名「ふるさと」
展示場所
展示場所

作品の一部をカラーで紹介します。

図書・情報センター
図書・情報センター

作品の一部をカラーで紹介します。

２階展示コーナー
２階展示コーナー

こっぽーっとギャラリーの詳細は24
24ページに掲載
ページに掲載
こっぽーっとギャラリーの詳細は

広報おおき２月号 発行所／大木町役場（福岡県三潴郡大木町大字八町牟田 255‑1）企画編集／企画課 発行／２月１日
0944-32-1013（代表）FAX 0944-32-1054 ホームページ http://www.town.ooki.lg.jp/

