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汚泥を肥料に
リサイクル

環境にやさしいクリーンな水へ
八女市・広川町のし尿・浄化槽汚泥処理施設「八女中部汚泥再生処
理センター」
（愛称＝八女っくりん）が北田形に完成しました。この施設
は処理の際に発生する汚泥と学校給食生ごみを混ぜ、発酵させて堆肥
はりみず
化します。また処理水は、施設内のトイレの水や浄化槽の漲水としてリ
サイクルし、放流水量を少なくすることにより環境にやさしい施設となっ
ています。
「八女っくりん」という愛称は、一般公募された応募総数 66
作品の中から選ばれました。5 月 9 日㈰に行われた完成記念式典で、
考案者である大津杏奈さん（見崎中１年）へ表彰状が贈呈されました。

汚泥発酵肥料「新八女大地」

１袋 10㎏入り 40 円で販売する予定です。
販売開始は、肥料登録が完了したあとの 6
月下旬頃となる予定です。
◦問い合わせ＝八女中部衛生施設事務組合
「八女っくりん」
（☎ 24・5419）

詳しくはこちら

掲載している催し等が新型コロナウイルスの感染拡
大防止のため、変更になる場合があります。市ホー
ムページ、または問い合わせ先で確認してください。

八女市 LINE 公式アカウント
新型コロナウイルス感染症や災害情報など、
皆さんの暮らしに関わる情報を発信しています。

LINE アカウント ID →＠ yamecity

友だちになってね！

新型コロナウイルスワクチン接種について

各種ＨＰからも新型コロナウイ
ルスワクチン接種の詳細情報等
を確認することができます

厚生労働省ＨＰ 八女市ＨＰ

ン接種もキャンセル扱いになります）
。
予約時間になったら順番に入場し
ていただきますので、予約時間以降
の来場をお願いします。
（密を避ける
ために待合場所は設けておりません）
▽例＝予約時間が「９時」
の場合は、
９時～９時 分に会場内へ案内しま
す。
②受付
接種券（切りはなさず台紙ごと持
参ください）
・予診票（事前に記入し
て持参ください）
・身分証明書（保険
証や免許証）を確認します。
▽接種券を紛失した場合＝重複接種
予防のため、接種券（接種済証）で
履歴の確認が必要です。紛失してい
る場合、その日の集団接種は受けら
れません。紛失した場合は、本庁健
康 推 進 課 ま たは 黒 木 支 所 生 活 福 祉
係、各支所市民生活福祉係で、事前
に再発行手続きをしましょう。
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― 住民接種予約支援窓口を設置しました ―

ることがあります。予約の空き状況
については、予約システムまたはコー
ルセンターでご確認ください。
◦予約先＝八女市新型コロナウイル
スワクチンコールセンター（☎０１２
０・５６７・５１８）
◦受付時間＝平日・土日祝日（９時
～ 時）
また、接種後の副反応等、医学的
な知見が必要となる専門的な相談は
次の相談先へご相談ください。
◦相談先＝福岡県新型コロナウイル
スワクチン専用ダイヤル（☎０５７
０・０７２・９７２（ナビダイヤル）
◦受付時間＝ 時間（平日・土日祝日）

①検温・手指消毒
体 温が ・ 度 以 上あるときは、
接種会場に入場できません（ワクチ

集団接種会場（土曜・日曜日）
でのワクチン接種一連の流れ
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高齢者向けの新型コロナワクチン接種の予約を開始していますが、コールセンター
に電話がつながりにくくなり、大変ご迷惑をおかけしています。希望される人へのワ
クチンは準備しており、順次予約していただいている状況です。
今後の予約受付を円滑に行うため、左上表のとおりワクチン接種の予約支援窓口
を開設します。予約支援が必要な場合はご利用ください。

●開設時間＝平日 8:30 ～ 17:15
※お住まいの地域以外でも利用できます

30

窓口での支援内容

窓口で接種予約を支援します。来場
されるときは、接種券を封筒ごとお
持ちください。接種日・場所が決ま
り次第、本人に通知します。
◦Ｗｅｂ予約の支援
新型コロナウイルスワクチン接種の
接種券を持っている人で、
「Ｗｅｂでの
予約を希望するが、やり方が分から
ない」等の理由で困っている人に対し、
電話または窓口でＷｅｂでの予約操作
をお手伝いします。来場されるときは、
接種券（封筒ごと）とスマートフォン
等をお持ちください。

ワクチン接種予約の予定
ワクチン接 種 予 約の最 新 情 報は、
ＦＭ八女やホームページ、ｄボタン
広報誌、ＬＩＮＥ等でお知らせしま
すのでご確認ください。
予約が埋まっている接種会場でも、
キャンセル等により予約が可能とな
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電話番号
２３・１２０１
４２・１４６３
２３・４９３３
５４・２２１８
２４・９１４２
５２・３１１３
会場
八女市文化会館
黒木支所
立花支所
上陽支所
矢部支所
星野支所

ワクチン接種
は、
体調が良い日
に受けることをお
すすめします
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◦予約にお困りの人への支援
新型コロナウイルスワクチン接種
の 接 種 券 を 持っている 人 で 予 約 に
困っている人のうち、接種日・場所
を指定しない人に対して電話または

■支援窓口一覧

－食料品や日用品、
生活必需品を配布します－

可能です
◦受付時間＝９時～ 17 時
（平日・土日祝日）
◦電話番号
（フリーダイヤル）
０１２０・５６７・５１８

「もの忘れ予防検診」
を行います
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ＱＲコード

●問い合わせ＝福祉課福祉総務係（☎ 24・8030）

予防接種の記録をします。１回目の
人は、２回目の際にも必要となりま
すので失くさないようにしましょう。
２回の接種が終了した人も記録とし
て大切に保管しましょう。
⑦接種後観察
接種してから 分（アレルギーな
どがある人は 分）は会場内で座っ
て過ごしましょう。体調に変化があ
るときはすぐにスタッフにお知らせ
ください。
◦問い合わせ＝健康推進課新型コロ
ナウイルスワクチン接種係（☎２３・
１２０１）※問い合わせ先でワクチ
ン接種の予約はできません。

生理用品をお求めの際は、
「専用カード」を窓口
に提示することで、女性職員が名前などを聞くこと
なくお渡しします。なお、生理用品については、市
役所本庁および各支所内の地域包括支援センター
でも受け取ることができます。また、専用カードは、
上記ポスターが掲示されている市内施設に設置し
ています。

③予診票確認
予診票の記 載 内容を確 認します。
お薬手帳を持っている人は、この時
に提示してください。治療内容の確
認がスムーズにできます。
アレルギーやアルコール過敏がない
か、注射や採血で気分が悪くなった
ことがないか等の確認をします。
④医師の予診・⑤ワクチン接種
医師が接種可能と判断したらワク
チンを接種します。スムーズに接種
できるよう肩まで出せる服（半袖Ｔ
シャツなど）で来場ください。
⑥接種済証発行
接 種 券（ 接 種 済 証 ）に 接 種 し た

最近「もの忘れが気になる」と心
配している人を対象に、簡単な認知
機 能の検 査と認 知 症専門 医（筑水
会病院）による検診を行います。結
果に応じて相 談 対応や専 門 医 療 機
関の紹介を行います。
◦日時＝７月 日㈪ 時～ 時（所
要時間＝１時間程度）
。なお、新型
コロナウイルス感染 症対 策のため、
受付時間を分けます。詳細について
は申し込み後に案内します。
◦会場＝上陽地区（農業活性化セン
ター）
◦参加費＝無料
◦対象者＝おおむね 歳以上の「も
の忘れ」が気になる人で認知症専門
医療機関を受診していない人
◦定員＝ 人（先着順）
◦申込期間＝６月 日㈪から（定員
になり次第締め切り）
◦今後の開催日程＝▽黒木地区（黒
木 支 所 ）９月 日 ㈪、▽星野地区
（星野支所） 月８日㈪、▽立花地
区（立花総合保健福祉センター「か
がやき」
）
、令和４年１月 日㈪、▽
八女 地区（おりなす八女 ）令 和４
年３月 日㈬
◦申込・問い合わせ＝介護長寿課地
域包括支援係 ☎
( ２４・９４６６ )
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（予防接種の予約、相談） ○ Web 予約も

八女市では、新型コ
ロナウイルス感染拡大の
影響を受け、家計がひっ
迫し、日々の生活に困窮
している人を支援するた
め、食料品や日用品（生
理用品を含む）などの生
活必需品を提供していま
す。必要な人は、下記
窓口にお申し出ください。
●食料品、日用品を提供している窓口＝八女市社
会福祉協議会、本所（☎ 23・0294）
、黒木支所（☎
42・2131）
、立花支所（☎ 37・0036）
、上陽支所（☎
54・3629）
、矢部支所（☎ 47・3123）
、星野支所（☎
52・3165）および、ほっと館やめ（☎ 23・7777）
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「専用カード」見本
▲

〇八女市コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター

八女市新型コロナウイルス感染症
緊急支援について
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マイナポイントの予約・申込はされましたか

マイナポイント手続きスポッ
トには左記のマークが掲示され
使えます。
ています。また、マイナポイン
◦買い物にマイナンバーカード
トホームページで近くの手続き
は不要です
スポットを検索することもでき
マイナンバーカードは、ポイ
ます。
ントの予約・申込（キャッシュ
レス決済サービスを選択する手
続き）の時だけ必要です。
◦マイナポイントの予約・申込
に必要なもの
①マイナンバーカード
②利用者証明用電子証明書（数
字４桁の暗証番号）
③決済サービスＩＤ・セキュリ
ティコード（決済サービスごと
に定められて
いま す ）
。
「マ
◦市役所窓口でサポート
イナポイント
本庁市民課、各支所市民係
事 業ホーム
または市民生活福祉係の窓口
ページ」
で確認
で、
「マイナポイント予約・申込」
してください。
をサポートしています。
■予約・申込は次の方法で
◦問い合わせ＝
◦アプリを取得し予約・申込を
①ポイント事業の問い合わせ＝
マイナンバーカードを読み取
マイナンバー総合フリーダイヤ
りできる対応スマートフォンが
あれば、「マイナポイントアプリ」 ル ☎
(０１２０・９５・０１７８）
音声ガイダンス「５番」を選択
で予約・申込ができます。
（平日９時 分～ 時、土日祝
◦「マイナポイント手続きス
９時 分～ 時 分） ②マイ
ポット」を利用する
ナンバーカード等の総合的な問
ポイント予約・申込手続が
い合わせ＝市民課マイナンバー
安心・安全に、かつ無料ででき
推進係（☎２３・１１１７）
る場所です。

▲
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６月 日㈰に、マイナンバーカード交付の
窓口を臨時開設します
新型コロナウイルス感染拡
大 防 止の観 点 から、６月
日㈰にマイナンバーカードの
交 付 窓口 を 臨 時 に 開 設 し ま
す。

６月 日㈬までに
必ず受け取り予約を

※駐車場は福島小学校北門前のみ

駐車場

付通知のはがきの受取場所が
支所となっている人も受け取
る事ができます。ただし、支
所で保管しているカードの送
受に日数がかかりますので、
締め切りまでに受け取りの予
約をお願いします。
◦開 設 日 時＝６ 月 日 ㈰ ８
時 分～ 時
◦予 約 締 め 切 り＝６ 月 日
㈬ 時（予約状況によっては
早 めに 締 め 切 る 場 合 も あ り
ます）
◦場所＝マイナンバーカード交
付 特 設 会場のみ。（上図 参照）
※支所の開設はありません。
◦必要なもの＝電話予約時に
ご案内します。
◦マイナポイントの予約・申
込について＝マイナポイントの
予約・申込は、会場内に設置
しているパソコンで手続きでき
ます。なお、マイナンバーカー
ドの申請や更新は行いません
のであらかじめご了承くださ
い。
◦予 約・ 問い 合 わ せ＝ 市 民
課マイ ナンバー 推 進 係（ ☎
２３・１１１７）

■マイナポイント事業とは
マイナポイント（以下、
「ポ
イント」と表記 は
)、国が行っ
ている事業です。マイナンバー
カードを取得して、ポイントの
予約・申込（対象となるキャッ
シュレス決済サービスを選択す
る手続き）をした後に、その決
済サービスでチャージまたは買
い物をした金額の ％、上限
５０００円分のポイントが付与
されるものです。
◦ポイントがもらえる人
令和３年４月末までにマイナ
ンバーカードを申請した人、ま
たはすでに取得していた人。
◦ポイント付与の対象期間
ポイント予約・申込後、令
和３年９月末までのチャージま
たは買い物に対して付与されま
す。
◦ポイントの使用期限
ポイントは、選択したキャッ
シュレス決済サービスのポイン
トとして付与され、その決済
サービスのポイントの利用期限
まで使えます。利用期限は各
サービス事業者で異なります。
◦ポイントを使える場所
選択したキャッシュレス決済
サービスに対応しているお店で
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30

この
マークが
目印!

30

福島小学校
八女市役所本庁

マイナンバーカード
交付特設会場
( 旧アオキ楽器）

福岡銀行
清水町

30
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窓口 混 雑 解 消のため、必
ず 電 話で受け 取りの事 前 予
約をお願いします。また、交

特設会場案内図

25

30 20

ＱＲコードから「手続き
スポット」
が検索できます

「まちのコイン」
を使ってみよう！
■「まちのコイン」とは
「まちのコイン」とは、昨年の 10 月から利用が開
始されたコミュニティ通貨です。
「まちのコイン」は、
使えば使うほど人と人が仲良くなるスマートフォン・
タブレット端末向けアプリです。
八女市は、
「大自然や歴史、伝統をつないでにぎ
わうまち」をテーマに、通貨の単位を「ロマン」と
しています。日本円に換金はできないので、気軽に
始めて気軽に使うことができます。このロマンをも
らったり使ったりしながら、八女の魅力を感じてく
ださい！
■貯めよう・使おう、八女の「ロマン」
八女市には、
5 月 28 日時点で 87 のスポット（店舗、
施設等）があります。スポットに訪れてチェックインす
れば必ずロマンがもらえます。また、スポットが発行
する個性あふれるチケットで、貯まったロマンを使っ
たり、もらったりできます。
ロマンを使って、イベントや特別な体験への参加、
お得なサービスを受けることができます。また、ボラ
ンティアへの参加やスポットのお手伝いをしてロマン
を貯めることができます。ロマンを通じて八女市の魅
力を再発見してみませんか。
4 月 28 日から八女市健康推進課がスポットになり
ました。ぜひ、
「まちのコイン」アプリでチェックして
みてください。
①「まちのコイン」
アプリをインストール

②「スポット」
にチェック
インしてコインをゲット

iPhone

Android

③「まちのコイン：ロマン」
でサービスを楽しもう

■スポット加盟店募集中
まちのコインの「スポット」に登録していただける
市内の店舗や施設を募集しています。
◦問い合わせ＝定住対策課・町並み景観係（☎２４・
８１６４）
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胃がん検診（胃 X 線検査）の読影
判定区分が変わります
毎年実施しているがん検診の中で、今年度から
胃がん検診（胃 X 線検査）の読影判定区分が変わ
ります。
これまでの胃がん検診の結果は、
「異常なし・放
置可（精密検査不要）
・要精検（紹介状あり）
」の
３つに区分されていましたが、今年度から「放置可
（受診勧奨）
」という区分が新設されます。
これは、胃がん発見効率の向上を目標とする胃 X
線読影の精度管理と胃 X 線検診を通じてピロリ菌
感染対策に対応することを目的としています。
この「放置可（受診勧奨）
」という区分は、胃が
んや他の病変の疑いはないが、ピロリ菌がいる可能
性があるため、紹介状がでるようになります。
ピロリ菌感染は、胃がん発症の原因と言われてい
ます。しかし、きちんと除菌の治療を受けることで、
胃がんのリスクは 30 ～ 40％低下します。この紹介
状をもらった場合は、医療機関を受診することをお
勧めします。胃がんの早期発見・早期治療のため、
定期的に検診を受けましょう。
胃がん検診は各地区での健診で受けることがで
きます。詳しくは、
「令和３年度住民健診ガイド本」
（広報八女５月１日号と同時配布）をご覧ください。
◦問い合わせ＝健康推進課（☎ 23・1201、☎ 23・
1352）

退任された「行政相談委員」に総
務大臣感謝状を贈呈
令和３年３月末に行政相談委員を退任された
秀徳紀子さん、内田龍さん、堤芳子さんに総務
大臣感謝状が贈られました。
これは、地域の身近な相談相手として、助言
や関係行政機関への働きかけなど、相談者の困
りごとの解決に尽力したことがたたえられ贈ら
れたものです。
行政相談委員は総務大臣から委嘱された民間
有識者です。無報酬のボランティアとして、行
政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続
に関する問い合わせなどの相談を受け付け、そ
の解決のための助言や関係機関に対する改善の
申し入れなどの業務を行っています。
現在、八女市では６人の行政相談委員が活躍
しています。お困りごとなどがあれば、ぜひご
相談ください。
◦問い合わせ＝総務課行政係（☎ 23・1224）

ル ー ム

ル ー ム

●赤ちゃん Room
・相談 Room
生後１～３か月の赤ちゃんと
お母さんを対象にした、相談の
場です。子育てのことや、産後
の体調などについて、一緒にお
しゃべりしましょう。

30 29

17 1

◦問い合わせ＝八女市子育て世
代包括支援センター（やめっこ
未来館内／八女市稲 富４９９
番地／☎２４・８２８２）
◦業務日時＝月～土曜日（祝日
および 月 日～ 月 日を
除く） 時 分～ 時 分

8 12

紹介した事業については、予
約が必要なものがあります。
各事業の詳細については、八
女市子育て応援ブック「ぽこぁ
ぽこ」や市広
報 紙、 公 式
ホームページ
等でご確認く
ださい。

※各事業や写真撮影は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止に努めながら実施しています。
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「子育て世代包括支援セン
ター」をご利用ください
婦さん一人一人にあった産前産
後の過ごし方や子育てのための
プランを一緒に考えます。
●マタニティさん集まれ！
おおむね妊 娠 週以降の妊
婦さんやその家族を対象に、赤
ちゃんの沐浴体験や妊娠中の乳
房ケアなどを行っています。保
健師や管理栄養士によるミニ講
座も行います。

産後のサポート

八女市では、子育て世代の皆
さんが、安心して子どもを産み
育てることができるように応援
しています。そのために、八女
市子育て支援総合施設（やめっ
こ未来館）内に「子育て世代包
括支援センター」を設置して包
括的なサポートをしています。
センターには、保健師や母子
保健コーディネーター等の専門
職がおり、妊娠や出産、子育て
などに関するさまざまな悩みの
相談を受けています。
不 安 なことや心 配なことが
あったら、一人で抱え込まず気
軽にご相談ください。

妊娠中のサポート

●新生児・産婦訪問
保 健 師や助産師が、家 庭を
訪問します。発育や子育てなど
について相談ください。訪問す
る際は、事前に電話で日程を調
整します。
●産後ケア事業
産後の身体的・精 神的な問
題や、育児環境等の不安など、
支援を受けたい人は相談してく
ださい。産科医療機関および自
宅で、助産師や看護師のケアを
受けることができます。
1

八女市子育て応援ブック「ぽこぁぽこ」を令和３年
4 月に刷新しました。やめっこ未来館や市役所本庁・
各支所で配布していますので活用してください。

15 3

20

●母子健康手帳の交付
妊娠が分かった人に、母子健
康手帳を交付しています。
あわせて、妊 婦 健 康 診 査補
助 券（ 回分）と、妊 婦 歯 科
健康診査補助券（ 回分）
も発
行しています。
妊娠期間を、お母さんとおな
かの赤ちゃんが共に健やかに過
ごせるように、相談にも応じて
います。
●セルフプランの作成
母子健康手帳交付時に、妊
14

援課
（☎ 2 ･1201）
4・82
82）

安心して子どもを
産み育てられる環境を

7月の ♥
健康だ
健康推
より
進
課
（☎ 2
子育て
3
支
健 康 コ ラ ム

健康インフォメーション

★問い合わせ＝健康推進課保健指導係（☎ 23・1352）

７月の各種相談・健診日程をお知らせします

あなたの地域の

健康相談

自然災害や感染症拡大の状況で、
変更となる場合が
ありますのでホームページなどでご確認ください。

住民の皆さんの健やかな毎日のた
めに、健康相談を行っています。保
健師(保)や管理栄養士(栄)が健康に
関するいろいろな相談に応じます。
予約優先。ご希望の人は、電話で
予約を受けています。
5日㈪ 10時～ 11時
◦7月5
八女市保健センター（保・栄）
◦7月8日㈭ 14時～ 15時
矢部支所（保）
◦7月9日㈮ 10時～ 11時
星野支所（保）
◦7月15日㈭ 10時～ 11時
上陽支所（保）
◦7月19日㈪ 10時～ 11時
立花市民センター（栄）
◦7月30日㈮ 10時～ 11時
黒木支所（保）

予約】
心理士によるこころの相談【要
心理士による個別相談です。対
象者は市内在住で、こころに悩みが
ある人です。気軽にご相談ください。
◦日にち＝7月28日㈬
※受付13時30分～ 15時30分
◦会場＝おりなす八女研修棟

6 月は「食育月間」です
八女市では令和３年２月に「第
２次八女市食育推進計画」
を策定
しました。
私たちの心と身体は「食」
の上
に成り立っています。その「食」
を自分自身で管理する力を身につ
ける取り組みこそが「食育」です。
食育基本法の中では、
「食育」
を次のように位置付けています。
◦「食育」
とは
生きる上での基本であって、知育、徳育および体育の基盤
となるべきものであり、さまざまな経験を通じて「食」
に関す
る知識と「食」
を選択する力を習得し、健全な食生活を実践
することができる人間を育てること。
（食育基本法前文より）
■食生活指針10項目 ～食生活のためのガイドライン～
１．食事を楽しみましょう
２．1日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを
３．適度な運動とバランスのよい食事で、適正体重の維持を
４．主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを
５．ごはんなどの穀物をしっかりと
６．野菜・果物、
牛乳・乳製品、
豆類、
魚なども組み合わせて
７．食塩は控えめに、脂肪は質と量を考えて
８．日本の食文化や地域の産物を活かし、郷土の味の継承を
９．食料資源を大切に、無駄な廃棄の少ない食生活を
１０．
「食」
に関する理解を深め、食生活を見直してみましょう

スイカのボンボンゼリー

八女はおいしい

【材料】6人分

～ ふるさとの恵み ～

野菜を
「目標1日350ｇ以上食べる」
ために、
毎日“あと一皿 70ｇの野菜を ”

八女市食生活改善推進会
主催の「おやこの食育教
室」で作った一品です。
おうち時間や夏休みに、
お好みの果物でぜひ作っ
てみてください。
1人分あたりの栄養価
エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量
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60kcal
0.3g
0g
15.3g
0g

すいか(皮と種を除く)…180ｇ、レーズン…30ｇ、
きび砂糖…50ｇ、レモン汁…大さじ1
【Ａ】粉寒天…4ｇ、水…400ml
※輪ゴム…６個、ラップ…30㎝×6枚、氷水…適量

【作り方】

① すいかは２㎝角ぐらいに切り、種を除く。
② ６個の小さめの器に 30㎝角のラップを敷き、①と
レーズンを６等分して入れておく。
③ 鍋に【Ａ】を入れ、かき混ぜながら火にかける。
④ 沸騰したら火を弱め、さらに 2 分間かき混ぜなが
ら煮溶かす。きび砂糖を加え溶かし、火を止めてレ
モン汁を加え混ぜ合わせる。
⑤ ②に粗熱をとった④を６等分ずつ流し入れ、ラッ
プを茶巾状に絞り、口を輪ゴムで止める。これを氷
水に浮かべて冷やす ( または冷蔵庫で冷やす )。
⑥固まったら、ラップをはずし、器に盛り付ける。

加工品等のマルシェ（市）を
開催中です。
◦日時＝毎週土曜日 時 分
～ 時 分※雨天中止
◦場所＝奥八女焚火の森キャ
ンプフィールド駐車場（黒木
町笠原９５１２）
※出店希望者も募集中です。
◦問い合わせ＝奥八女焚火の
森キャンプフィールド（☎４
２・４３０５）
11

文平座 舞台戦国甲冑展

統工芸館敷地内）
◦問い合わせ＝同館（☎２２・
３１３１）

新作八女盆提灯展

集

八女提灯協同組合会員自
慢の作品が勢揃いします。入
場制限を行う可能性がありま
す。入場無料。
◦期間＝８月７日㈯までの９
時～ 時（月曜休館）
◦会場＝八女伝統工芸館
◦申込・問い合わせ＝同館（☎
２２・３１３１）

募

第２回県営住宅入居者

しくオープンしたキャンプ場
のパート職員を募集します。
資格不問、未経験者歓迎、勤
務時間等は相談ください。
◦業務内容＝客室、トイレ等
の清掃・リネン業務等。
◦場所＝黒木町笠原９５１２
番地
◦申込＝奥八女焚火の森キャ
ンプフィールド（☎４２・４
３０５）

男ノ 子 焼の 里 リニューアル
オープン、陶芸教室会員募集

４月から初代窯元柳屋栄氏
が創作活動を再開し、それに
伴い展示販売所を改装しまし
た。また現在、陶芸教室会員
を募集しています。
◦一般陶芸コース（電動ろく
ろを使った創作）＝毎週日曜
／月４回・８千円
◦創作陶芸コース（大物等の
創作・デザイン講習等）＝毎
週日曜／月４回・１万円
◦１日体験教室＝土・日随時
開催・２千円（焼き上がりま
で）
◦申込・問い合わせ＝男ノ子
焼保存会事務局谷川さん（☎
０９０・２５１４・５５００）

男女共同参画に関する川柳
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お知知
らせ
もよおし
八女軽トラ市

12

八女特産の野菜や加工食
品、雑貨などを軽トラックの
荷 台で販 売します。入場 制
限を行う可能性がありますの
で、ご協力をお願いします。
◦日時＝ 月 日㈰９時～
時※悪天候の場合中止
◦場所＝八女観光物産館とき
めき駐車場
◦問い合わせ＝同実行委員会
事務局（☎２２・３１３１）

奥八女焚火の森マルシェ

6

30

18

30

筑後国主田中吉政公の芝居
舞台で使った、甲冑や兜、刀
などを展示します。本物に見
せるための工夫や舞台で立ち
回りをするために、できるだ
け軽く、動きやすく改良を重
ねてでき上がった手づくりの
甲冑です。入場無料。
◦日時＝６月 日㈯～７月
日㈰９時～ 時（月曜休館）
◦会場＝民俗資料館（八女伝

県内に所在する県営住宅
（募集対象団地、募集戸数等
詳細については募集案内書を
ご覧ください）
◦配布・申込受付期間＝ 月
日㈪～ 月 日㈫
◦配布場所＝県 住 宅供 給公
社、同公社筑後管理事務所お
よび大牟田出張所、市役所定
住対策課、各支所窓口
◦問い合わせ＝県住宅供給公
社（☎０９２・７８１・８０
２９）

と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」の実現を目指し
ています。この機会に、自分
らしい生き方や男女のパート
ナーシップなどについて考え
てみませんか。
◦募集作品＝男女共同参画の
視点で「個性が輝く」をテー
マとした川柳
◦応募資格＝八女市に住んで
いるか通勤・通学している人
◦募集期間＝７月２日㈮まで
※必着
◦応募方法＝作品を記載した
用紙（様式は自由）に氏名、
年齢・住所・電話番号を明記
し、持 参・郵 便・ファクス・
電子メールのいずれかでお送
りください。八女市外に居住
している人は、勤務先または
学校名も記入してください。
◦注意事項＝①応募作品は一
人３点までとし、自作・未発
表のものに限ります。②作品
の使用等に関する一切の権利
は八女市に帰属します。③作
品の著作権等に関わる問題が
生じた場合は、全て応募者の
責任とします。
◦表彰＝入賞者には図書カー
ドを進呈します。
◦応募・問い合わせ＝男女共
同 参 画 推 進 係（☎２３・１
３１４／ ２２・２１８６／

O

dsuishinkakari@city.yame.
）
lg.jp

Q

7

奥 八 女 焚 火の 森 キャン プ
フィールドパート職員

６月 日～ 日は内閣府
男 女共同 参画週間です。市
では、性別に関わりなく個性
29

6

17

黒木町笠原地区に４月に新

23

28

19

17

27

6月19日㈯に予定していた
「新
視点 磐井の乱―磐井の政権基
盤・政治構造・軍事力―」は、
緊急事態宣言の延長に伴い 11
月 6 日㈯に延期します。
◦問い合わせ
八女市岩戸山歴史文化交流館
「いわいの郷」
（☎ 24・3200）

14

掲載している催し等は、新
型コロナウイルス感染症の感
染拡大を防止するため、中止
になることも想定されます。市
の催しについては八女市ホー
ムページで確認、そのほかに
ついてはお問い合わせくださ
い。催しへのご来訪の際はマ
スクの着用にご協力ください。

6

奥八女 焚 火の森キャンプ
フィールドでは、地元農産品、

いわいの郷歴史講座
延期のお知らせ

般

を有する人
◦手数料＝１万６８００円
◦申込締切＝７月２日㈮消印
有効
◦問い合わせ＝同財団（☎０
３・６９１１・２７１１）

一

労働保険（労災保険・雇用
保険）年度更新

医療機器用バッテリーが給
付対象となりました

◦申込期限＝６月 日㈬
◦問い合わせ＝学校教育課
（☎
２３・１９５４）

日曜労働相談会

賃金未払い、職場のハラス
メントといった働く上での問
題や悩み、また感染症に関す
る労働相談を面談や電話によ
りお受けします。労働者、使
用者どちらでもご相談くださ
い。
（ 相 談 無 料・予 約 不 要・
秘密厳守）
◦日時＝６月 日㈰ 時～
時（受付は 時 分まで）※
内容により弁護士相談あり
◦問い合わせ＝筑後労働者支
援事務所（☎０９４２・３０・
１０３４）

就労準備支援事業

18

「長い間引きこもっていて、
すぐに働く自信がない」
「す
ぐに就職するのではなく段階
的に準備をしたい」など、就
労について悩んでいる人に支
援を行います。専門の支援員
が定時起床・就寝や履歴書の
書き方の指導、就労体験など、
状況に応じた支援プログラム
を作成し、不安を解消しなが
ら、支援を行います。訪問支
援も行います。まずはご相談
ください。
◦問い合わせ＝福祉課生活支
援係（☎２３・１３５０）

10

第 回八女市長旗ナイター
野球大会参加チーム

験

◦試験日＝▽７月 日㈭▽８
月 日㈰
◦申込・問い合わせ＝県筑後
農林事務所農山村振興課（☎
０９４２・５２・５１０８）
【狩猟免許試験予備講習会】
◦日にち・会場＝７月 日㈰・
小郡市総合保健福祉センター
「あすてらす」
◦問い合わせ＝大牟田猟友会
（☎０９４４・５２・２９８８）
【狩猟免許更新】
更新する場合は、県が行う適
性検査および講習（自宅学習）
の受講が必要です。
◦申込・問い合わせ＝県筑後
農林事務所農山村振興課（☎
０９４２・５２・５１０８）

八女市重度障がい者等日常
生活用具給付要綱を改正し、
医療機器用バッテリーを給付
対象に加えました。
◦対象者＝①人工呼吸器、ネ
ブライザーまたは電気式たん
吸引器を使用している人・児
②人工呼吸器、ネブライザー
または電気式たん吸引器を使
用している難病患者等で、呼
吸機能に障がいがある人※ネ
ブライザー・電気式たん吸引
器を使用している人は、八女
市重度障がい者等日常生活用
具給付要綱の対象者に限る。
◦性能＝外出時または緊急に
医療機器を正常に作動させる
動力源となるもの
◦給付限度額＝ 万円
◦問い合わせ＝福祉課障がい
者福祉係（☎２３・１３３５）

談

30

30

27

17

◦受付期間＝７月１日㈭～８
月１日㈰
◦大会会場＝八女市立山球場
◦大会期間＝８月 日㈰～
月中旬予定
◦参加費＝５０００円
※抽選会を８月７日㈯ 時～
八女市総合体育館で行います。
◦申込・問い合わせ＝同館（☎
２４・１２３０）※月曜休館

試
令和３年度狩猟免許

10

気軽に始められる色えん
ぴつ画は、普段使用する鉛
筆と違い、やわらかい描き
心地で一つの色を出すのに
何色も重ね合わせます。完
成する絵はリアルで写実的
なものから色鉛筆のやわら
かさを生かした幻想的なも
のまでさまざまです。新しい
家での過ごし方としてチャ
レンジしてみませんか。
◦期間＝ 7 月～ 10 月の第 2
土曜日（計４回・8 月のみ
第 3 土曜）10 時～ 12 時
◦会場＝八女市立花市民セ
ンター研修室
◦定員＝一般 8 人（応募多
数の場合抽選）◦受講料＝
無料（材料費 1000 円程度
必要）※色鉛筆等は準備し
ます◦講師＝森田京子さん
（色鉛筆講座等の講師）
◦申込期限＝ 6 月 30 日㈬
◦申込・問い合わせ＝八女
市田崎廣助美術館（☎ 24・
8304 ／ N24・8305）

相

30

25

給水装置工事主任技術者

◦更新期間＝６月１日㈫～７
月 日㈪
詳細は、年度更新申告書
に同封しているパンフレット
や厚生労働省ホームページを
ご覧ください。申告書は、郵
送や電子申請でも受け付けま
す。労働保険の申告・納付に
ついては、所轄の労働局・労
働基準監督署・金融機関でお
願いします。
◦問い合わせ＝年度更新コー
ルセンター（☎０８００・５
５５・６７８０）

13

22

申込方法等詳しくは
（公財）
給水工事技術振興財団のホー
ムページをご確認ください。
◦試験日＝ 月 日㈰
◦受験資格＝給水装置工事に
関して３年以上の実務の経験

10
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心と体の発達教育相談

30

12

29

24

19

狩猟免許（網猟免許、わな
猟免許、第一種銃猟、第二種
銃猟）試験を実施します。受
験資格等、詳しくは問い合わ
せください。
【狩猟免許試験】
◦試験会場＝県筑後農林事務
所（筑後市）

大人の
色えんぴつ教室

10

子どもの養 育面に関する
保護者の悩みや心配事に対し
て、教育・福祉等の各専門家
が個別にアドバイスをします。
◦日時＝８月 日㈫ 時 分
～ 時 分
◦会場＝県南筑後教育事務所
16

10

29

11

自然災害や感染症の拡大の状況によっては、
延期や中止となる場合がありますので市公式ホームページなどでご確認ください。

子育てインフォメーション

子育て支援課こども未来係（やめっこ未来館）
（☎ 24・8282）

乳幼児健診

】
ベビーズクッキング【要予約

感染症拡大を予防しながら実
施します。対象者の皆さんには
個別にお知らせします。
【旧八女市・立花町の皆さん】
◦会場＝やめっこ未来館
◦日にち・対象＝
7月13日㈫＝10か月児健康診査
（令和2年9月生まれ）
7月21日㈬＝4か月児健康診査
（令和3年3月生まれ）
7月27日㈫＝1歳6か月児健康診
査（令和元年12月生まれ）
7月29日㈭＝3歳児健康診査（平
成30年6月生まれ）
【黒木町・上陽町・矢部村・星野村
の皆さん】
◦会場＝ふじの里（黒木）
◦日にち＝7月20日㈫
◦対象＝1歳6か月児（令和元年
11月と12月生まれ）と3歳児健
康診査（平成30年5月と6月生
まれ）

離乳食初期（5 ～ 6か月児）
の講話を行います。定員12人。
託児もありますが感染症拡大予
防のため、できるだけ保護者の
みでご参加ください。
◦日時＝7月14日㈬ 10時～ 12時
※受付9時30分～ 9時50分
◦会場＝やめっこ未来館
◦持参品等＝筆記用具、4か月
児健診で配布した離乳食冊子

感染症拡大防止のため、
予約制で実施します。ご希
望の人は問い合わせくださ
い。
◦7月7日 ㈬ 9時30分 ～ 10
時30分／やめっこ未来館
◦持参品等＝母子健康手
帳、フェイスタオル1枚

乳幼児心理相談

ご不明な点やお子さんの
発 達・発 育や育児等に
ついて、心配事やご相談
などがありましたら、子
育て支援課こども未来係
（やめっこ未来館内）☎
24・8282 までご連絡く
ださい。

心理士による個別相談です。
対象者は小学校就学前までの、
成長発達面に不安がある人で
す。予約制のため、ご希望の人
は電話で予約を受け付けていま
す。気軽にご相談ください。

子育ち支援掲 示 板 ７月
子育て支援総合施設
やめっこ未来館 みらい広場
（八女市稲富 499）問（☎24・8814）

子育て支援施設 ピコロ
（黒木町桑原207※ふじの里内）

■赤ちゃん Room・相談 Room
◦ 7/2 ㈮、7/16 ㈮ 13:30～15:00
／要申込
■マタニティさん集まれ♪
「手作りおもちゃ」
◦ 7/10 ㈯ 10:00～12:30 ／託児あ
り／要申込
■ 4 か月さん集まれ（2 月生まれ）
「産後ヨガ」
◦ 7/7 ㈬ 10:00 ～／飲み物持参／
要申込
■パパママ集まれ！
「砂あそび」
◦ 7/18 ㈰ 10:00 ～／飲み物持参
／要申込
■移動図書館の日
移動図書館のバスが来ます
◦ 7/21 ㈬ 10:30～11:10

■はっぴぃバースデー
「山下照子さんのパネルシアター」
◦ 7/20 ㈫ 10:30～11:30 ／
7/17 ㈯までに要申込
■つくろうね
「スクラップブッキング」
◦ 7/13 ㈫ 10:30 ～ 11:30 ／定員あ
り／託児あり／参加費あり／
7/10 ㈯までに要申込

問
（☎42・3301）

子育て支援施設 きらきら
問
（☎24・9090）
（立花町北山2747-5）

■ほんの森ぶっくるん
「移動図書館のバスが来ます」
◦ 7/6 ㈫ 10:30 ～
■すてきな誕生会♥
「7 月生まれの誕生会」
◦ 7/7 ㈬ 10:00 ～／要申込／みん
なでお祝いしませんか。なかよし
文庫のお話等。

※８月の在宅医当番表は、8 月 1日号に掲載します。

子育て相談【要予約】

※子育ち…子ども自身が、自らの
力で心身ともに成長すること。

■わ・わ・ＷＡ！
七夕まつり「七夕飾りをしよう」
◦ 7/15 ㈭ 10:00 ～／要申込／詳
細は問い合わせください。
■すくすく子育て
「リサイクルおもちゃを作って遊ぼ
う」
◦ 7/21 ㈬ 10:00 ～／要申込、詳
細は問い合わせください。
移 動 ひ ろ ば 問こども未来係（☎24・8814）

■ 10:00～13:00
▽上陽公民館 7/2 ㈮
▽長峰保育所 2 階 7/7 ㈬・7/21 ㈬
▽東公民館 7/9 ㈮
▽かがやき 7/27 ㈫
▽矢部公民館 7/28 ㈬
▽室岡公民館 7/30 ㈮
■ 10:00～16:00
▽出張ひろばトゥインクル
7/1 ㈭、8 ㈭、15 ㈭、29 ㈭

2021.6.15
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おりなす八 女 ♪イベント情 報

お問合せ

おりなす八女
（☎22・5332）

～ 2021八 女 平 和の祈りコンサート～

山崎まさよし

YAMAZAKI MASAYOSHI

“ONE KNIGHT STAND TOUR 2021”

8 / 7( 土 ) １8:00 開演

ハーモニーホール

（全席指定） 6,600 円

チケット発売

一 般 ６/２０(日)～

1995 年に「月明かりに照らされ
て」でデビュー。
1997 年公開の主演映画『月と
キャベツ』の主題歌「One more
time, One more chance」がロン
グヒットし、ブレイク。
精力的な全国ツアーを行ってきた
ほか、全国各地のフェス・イベン
トへの出演、ミュージシャンとし
てのセッション参加なども数多
く、音楽ファンのみならず多方面
から支持を得ている。
2021 年 5 月より、全国 19 か所
の弾き語りツアー『YAMAZAKI
MASAYOSHI ONE KNIGHT
STAND TOUR 2021』を開催。

木嶋真優 ヴァイオリン・リサイタル
10 / 31(日) １5:00 開演

ハーモニーホール

（全席指定） 一般 3,500 円

友の会 3,000 円

高校生以下 1,000 円

〈 プログラム 〉
エルガー 愛のあいさつ
プロコフィエフ

組曲「ロメオとジュリエット」

ガーシュイン 「ポギーとベス」より
（ハイフェッツ編） サマータイム、
そんなことどうでもいいさ
ファリャ

（クライスラー編）

C

Kunihisa Kobayashi

江口 玲（ピアノ）

スペイン舞曲～「はかなき人生」より

スメタナ 「わが故郷より」から 第２番 アンダンティーノ
C

フランク ヴァイオリン・ソナタ イ長調

KINYA OTA
（MILD）

木嶋真優プロフィール
2016 年第１回上海アイザック・スターン国際ヴァイオリン・コンクールにて優勝。
神戸生まれ。3 歳でヴァイオリンを始める。
2000 年第 8 回ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリン・コンクール・ジュニア部門にて日本人として最年少で最高位を受賞し一躍話題となる。
2011 年ケルン国際音楽コンクールのヴァイオリン部門で優勝、あわせてその優れた音楽的解釈に対し DavidGarrett 賞も受賞。
2019 年には NHK 紅白歌合戦にも出演し注目を集めた。
使用楽器は NPO 法人 イエロー・エンジェル、宗次コレクションより特別に貸与された Antonio Stradivari 1699 ”Walner”

チケット発売

友の会先行 ７/１０(土)～ ／ 一 般 ７/１７(土)～

主催：NPO法人 おりなす八女文化事業振興会・八女市

最新のイベント情報はホームページをご覧ください。

おりなす八女ＨＰ https://orinasuyame.jp/

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのご協力のお願い
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※新型コロナウイルス感染防止に努めながら写真撮影をしています。

図書と布絵本などを寄贈

「税」について知ってほしい
30 周年事業として、子どもたちに税に興
味をもってほしいと八女法人会青年部会
（中
村太一部会長）は 5 月 26 日㈬、マスクや
マスクケース、クリ
アファイル、下敷
きを市内の小学校・
義務教育学校へ寄
贈しました。下敷
きには税の豆知識
などが書かれてお
り、税に関して学
ぶことができます。

NPO 法人まなびっと八媛（德永哲子理事長）では、
毎年古本市を開催しています。市民の皆さんから提供
いただいた古本を販売し、その収益金から、絶版の本
や人気の本などを購入、図書館に寄贈しています。4 月
27 日㈫、八女市立図書館で贈呈式が行われ、子どもた
ちに人気のミッケシリーズやアンパンマンかみしばい、
洋書など全部で 63 タイトルをいただきました。また同
日、図書館充実のための活動を行う布の絵本制作ボラ
ンティア「ふわふわ」は、布の絵本 5 冊と館内装飾と
して使用できるクリスマスオーナメント 76 点を制作し、
図書館へ寄贈しました。

おいしい新茶をいただきました
「八女茶の PR に役立ててほしい」と 5 月 21 日㈮、
JA ふくおか八女茶業部会八女支部（齋
藤信一支部長）から八女市に新茶（100g
パック 60 本、10g パッ
ク 100 本）をいただき
ました。今年も味が濃
く高品質なお茶ができ
ています。

クリアファイル
（右）
、
下敷き
（左）
、
マスクケース
（左下）

小学 年生を対象に、市内の施設な
どを 泊 日で巡りながら、八女市の
魅力を発見します。市内を回りながら、
一緒に新しい発見をしましょう。新しい
仲間とも出会えるチャンスです。施設を
見学した後は、探検新聞を作成します。
詳細は各学校を通して配布されるチラシ
をご覧ください。
（※新型コロナウイルス
感染症予防の観点から、中止または延期
になることがあります）
◦日程＝７月 日㈭～ 日㈮
【１泊２日】
◦対象者＝市内在住または通学する小学
年生
◦主な行き先＝ふるさとわらべ館・星の
文化館・学びの館・五條氏邸など市内の
施設
◦参加費＝３０００円
◦募集人数＝ 人（先着順）
◦宿泊先＝げんき館おおぶち（黒木）
◦申込期限＝ 月 日㈮
◦ 問 い 合 わ せ ＝ 社 会 教 育 課（ ☎
２３・１３１８）
6
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八女市スーパースクール

ぐる～っと八女探検隊 2021
参加者募集
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