
みんなの思いを“つなげて ひろげて カタチにする” 

つながりひろばは 「市民活動」を支援します。 

団体さん♪こんにちは 
健康を意識しだし 

て走り始めても、そ 

の目標はすぐにクリ 

アしてしまいます。 

次の目標は、速くな 

りたいか、長い距離

を走れるようになりたいかです。古賀市には二つ

の駅伝大会があります。駅伝コースには魔物が住

むと言われています。一度走った人は、魅入られ

て、何度も走りたくなります。当会には、ジョガ

ーからガチランナーまで、さま 

ざまなレベルの人がいます。あ 

なたも仲間になりませんか。 

さあ、健康の門はここに開かれ 

ています。ここを通りなさい。 

輝かしい世界が待っていますよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点訳奉仕 ルイの会 は、点字をとおして、

視覚障がい者に対する理解を深め、社会参加

を支援しています。 

書籍や料理のレシピなど 

の点訳をして技術向上につ 

とめたり、小学校に出向い 

て展示の体験学習を行なっ 

ています。年末には点字カレンダーの配付も

しています。 

活動を始めて、今年で 31 年目となりまし

た。点訳を依 

頼してくださ 

る方や、一緒 

に活動してく 

ださる会員を 

募集中です！ 

古賀市走ろう会 

 

♪ 和やかな雰囲気のなか、 会話がはずみ笑顔がこぼれ、市民活動の思いがいつか大きな輪になりま

すように…との願いを込めて「わ・わ・わ・通信」（和・話・輪）と名づけました。 

つながりひろば 
（古賀市市民活動支援センター） 

２０１９年２月発行 

つながりひろばの登録団体をご紹介します！ 

点訳奉仕 ルイの会 

4 月より「つながりひろば」の運営が市直営から民間委託へ変更になります。民間委託の導入は、市民活動 

に精通する民間の活力を導入し、共働して市民活動を推進するためのものであり、今後もつながりひろばの 

運営を通じて市として取組を進めます。委託先の選定については、公募型プロポーザル方式により広く募集 

し審査を行ったうえで決定しています。委託先：NPO 法人エコけん（平成 34 年 3 月まで） 

つながりひろば登録団体の皆さまへ 
 
下記の日程で説明会を行います。これまでと変わらないところ、変わる
ところを詳しく説明いたしますので必ずご参加ください。 
詳細は別途送付いたします。出欠のご連絡をお願いいたします。 
日時：3 月 9 日（土）10:00～11:30 
場所：リーパスプラザこが中央公民館 2 階 大会議室 

 



   登録団体３月・４月の活動情報       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

                            

古賀市郷土史研究会 
TEL: 94３-6850（飯島） 

 
●第 7 回公開講座      参加費：無料 

申込不要！どなたでも参加できます。 

日 時：3月 2 日（土）13:30～16:00 

 場 所：
第 1部「宮地嶽古墳の巨石のふるさと」 

講師：永留邦臣 会員 

第 2部「古賀の郷土地名由来」 

講師：飯島勇一郎 会員 

 

NPO 法人古賀新宮子ども劇場 
 

TEL:944-1936 

◆あそぼう!!プレーパークこが 参加費:無料 
 

「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに 

五感を使って「やってみたい」を  

日 時：3月 24日（日）、4月 28日（日） 
10：00～15：00            

場 所：千鳥ヶ池公園憩いの丘 

対象者：幼児から大人まで                        

※未就学児は保護者と一緒に来てください。 
 
◆―子育て子育ちを考えるフォーラム― 
 北欧に学ぶ～幸せの子育て～ 
（子どもファースト koga 主催） 

 ★NPO 法人古賀新宮子ども劇場も参画しています 

申込不要 参加費：無料 
 ゲストが語る「私の子ども時代」 
 北欧の国で育ったゲストを招き、子ども時代を 
語っていただきます。話題を共有しながら学び
合いませんか?!ゲストスピーカーとしてストック 
ホルムとコペンハーゲン出身のお二人と講師の 

長阿彌
ち ょ う あ み

 幹生
み き お

氏をお呼びしています。 

日 時：3月 2日（土）10:00～12:30 
 場 所：サンコスモ古賀 201・202 
 問合せ：090-7456-3510（中山） 
 
※託児有：1才～未就学児 1人 300円 
（要予約 定員になり次第締め切ります) 
託児問合せ・申込先：080-1712-4747（小口） 

NPO 法人古賀市文化協会 
TEL:944-2778 

●第 29 回古賀市童謡まつり♬ 

 観覧：無料 
童謡は、美しい日本語でふるさとへの想いや 

子どもの成長を願い、多世代が一緒に歌うこ 

とができるものです♪ 

日 時：3月 3日（日）10:00開演(9:30開場) 

会 場：リーパスプラザこが中央公民館 大ホール 

今回は｢まつり部門｣30団体、｢独唱コンクール 

部門｣19名の参加です！ 

心に響く素晴らしい歌声や演奏を 

どうぞご鑑賞ください。 

●♪サロンコンサート    観覧：無料 

～春光うらら～ 
 日 時：3月 16日（土）13:30～15:00 

会 場：リーパスプラザこが交流館 フォーラム 

出演団体：女声コーラスコールウィング 

日本民謡大久保会 

 ※ 抽選で粗品進呈 

傾聴ボランティア「ひだまり」 
TEL:080-6456-7825（比護） 

■勉強会 

傾聴についての技法を しながら 

深めていきます。 

日  時：3月 9日(土)､4月 13日(土)  

場 所: リーパスプラザこが交流館 301 
参加費：年会費 2000円・1回参加 500円 

 

写団こが 
TEL: 943-6286（井上） 

●第 11 回 写団こが 写真展 観覧：無料 

日  時：3月 15日（金）～21日(木) 

    10:00～17:00 

場 所： 歴史資料館  

内 容：平成 30年度活動を総括して計 70点 

の作品を展示 

 ※ 休館日､最終日 は 16:00終了 

古賀地域猫の会 
TEL:942-7232（保護猫CaféMOCA） 

◆飼い主のいない猫に関する相談会 

 日 時：3月 16日（土）・4月 20日（土） 

     12：00～14：00 

 場 所：保護猫 Café ＭＯＣＡ 

（古賀市日吉 3-29-7） 

 内 容：            要予約 参加費：無料 

① 飼い主 猫の捕獲･手術 病院   

②古賀市地域猫活動団体補助金(ﾒｽ:10,000円､ 

ｵｽ:5000円)についての説明 

② チラシ・パンフレットなども揃えています

ので、お気軽にお越しください。 



 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

                            

  
 

                            

古賀アートフレンズ２５ 
TEL:943-3038（安藤） 

▲MOA 美術館 古賀市児童作品展・移動展 

◎西鉄バス賞・愛和病院賞 

日 時：3月 1日（金）～25日（月） 

◎ZIPANG こが賞・コスモス広場賞 

日 時：4月 1日（月）～26日（金） 

 上記いずれも 

【  ( 405-0119)】   

 

たけのこ文庫 
TEL:943-7541（草野） 

●たけのこ文庫 おたんじょう会 
参加費：無料 

日  時：4月 27日（土）16:00～17:00  

場 所：病院区集会所 

内 容：絵、おはなし、パネルシアターほか。 

     小さなプレゼントもあります。 

どなたでもお越しください！ 

古賀市登山協会 

TEL:944-1825 (NPO 法人古賀市体育協会) 

▲野草を食べる会・西山登山 
日  時：3月 17日（日）8:40～15:00 

：古賀グリーンパーク駐車場 

内 容：野草を食べる会終了後、希望者は西山

登山（645ｍ） 

▲市民登山大会 
日  時: 4月 21日（日）8:40～15:00 

：古賀グリーンパーク駐車場 

内 容：西山登山（645ｍ） 

下山後、山小屋にて総会開催 

   

参加費：個人 400円 家族 600円 

持参物：弁当、飲み物、長袖、長ズボン 

登山靴 

 

古賀すたいる 
TEL:090-6663-0836（戸田） 

◆わくわくサロンの『さくら Festival』 

ビューティ・癒し・占いなどのお店を集めた

1日限りの商店街がオープンします！絵本や

おもちゃもあるのでお子様連れもどうぞ！  

日 時：3月 23 日（土）10:30～15:00 

場 所：わくわくサロン 

（古賀市天神 1 丁目 3-12）入場：無料 

 

 

の付く日は、～つながりひろば♥ちょボラの日～ 

★３月の切手きりボランティア★ 
 3/7(木 )・3/27(水 ) 
９時～１７時に、お気軽につながりひろばへお越しください♪ 

ぐりんぐりん古賀(古賀市環境市民会議) 
TEL:942-1127（環境課） 

▼ぐりんぐりんフェスタ 

講演会やパネル展示の見学などで 

あなたの｢エコ｣について振り返ってみませんか？ 

親子で楽しめるイベント盛りだくさんです！ 

★クイズラリー 

★葉っぱのスタンプつくり 

★おもちゃの「かえっこ」 など。。。 

日 時：  

    （最終日のみ 15:00まで） 

 場 所：リーパスプラザこが 

     （歴史資料館・交流館） 

 参加費：無料  

 

■「第九」演奏会の合唱団員募集開始は、 

 4 月末を予定しています！ 

 ：リーパスプラザこが交流館

対象者：一般市民、男女問わず、小中高 

生もお待ちしています！ 

今年の「第九」演奏会は 

12月 14日(土)14時開演です！ 

ベートーベン「第九」を市民オーケストラ 

とのコラボにて元気に合唱しましょう。 

古賀市「第九」実行委員会 
TEL:090-7163-3620（酒井） 

古賀市フォークダンス協会 
TEL: 944-1825（NPO 法人古賀市体育協会） 

 ●楽しく踊ろう フォークダンス地域交流会  

気軽にフォークダンスを踊りましょう！ 

 どなたでも参加できます。 

日 時：4月 21 日（日）10:00～12:00 

 場 所：リーパスプラザこが交流館 2 階多目的ホール 

持参物：上靴             参加費：無料 

 



つながりひろば（古賀市市民活動支援センター） 
場 所： 古賀市中央二丁目１３-１ 

リーパスプラザこが中央公民館 1 階 

利用時間： 午前９時から午後５時まで 

休 日： 毎週日・月曜日、祝日、年末年始 

（12 月 28 日〜1 月 4 日）※月曜日が祝日の場合 

        は月曜日を開所し、翌平日は休み 

T E L ： 092-942-1352 

F A X： 092-942-1353 

E-メール：tsunagari@city.koga.fukuoka.jp 

    ※４月以降、アドレスは変更となります。 

詳細はおって、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象分野 助成金 募集期間 

福祉 社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団「わかば基金」 ～3/29 

環境 
公益信託タカラ・ハーモニストファンド事務局 

「タカラ・ハーモニストファンド助成事業」 
～3/31 

環境・子ども 
公益社団法人国土緑化推進機構 

緑の募金助成「子どもたちの未来の森づくり事業」 
～3/31 

※つながりひろばの facebook  でも随時紹介しています。 

助成金情報・・・詳細は、各情報のホームページをご覧ください。つながりひろばでも、ご相談を受けつけています。 

わ・わ・わ通信は、つながりひろば、古賀市役所コミュニティ推進課、古賀市立図書館、隣保館「ひだまり館」、しし

ぶ児童センター、サンコスモ古賀、いきいきセンターゆい、千鳥苑、古賀市観光案内所(JR 古賀駅内)、エコロの森（再

生・展示棟）に設置しています。ご自由にお取りください。 

・・・・・・・・古賀市市民活動登録団体向けのページです・・・・・・・・ 

みなさまの活動を応援しています！ 

杖を突いて歩く私は、フードコートやセル

フの飲食店が苦手だ。食事を運べないので店

員さんの手を借りなければならない。「すみま

せん」よりも、店員さんから「テーブルまで

お持ちしますね」と言ってもらえた時は嬉し

くなる。🔴社会的課題に直面して「このまま

じゃいかん、なんとかせなね」と活動されて

いる団体の皆さん。🔴「気づき」を行動へと

変えていく…つながる心は温かい。（中野） 

(影木) 


