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～小さなセンターで大きなまちづくりネットワーク～ 

つながりひろば 
（古賀市市民活動支援センター） 

♪ 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）と名付けました。 

 

２０１6年 10月発行 
 

 ９月１４日（水）、 

市内中学生職場体験学習 

「ドリームステージ」で 

古賀中学校２年生５名が 

一日体験をしました。 

当日は、「つながりひろばの看板作成」と 

「市民活動団体冊子の綴じ合わせ」を体験。 

５人からは“カッターを使っての作業はと

ても難しく、作業はゆっくりと丁寧にするこ

とが大事だ”との感想等が聞かれ、丁寧な 

お礼状をいただきました。 

つながりひろば登録団体も多数参加！ 
NPO 法人古賀新宮子ども劇場（子ども遊市や焼きそば等販売） 

お母さんのレッツ！(手芸体験) 

ガールスカウト福岡県第３１団（本で寄付するプロジェクト等） 

古賀海洋少年団（丸天うどん販売） 

古賀子どもの本の交流会（百物語の部屋） 

古賀市市民劇団 DAICOON（ステージ発表） 

古賀市少年の船の会（脱出ゲーム） 

古賀市文化のまちづくりの会（こがっち検定） 

布おもちゃ「とまと」（布おもちゃで遊ぼう） 

ほたるの会（お手玉づくり） 

ステージ発表・食バザー・ものづくり体験など 

お友達・ご家族でぜひお楽しみください♪ 

出来上がった大きな看板は 

外からよく見えます。 

この看板を目印に 

お越しください！ 

 

 

 

『縫って、切って、ちょこっとボランティア』 

～ぞうきん縫いや、封筒の使用済み切手を切ろう～ 

http://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
http://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古賀市登山協会 
     Tel 944-1825 NPO法人古賀市体育協会           

▲若杉山登山 

  日  時：11月 20日（日）8：40～15：30 

 集合場所：古賀グリーンパーク駐車場 

 内 容：若杉楽園～大和の森 

～若杉山 681ｍ～米の山（往復） 

 参加費：個人 400円 家族 600円 

 持参品：弁当、飲み物、タオル等 

▲忘年登山（西山） 

  日  時: 12月 18日（日）8：40～15：30 

 集合場所：古賀グリーンパーク駐車場 

 内 容：山小屋～本谷～薦野峠 

～西山 645m～山小屋 

 参加費：個人 400円 家族 600円 

 持参品：弁当、飲み物、タオル等 

 わんにゃんフレンズ古賀は、古賀地域猫の会、古賀市環境課と連携協働し市

内の猫問題解決のために日々活動しています。 

 野良猫にエサやりをしている市民や飼い猫を外に出している市民に対し、猫

に必ず『不妊手術』をするよう啓発し手術実施のお手伝いをしています。また、

古賀市各地区で猫問題解決の最適手段となる『地域猫活動』を推進しています。 

 古賀市内で活動中に保護した猫は日吉２丁目の『保護猫カフェ MOCA（モ

カ）』で常時里親募集をしており面会できます。古賀市民のみなさん、猫の里親

になってみませんか？お住まいの地区で猫問題を解決したいと思っている方の

活動参加も募集しています。 

 
 

 

                            

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 

 日 時：11月 20日（日）・12 月 25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   

♪「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」を実現しよう 

  ※未就学児は保護者と一緒に来てください。 

   登録団体 11月・12月の活動情報       

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 
◎古賀アートフレンズ２５賞 

日 時：11月 1日（火）～12月 20日（火） 

 場  所：古賀市役所第２庁舎 4F教育委員会前  

◎古賀市社会福祉協議会賞・西鉄バス宗像賞 

日 時：11月 1日（火）～11月 30日（水） 

場 所：千鳥苑 ロビー 

◎美原園賞 

 日 時：11月 1日（火）～11月 30日（水） 

場 所：びはらホームこすもす館ギャラリー 

◎西鉄バス宗像賞 

 日 時：12月 5日（月）～12月 23日（金） 

 場 所：びはらホームこすもす館ギャラリー 

◎青柳郵便局賞 

 日 時：①11 月 14日（月）～11月 25日（金） 

     ②11月 28日（月）～12月 9日（金） 

 場 所：青柳郵便局 

◎特別賞・審査委員賞 

 日 時：11月 1日（火）～11月 30日（水） 

 場 所：JR古賀駅美術館 
わんにゃんフレンズ古賀 

 

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

●大根川一斉清掃       参加費：無料 

 日 時：11月 5日（土）9：30～11：00 

 場  所：清滝～大根川河口（花鶴海岸） 

 内 容： 年に２回河川の一斉清掃を行います 

 問合せ先：Tel 090-9472-4891阿部 

（大根川クリーンネット事務局） 

●まつり古賀出展 

 日 時：11月 20日（日）9：00～15：00 

 場 所：古賀市役所駐車場 

 内 容：活動紹介などを行います 

 

団体さん♪ 
こんにちは 

※「団体さん♪こんにちは」の記事を募集します。ご希望の登録団体は、つながりひろばまで！ 



歩きながら・・・ 

古賀を知ろうクイズ！～健康・感動・深発見～ 

★チャレンジカードに答えを記入してゴールで 

提出しましょう。素敵な景品があたりますよ！ 

（先着４００人） 

ゴールすると・・・ 

★測定（骨密度・からだ年齢） 

★古賀を知ろうクイズ抽選会 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

古賀市史跡案内ボランティア 
               Tel 943-3573（西野） 
▼ゆい歴史講座 

 日 時：11月 16日（水）・12月 21日（水） 
     10：00～15：00 

 場 所：いきいきセンターゆい及び市内 
 内 容：11/16「講話と興山園」 

     12/21「講話と歩いてん道コース散策」 
▼古賀を歩こう！秋の路 

日 時：11月 23日（水・祝） 
内 容：コース内での史跡案内 

 

NPO 法人古賀市文化協会 
       申込・問合せ先 Tel 944-2778 

●サロンコンサートバスツアー 

 鬼王荘で「ちょっと贅沢サロンコンサート」 

  日 時：11月 12日（土）9:45～15：00 

集 合：リーパスプラザこが交流館 1階フォーラム 

10時出発 

参加費：1500円（昼食代含む） 

内 容：【バスで移動】交流館⇒九本柿庵⇒ 

船原古墳⇒小山田斎宮⇒十三仏板碑 

⇒鬼王荘⇒交流館 

♪演奏：おかはちとウクレレで歌おう 

 定 員：35名（先着順） 

申込締切：11月 1日（火）  

 

●ランチタイムコンサート   参加費：無料 

 日 時：11 月 17 日（木）・11 月 24 日（木） 

     12月 15日（木）12：30～13：00 

場 所：リーパスプラザこが交流館 1階フォーラム 

 出演団体：11/17「井口バンド」 

     11/24「古賀マンドリンクラブ」 

     12/15「ミュージカルオペラ k・i」 

 

●サロンコンサート 

♪「ジングルベルを聴きながら」参加費：無料 

  日 時：12月 17日（土）13：30～15：00 

  場 所：リーパスプラザこが交流館 1階フォーラム 

① ユカリクラシックバレエ 

② ゴスペル「オールフルーツ」 

  

 

〈お問い合わせ〉 

福岡県リハビリテーションセンター 

担当：訓練課 城戸 
 

〒８１１－３１１３ 

古賀市千鳥３－１－１ 

TEL：０９２－９４４－１０４１ 

FAX：０９２－９４４－００５１ 

福岡県障害者リハビリテーションセンターでは、9月より入所者さんのニーズ

に応え、退所後の実生活を視野に、楽しみながら訓練する新プログラムを導入さ

れています。 

それに伴い、入所者さんと一緒にヨガ、軽スポーツ、写真、園芸、音楽などの

活動を通し、楽しく時間を過ごしてもらえるボランティアを募集されています。 

経験は問いません。迷われている方、興味のある方は県リハビリテーションセ

ンターまでご連絡ください。 

古賀市歩いてん Do好会 
Tel 942-1347 古賀市生涯学習推進課 

▲第 16 回市民ウォーキング  参加費：無料 

古賀を歩こう！秋の路 

  日  時：11月 23日（水・祝） 

受付／8:30 開会／9:00 

スタート／9:15 ～ ゴール／13:00 

ゴールイベント／11:00～13:00 

 集合･スタート・ゴール会場：サンコスモ古賀 

持参品：飲料水、帽子、タオル 

申 込：当日受付（事前申込不） 

 内 容：ロングコース約 15km 

     ミドルコース約 7km  

 

  

ロングコース見どころ 

古賀神社・夕陽風景時計・古賀海岸・ 

ししぶ駅モニュメント・青柳宿・為息庵・川原天満宮 

＊「くまや蒲鉾」で蒲鉾の試食ができます＊ 

ミドルコース見どころ 

一厘貯金の碑・熊野神社・九本柿庵・綿津見神社 

＊「福岡県馬術競技場」で県民体育大会開催中！＊ 

（屋内馬場で馬場馬術の見学ができます） 

 

歩いて健康づくりをしませんか？ 

仲間を募集します！ ブログも見てね→ 

  
 

                            



●会議や打ち合せ、簡単な作業にお部屋を利用できます。登録の皆様は、事前予約可能です。 

●ご持参いただいたポスター・チラシは、リーパスプラザこが、サンコスモ古賀、市役所に掲示します。 

●室内に登録団体用連絡ボックスを設置していますので、ご利用ください。 

●市民活動に関する講座を開催しています。また活動の相談を承っています。 

＜対象＞NPO法人、ボランティア団体の 

役員の方など（要事前申込・先着順） 

＜相談日・時間＞ 

・2016年 10月 21日（金） 

・2016年 11月 18日（金） 

・2016年 12月 16日（金）  

13：00～／14：40～／16：20～ 

＜90分×3枠＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象分野 助成金 募集期間 

文化 日本芸術文化振興会「芸術文化振興基金」 10月下旬～11月上旬 

子ども 

・保健福祉 

ニッセイ財団「児童・少年の健全育成助成」 

及び「生き生きシニア活動顕彰」 
～11／21 

子ども 独）国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」 
10／3～11／29 

(電子申請) 

つながりひろば（古賀市市民活動支援センター） 
場  所 ： リーパスプラザこが中央公民館内 

利用時間 ： 午前９時から午後５時まで 

休 館 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 

        は月曜日を開館し、翌平日を休館 

T E L ： 092-942-1352 

F A X ： 092-942-1353 

E-メール ： tsunagari@city.koga.fukuoka.jp 

※つながりひろばの facebook  でも随時紹介しています。 

秋たけなわの好季節となりました。皆さんそ

れぞれにご多忙な毎日をお過ごしのことと思い

ます。つながりひろばでは、皆さんの活動のお

手伝いとともに、皆さんのことをもっと知るた

めに、活動の場にも伺わせていただきたいと思

っています。 

お知らせや相談があるときだけでなく、何も

ないときでも結構です。どうぞ、お気軽にお立

ち寄りください。        （吉永） 

市民活動団体/人材バンク/つながりサポーターさま向けのページです 

お知らせ・・・つながりひろばをご活用ください♪ 

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、ご相談を受け付けています。 

県ボラでは、専門の相談員が常駐し「助成金に応募

したい」「内部のコミュニケーションや情報共有が上手

くいかない」「チラシをうまく作りたい」…など、事業

や団体運営でお困りごとを無料で相談できます。 

右記日程が合わなくても、いつでも相談に応じて頂

けます。ご予約がオススメです。まずは、ＴＥＬ：

092-631-4411 へ、お電話ください。 

http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/ 

福岡市博多区吉塚本町 13-50 吉塚合同庁舎５階 

＜アクセス＞ 

JR「吉塚」駅西口より徒歩約３分 

西鉄バス「吉塚駅前」バス停より徒歩約３分 

Facebook 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
http://3.bp.blogspot.com/-rW7-Oi4qFH8/UaKfG7OAc-I/AAAAAAAATz0/bJ5bCth7WE8/s1000/button.png
http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/

