
 古賀市記者懇談会（６月）   
平成２９年６月２８日（水）１３時３０分～ 

古賀市役所Ａ応接室  

 

朝日新聞社、共同通信社、時事通信社、西日本新聞社、毎日新聞社、読売新聞社（５０音順） 

 

①楽しい電波教室！親子でラジオを作ろう【P1】 
【古賀市役所】（問い合わせは文化課  原田、福間＝092－942－2561） 
ラジオや電気・電波への興味を深めてみませんか？県電波適正利用推進員協議会の協力

のもとラジオを製作することで普段は目に見えない電波を感じることが出来ます。家族で

モノづくりを体験してみませんか？ 
 
②古賀市に新たなウォーキングコース誕生！！歩いてん道とは一味違う！？【P2】 
【古賀市役所】（問い合わせは生涯学習推進課  荒川、村山＝092－942－1347） 

市民の健康づくりのため、市内には「歩いてん道」という道が 9 つあります。今回、

その「歩いてん道」に通じるウォーキングコースを 8 つ作成し、マップを作成しまし

た。古賀市の新たなウォーキングコースを活用してみませんか？ 
 このマップは市民活動団体「歩いてんＤｏ好会」が実際に各コースを何度も歩き、

写真撮影をして編集しました。この街を好きになって欲しいとの思いがこもったマッ

プです。 
 

③古賀を歩こう～歩いてん道ウォーク in ハマボウまつり～。【P3】 
【古賀市役所】（問い合わせは生涯学習推進課  荒川、村山＝092－942－1347） 

市民にウォーキングを楽しんでもらうため、市は校区コミュニティと連携し、ウォ

ーキング事業を行っています。今回、花鶴が浜公園で開催される「第 9 回ハマボウま

つり」の日にウォーキングイベントを開催します。海岸の景観や黄色い可憐な花「ハ

マボウ」が群生する道は潮風が心地よく、こころ癒されるひと時になること間違いな

しです。 
 
④古賀駅前の商店街の空き店舗を舞台に、第３回「夏祭り inわくわくサロン」を開催！【P4】 
【古賀市役所】（問い合わせは古賀すたいる  大神＝090－5476－0646） 

古賀駅前の商店街の空き店舗を舞台に第 3 回「夏祭り in わくわくサロン」を開催し

ます。14 店舗が出店予定で、ママを癒すための「美容・占い・リラクゼーション」を

テーマにしたブースや、子ども向けワークショップ、雑貨店を集めて１日限りの「小

さな商店街」を開店します。クラウドファンディングによるエアコン整備も 6 月に完

了しました。 
 
⑤スウェーデン領事館で、女性管理職交流会を開催！【P5】 
【古賀市役所】（問い合わせはコミュニティ推進課  魚谷、橋口＝092－942－1260） 

古賀市では、女性の活躍を更に充実させるため、女性活躍推進交流会を開催します。

株式会社西部技研の隈社長に、同社内のスウェーデン領事館で講話をしてもらい、コ

ーディネーターとして県男女共同参画センターあすばるのセンター長松田美幸さんも

参加します。女性の管理職交流会を通して、女性が今よりも活躍できる環境づくりを

推進します。 
 
 
 

 



 
 
◎お知らせ 
①図書館で学ぶがんシリーズ  
「肺がん診療の現状－わかりやすい最新の治療法－」【P6】 
【古賀市役所】（問い合わせは文化課  篠﨑＝092－942－2561） 
 日時：7 月 30 日（日）10 時 30 分～12 時 30 分 
 場所：リーパスプラザこが歴史資料館中会議室 
 定員：60 名 
 参加費：無料 

 内容：福岡東医療センターの岡林 寛
かん

先生に肺がん診療の現状をわかりやすく解説

してもらいます。 

 

 ■問い合わせ先 

古賀市役所経営企画課 北村、吉田＝092-942-1346 ✉pr-koho@city.koga.fukuoka.jp 
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楽しい電波教室！親子でラジオを作ろう 

 
 
 
 

 

■実施日時・場所または事業名など 
「楽しい電波教室 親子でラジオを作ろう」 
日時：平成 29 年 8 月 19 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分  
場所：歴史資料館中会議室 

  対象：市内在住の小学 1 年生～6 年生とその保護者 30 組 
     保護者 1 名と子ども 1 名で 1 組  先着順 参加無料 
     7 月 11 日（火）10 時～  電話または図書館カウンターで、受け付けます。 
 
■目的など 
ラジオを製作することで、普段は目にみえない電波を感じることができます。 
既成品が多い現在、家族で、ものづくりを体験してみませんか？ 

 
■実施内容 
福岡県電波適正協議会の推進員の皆さんの指導で、ラジオの製作キットを使って、 

ラジオ製作を行います。その後、参加者自身が製作したラジオを使って、実際にラ

ジオの電波を受信します。 
 
■主催など 
主催：古賀市立図書館 
協力：福岡県電波適正推進員協議会 

 
 

 
 
 

 古賀市立図書館では、福岡県電波適正利用推進員協議会の推進員さんの協力で、「楽

しい電波教室 親子でラジオを作ろう」を開催します。図書館で、子どもたちが、ラジ

オ作りを体験したり、関連する本の紹介を通してラジオや電気・電波への興味を深めて

ほしいです。 
 

【問い合わせ先】 

  古賀市役所  

文化課 図書館係   

担当：原田・福間  電話 092‐942‐2561 
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新たなウォーキングコース誕生！歩いてん道とは一味違う！？ 

 
 
 
院は 
  

 

 

 

 

 

 

■マップの内容 

・古賀の素晴らしい景観、歴史や文化財、健康づくりとウォーキング情報などを      

まとめたウォーキングマップです。 

・製作部数： 1,000 部   
・製作費： 165,420 円 
・配布場所：生涯学習推進課 

・配布方法：ウォーキング事業参加者、その他希望者 

・製作にあたっての工夫したこと 

  ・道の勾配や安全面で注意を要する場所を明記しコース案内をしました。 

  ・ウォーキングを始めるきっかけや初級者向けに情報の提供内容を工夫しました。 

 ・地域主体のウォーキング事業の動機付けになるように、小学校区に 1 コース設定

を行いました。 

・歩いてん道との違い 

 ・「歩いてん道」には看板や表示ブロックがありますが、ウォーキングコースはこ

れら表示はありませんがマップ片手に歩く楽しみがあります。 

 

■歩いてん Do好会について 

・発足年：平成 26 年 
 ・人数：13 人 
 ・結成理由など 

  「健康づくり講座」を受講した有志数名が第 1 回市民ウォーキング(平成 21 年度)

の運営に関わりました。この活動をきっかけにスタートした市民ボランティアです。

その後も市主催のウォーキング関連事業に関わり、仲間づくりを重ねグループ気運が

高まった平成 26 年、新たな活動を目指し市民活動団体登録を図り現在に至っていま

す。 

本市は市民の健康づくり環境整備のひとつとして「歩いてん道」という道を９つ

設置しています。今回、「歩いてん道」に通じる道を含む８つのウォーキングコース

が誕生し、案内するマップを作成しました。 
本市には、海・山・川の自然、四季折々の変化を楽しむことができる場所、歴史

を知ることができる貴重な文化財、特徴的な公園など自慢できるものがいくつもあ

りますが、これらを道でつなぎ、歩いて古賀の良さを再発見できるウォーキングコ

ースになっています。マップには、健康づくりに関する情報も掲載しています。 

「古賀を歩こうウォーキングマップ」は市民活動団体「歩いてん Do好会」が実際

に各コースを何度も歩き、写真撮影などを行い編集しました。本市をアピールでき

る安全な道を多くの方に歩いていただき素敵な本市を知って欲しい、この街を好き

になって欲しいの思いがこもったマップです。  

【問い合わせ先】 

 古賀市教育委員会 生涯学習推進課  スポーツ振興係 

 担当：荒川、村山     電話 092‐942‐1347 
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古賀を歩こう～歩いてん道ウォーク in ハマボウまつり～ 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

■実施日時・場所 
 日時：平成 29 年 7 月 15 日（土）   ＊雨天順延：7 月 16 日(日) 
 受付時間：8 時 20 分 
 開会時間：8 時 30 分 
 受付・スタート会場：古賀市立古賀西小学校 
 ゴール会場：花鶴が浜公園  
 
■アピールポイント 
 ①海岸の景観      ②夏を満喫できるハマボウ 
 ③「ハマボウまつり」     
 
■内容 

   古賀西小学校をスタートし「歩いてん道・浜辺コース」から「ハマボウ」が咲き誇

る花鶴川河口、そして、水再生センター側から海を眺め、旧宮地岳線遊歩道を歩く約

5ｋｍコースです。 
・白砂青松の美しい景観と潮風、夏の日差しを楽しむウォークです。 
・「ハマボウ」の自然木の発見場所で「ハマボウ」ガイドを行います。 

  ・しこふむプロジェクト協賛事業です。 
 ◆参加申込   当日受付会場で行います 
◆参加費    無料 

  

 

多くの市民にウォーキングを楽しんでもらうため、生涯学習推進課では校区コミ

ュニティと連携し、ウォーキング事業を行っています。 

本市は「歩いてん道」が９つあります。今回は、市自慢の海岸線「浜辺コース」

一部と旧宮地岳線遊歩道を歩きます。海を３箇所から眺めますが、景色が変わり、

海の大きさや色が違って見えます。 

また、黄色い可憐な花「ハマボウ」が群生する道は潮風が心地よく、こころ癒さ

れるひと時になると思います。 

 ゴール会場「花鶴が浜公園」では「第９回ハマボウまつり」（古賀西コミュニティ

協議会主催）開催中で、ウォーキング後はアトラクションや物品販売、スケッチ大

会などを楽しめます。 

今回は、「しこふむプロジェクト」の協力により、古賀の特産品を参加者全員にプ

レゼントします。 

【問い合わせ先】 
 古賀市教育委員会   
生涯学習推進課  スポーツ振興係 

 担当：荒川、村山  電話 092‐942‐1347 



雨天順延：７月１６日 （日） 

【問い合わせ先】 古賀市教育委員会 生涯学習推進課   

             TEL／942-1347  FAX／942-136１ 

開催日 

参加費 

主催 ／ 古賀市・古賀市教育委員会       

古賀市自慢の白砂青松の美しい海岸と薄い黄色の可憐な花「ハマボウ」を楽しみながら歩きます。 

受付／8時20分  開会／8時30分 

平成29年７月１５ 日  (土) 

受付会場 

ゴール会場 

距  離 

持ち物 

申し込み方法 

協力 ／  古賀西校区コミュ二ティ運営協議会、しこふむプロジェクト、 

     歩いてんDo好会 

完歩賞  ゴール会場では 

 第9回ハマボウまつり    

開催中！  「しこふむプロジェクト」とは 

新宮町（し）、古賀市（こ）、福津市（ふ）、宗像市（む） 
、県で構成する「しこふむプロジェクト」は、ウォー 
キングなどを通して各市町の魅力をＰＲする取り 
組みを実施しています。 

 【問い合わせ先】 

    永延 090－9573－5087 

古賀市立古賀西小学校  (駐車場はグラウンドを利用ください) 

花鶴が浜公園  (古賀西小学校まで徒歩約5分) 

約５ｋｍ 

帽子、飲み物、タオルなど 

当日、受付会場でお申込ください 

すてきなプレゼントがあります 

無料 

 【主催】 

    古賀西校区コミュニティ運営協議会 

「しこふむ 

プロジェクト」

と共同開催 

 アトラクション(アンビシャス太鼓、フラ

ダンスなど)や地元農産品、食べ物・

飲み物販売の出店、写生大会などが

あります。子どもから大人までお楽しみ

いただけるイベントです。ウォーキング

の後は、ごゆっくりお楽しみください。 
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■事業の概要 

名称 夏祭り in わくわくサロン 
日時 平成 29 年 7 月 22 日(土)15:00～20:00   ※雨天決行 ※入場無料 
場所 わくわくサロン（旧・結城呉服店（古賀市天神 1-3-12）） 
主催 古賀すたいる （代表：戸田祐子） 
後援 古賀市            助成 公益財団法人キリン福祉財団 

    

会場は、かつて呉服店として活躍し古賀の市民にもなじみのあった場所。畳のあるスペ

ースを活かして、この空き店舗にママを癒すための「美容・占い・リラクゼーション」を

テーマにしたブース（14 店舗予定）を中心に、子ども向けワークショップや、可愛い雑貨

のお店を集めて 1 日限りの「小さな商店街」わくわくサロンを開店します。 
 
「古賀すたいる」では、取材先・読者との交流会として、これまで年間に 3 回ほどの子

育て世代向け（その中でも特にママと子ども）を対象とした、子育て世代ならではの居場

所づくりのイベントを開催しております。2015 年 7 月以来、通算で 7 回目となり、「夏祭

り」としては 3 回目となります。 
来場者・出展者・運営者とも子育て世代が中心となっており、子育て中の手作り作品の

クリエイターさんの作品を見て楽しんだり、子育て中の方が企画するワークショップに参

加したりしながら、楽しく過ごしています。 
2016 年 12 月～2017 年 1 月に実施したクラウドファンディングによるエアコン整備も

2017 年 6 月に完了し、環境も大きく改善してのイベント開催となります。 
 

 報道機関の皆様も、空き店舗から始まる古賀市における地域活性化のご支援と、古賀界

隈における子育て中の親世代やその子どもたちにこの空間を楽しんでいただけるよう、事

前の告知や当日のご取材などでご協力いただけましたら幸いです。 
  

古賀駅前の商店街の空き店舗を舞台に、子育て中のママが中心となって、一夜限りの商店街

がうまれます。 
子育て中のママに楽しんでもらえるようなお店さんたちがたくさん。なにより、出店するお

店さんたちや、運営スタッフにも子育て中のママが多くを占めて、ママと子どもたちのために

企画をしています。 
学校の夏休みに子連れでも楽しめるように、子ども向けワークショップもあります。小中学

生の夏休みの始まりの日に、ゆっくり子連れで過ごし、親子で楽しめるイベントはいかが？ 

【問い合わせ先】古賀すたいる  

http://www.koga-style.com/   kogastyle26@gmail.com  
電話 090-6663-0836 (戸田) 090-5476-0646 (大神) 

親子で楽しむ第３回「夏祭り in わくわくサロン」を開催します！ 

 

夏の夜空の下で 古賀駅前の商店街の空き店舗を舞台に 
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  ※当日はイベントに先立ち、13:00 よりエアコンが整備されたことをご支援者や 
関係者に報告する「お披露目会」を開催します（1 時間弱予定）。 

 
=============================================== 

式次第（案） 

(1) 主催者挨拶/開会宣言 「古賀すたいる」代表 戸田祐子 

(2) 来賓からのあいさつ 

    中村隆象古賀市長 ほか （直接・間接に支援をいただいた方に） 

(3) クラウドファンディングの経過報告 

(4) 感謝状の授与 

クラウドファンディング支援者さん 

エアコン施工事業者さん 

(5) 除幕式  

   「古賀すたいる」のメンバーの子ども＋来賓で除幕式  

=============================================== 

※現在のイベントチラシ案         ※7 月 22 日 15 時～20 時の会場イメージ 
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スウェーデン領事館で、女性管理職交流会を開催！ 

 
 
 
 

 

 

 
■開催日時・場所 

  日時：平成 29 年 7 月 25 日（火）15 時～17 時 
場所：株式会社西部技研（スウェーデン領事館） 

 内容：①講話「女性活躍推進に向けた（株）西部技研の取組について」 
講師：（株）西部技研 取締役社長 隈扶三郎 氏 

②交流会 
テーマ「ライフイベントと女性の活躍推進について－女性の管理職を増やすには－」 

     コーディネーター 福岡県男女共同参画センターあすばる  
              センター長 松田美幸 氏 
 ■企業の取組 
 （株）西部技研  

創業：1965 年 従業員数 270 名（パート含） 女性管理職数 40 名中 2 名 
  2008 年から女性キャリアアップ研修や、女性の部下がいる管理職の研修を実施し

長時間労働の解消の取組も推進している。現在は結婚や出産を理由にやめる女性 
がなくなり、定着率があがった。女性 2 名は管理職となる。新卒採用の半分は女性

である。 
  2010 年 平成 22 年度福岡県男女共同参画表彰」（福岡県）企業賞受賞 
   2015 年 経済産業省「ダイバーシティ経営企業 100 選」に選定 

  内閣府「女性が輝く先進企業」内閣府特命担当大臣（男女共同参画）表彰 
 ■その他 

 【参加事業所】現時点（平成 29 年 6 月 26 日）での参加者 
  ㈱西部技研  ㈱西日本シティ銀行古賀支店  ㈱正興電機製作所 

遠賀信用金庫古賀支店  社会福祉法人豊資会  児島ダンボール㈱福岡工場 
㈱カイセイ  力丸運輸㈱  ㈱西昆  ㈱如水庵  古賀市役所 

■主催  
古賀市  

 

古賀市では、女性の活躍を更に充実させるため、女性活躍推進交流会を開催します。 
今回は、株式会社西部技研内にあるスウェーデン領事館で、女性活躍を推進しておられ

る 
隈社長に講話してもらいます。また、福岡県男女共同参画センターあすばるのセンター

長松田美幸さんもコーディネーターとして参加。この女性管理職の交流会を通して、女

性が今よりも活躍できる環境づくりを推進していきます。 

【問い合わせ先】 
  古賀市役所 コミュニティ推進課  男女共同参画係   

担当：魚谷、橋口  ＴＥＬ092－942-1260 
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図書館で学ぶがんシリーズ 

「肺がん診療の現状―わかりやすい最新の治療法―」 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

■実施日時・場所など。 

 事業名：図書館で学ぶがんシリーズ 
「肺がん診療の現状－わかりやすい最新の治療法－」  

 日 時：7 月 30 日（日）10 時 30 分～12 時 30 分 
 場 所：リーパスプラザこが 歴史資料館 中会議室 
 定 員：60 名 
 参加費：無料 
  

■目的 

がんは日本人の二人に一人が一生涯に一度罹患するといわれ、死因第一位の身近

な病気です。病気に関する正しい知識や治療法に関する情報は、罹患の際の治療法

の決定やより良い療養生活を送るために欠かせないものとなります。 

 市立図書館の地域の情報拠点として市民の暮らしに役立つという活動方針に則り、

がんに関する情報を広く市民のみなさんに伝えることを目的として、国立病院機構

福岡東医療センターとの共催により講座を開催いたします。 

 

 

■実施内容 

  ・講演 10 時 30 分～11 時 20 分 
  ・がん相談支援センターの紹介 11 時 20 分～11 時 30 分 

・出張がん相談(個別・事前予約必要) 11 時 30 分～12 時 30 分 
 

 

■主催 

  共催：国立病院機構福岡東医療センター、古賀市立図書館 

 

 

肺がんは日本人癌死１位の嫌な病気ですが、絶望しなくてもよい時代になってきま

した。胸腔鏡による手術、癌遺伝子による分子標的治療、特殊な放射線治療など肺が

ん診療の現状を福岡東医療センターの岡林先生に、わかりやすく解説してもらいま

す。また、がん拠点病院である「がん相談支援センター」についての案内もしてもら

います。 

その他に、がん相談支援センター内で実施している個別がん相談の出張版も行いま

す。 

【問い合わせ先】 

  古賀市役所 文化課図書館係   

担当：篠﨑 悦子  電話 092－942-2561 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図書館で学ぶがんシリーズ 

肺がん診療の現状 
―わかりやすい最新の治療法― 

■定 員 60 名 
 
■参加費 無料 
 
※受付開始は平成 29 年 7 月 5 日(水)10:00～、 

カウンターまたは電話でお申し込みください。 
 
※出張がん相談は事前予約制です。（先着６名） 

 講座申込み時に、併せてお申込みください。 

平成２９年７月３０日（日）10:30～ 

場所；リーパスプラザこが 歴史資料館 中会議室 

 

【共催】 国立病院機構福岡東医療センター、古賀市立図書館 

【問合せ・申込先】 古賀市立図書館 電話 092－942-2561 

 

講師 岡 林
おかばやし

 寛
かん

 先生    

【略歴】 
昭和 59 年 3 月 産業医科大学医学部卒業 
平成 13 年 10 月 国立療養所福岡東病院呼吸器外科部長 
平成 23 年 4 月 臨床腫瘍センター長 
平成 29 年 4 月 統括診療部長 

救命救急センター長(兼任) 
がん診療連携部長(兼任)  

●講演 10:30～11:20 

●がん相談支援センターの紹介 11:20～11:30 

●出張がん相談（個別） 11:30～12:30 

肺がんは日本人癌死１位の嫌な病気ですが、絶望しなくても 

よい時代になってきました。 

今回の講座では、胸腔鏡による手術、がん遺伝子による分子 

標的療法、特殊な放射線治療などをわかりやすく解説します。 

 また、東医療センターに設置されている「がん相談支援センター」

についても案内させていただきます。 
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