
 古賀市記者懇談会（５月）   
平成２９年５月２３日（火）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みんなが主役！男女共同参画フォーラム２０１７開催【P１】 

【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） 

女性の活躍がめざましい現代においても、仕事も家庭も大切にすることがなかなか難し

いとの声がよく聞かれます。そこで、「仕事も家庭も大切にするためのスイッチ切替え術」

をテーマに男女共同参画フォーラムを開催します。講師は、元テレビ東京アナウンサー

の茅原まゆみさんです。ミニコンサートや女性農業生産者による新鮮野菜の販売も致し

ます。 
 

②もしかして、これって更年期？ メノポケアで美しく健康に【P２】 

【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） 

日本人女性の平均寿命が 87 歳と言われていますが、人生最後の 10 年間は寝たきり

や認知症になっていると言われています。 

女性の活躍を進めていくには、健康づくりを同時に進めていくことが重要であり、

今回は更年期（メノポーズ）をテーマに講座を開催します。また骨密度や体組成の測

定やメイクレッスンも行う予定です。 

 

 

③玄望園地区における土地区画整理事業業務代行者が決定しました。【P３】 

【古賀市役所】（問い合わせは商工政策課、村上＝092-942-1176） 

古賀市玄望園土地区画整理準備組合は、株式会社日本エスコンに「土地区画整理事

業業務代行依頼（平成 28 年 12 月 15 日付））」を行っていましたが、両者で 5 月 16 日

に業務代行受託合意書が取り交わされました。 
これにより、古賀市の懸案事項の一つであった玄望園土地区画整理事業が具体的に

進捗する目途が立ったこととなります。 
 

 

④親子 de 壁づくり DIY ワークショップを開催【P４】  

【古賀すたいる】（問い合わせは 古賀すたいる、大神＝090-5476-0646） 

 商店街の空き店舗となっているお店を親子で楽しめる空間にします。壁づくりを手伝

ってくれる親子の皆さんを募集中！これからも親子で過ごしてもらう場所を、親子で作

ってもらえたらいいな！この日は、プロの大工さんやデザイナーさんたちが教えてくれ

ます。 

 

⑤特定健診受診でおトク！「けんしん割」はじまります【P５】 

【古賀すたいる】（問い合わせは 古賀すたいる、大神＝090-5476-0646） 

 古賀市において国民健康保険に加入している人のうち、その健康診断の一つ「特定健

診」の受診率は、福岡県内平均を下回っています。そこで、市内の健康志向の飲食店

などの協力を得ながら、特定健診を受診すると、ちょっとオトクな健康志向の特典が

受けられる仕組み「けんしん割」をはじめます。みんなで誘い合って特定健診を受け

て、「けんしん割」を使い古賀のお店との新しい出会いを楽しんでもらえたら… 
 

 

 



⑥おでかけして、充実したシニアライフを！高齢者外出促進事業がまもなく開始！【P６】  

【古賀市役所】（問い合わせは介護支援課、梅谷＝092-942-1144） 

高齢化が進むなか、自宅に閉じこもりがちな高齢者の方の姿もみかけます。 
 そこで、市主催イベントや市内自治会の行事など、高齢者の方の来場を大歓迎する

イベントを登録し、それらのイベントにたくさん参加すると、ステキな賞品があたる

「おでかけハンドブック」を今年も作成し、高齢者の方の外出を応援します！ 
 

⑦朝どり！こがスイーツコーン」が、ふるさと納税返礼品に登場！【P７】 

【古賀市役所】（問い合わせは農林振興課、清原、松本＝092-942-1120） 

朝どりしたからこその瑞々しさ、甘さ、歯ごたえ、生でも食べられる・・・ 

この品質にこだわりすぎて少量生産の「朝どり！こがスイーツコーン」が、200 セッ

ト限定で古賀市ふるさと納税返礼品に登場します！ 

また、毎年開催されている直売会も 6月に開催します。即完売の人気商品「朝どり！

こがスイーツコーン」を、この機会にぜひご賞味くださいませ！ 

 

◎お知らせ 
①農産物直売所の壁面に巨大野菜出現！古賀東中学校美術部へ感謝状【P８】 

【コスモス広場利用組合】（問い合わせはコスモス広場利用組合 篠﨑＝092-943-1114） 

日時：5 月 30 日（火）17 時~ 
場所：農産物直売所 コスモス広場 
内容：コスモス広場利用組合の組合長より同美術部へ感謝状を授与し、記念品として

八重桜の苗木を贈呈します。 
 
②古賀の農家がんばっています！「農家直売！軽トラ市」開催【P９】  

【農家直売！軽トラ市実行委員会】（問い合わせは農林振興課 進＝092-942-1120） 

日時：7 月 2 日（日）9 時～13 時 （イベント内容により終了時間変更あり） 
場所：古賀市役所駐車場 
内容：米や野菜、果物、花など新鮮で美味しい古賀の農産物や地元の食材を使った農

産加工品を販売します。 
 

 ■問い合わせ先 

古賀市役所経営企画課 北村＝092-942-1346 ✉pr-koho@city.koga.fukuoka.jp 
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みんなが主役！ 男女共同参画フォーラム２０１７開催  

 
 
 
 

 

 

 

 

■実施日時・場所など 

日時 6月 25日（日）10時～12時 

場所 リーパスプラザこが交流館 多目的ホール 

事業名 男女共同参画フォーラム２０１７ 

  ①ミニコンサート②表彰式③講演 

 

■キャッチフレーズ 

「みんなが主役！つながろう、笑顔でいきいきと輝くまち」 

 

■実施内容 

・新鮮農産物販売、ミニコンサート、第 3回古賀市男女共同参画表彰・標語の表彰式 

団体パネル展示 

・講師の夫は、フジテレビのアナウンサー笠井信輔さんです。息子 3人の子育て奮闘

の話や、女性からの立場で仕事も家庭も大切にするためのコツをお話してもらいま

す。 

 

■主催（共催）など 

主催：古賀市男女共同参画フォーラム実行委員会、古賀市、古賀市教育委員会 

 

 

 

 

 

 

女性の活躍がめざましい現代においても、仕事も家庭も大切にすることがなかなか難し

いとの声がよく聞かれます。そこで、「仕事も家庭も大切にするためのスイッチ切替え術」

をテーマに男女共同参画フォーラムを開催します。 
講師は、元テレビ東京アナウンサーで現在総務人事局で活躍しながら息子 3 人のマ

マでもある、仕事に家庭にと大奮闘中の茅原まゆみさんです。 
ミニコンサートや女性農業生産者による新鮮野菜の販売も致します。 

【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  

電話：092-942-1260 
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もしかして、これって更年期？ メノポケアで美しく健康に 

 
 
 
 

 

 

 

 

■実施日時、場所 

日時 6月 10日（土）9時 30分～12時 30分（9時 30分～10時 15分健康測定） 

場所 リーパスプラザこが交流館 多目的ホール 

  

■アピールポイント 

 メノポーズカウンセラーの大野祐美子先生は、メイクアップアーチストでもあり、プ

チメイクレッスンも行う予定です。 

  

■実施内容 

 健康測定 

 メノポーズ（更年期）についての講演＆プチメイクレッスン付き 

 

■主催 

 古賀市   

 

 

 

 

 

 

 

日本人女性の平均寿命が 87 歳と言われていますが、人生最後の 10 年間は寝たきりや

認知症になっているとも言われています。 
今後更に、女性の活躍を進めていくには、健康づくりを同時に進めていくことが重要で

あり、今回は更年期（メノポーズ）をテーマに講座を開催します。また骨密度や体組成の

測定やメイクレッスンも行う予定です。 

【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 

電話：092-942-1260 
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玄望園地区における土地区画整理事業業務代行者が決定しました 

 
 
 
 
 
 
 
 

■実施日時、件名など 

日 時： 5 月 16 日 
 件 名：土地区画整理事業業務代行受託合意書の締結 
 依頼者：古賀市玄望園土地区画整理準備組合（会長：庵原義一） 
 受託者：株式会社日本エスコン（代表取締役：伊藤貴俊） 
     東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 2 番 1 号 
     www.es-conjapan.co.jp 

 

■実施内容 

 概 要：古賀市玄望園土地区画整理準備組合と株式会社日本エスコンが業務代行受

託合意に基づき、「古賀市玄望園土地区画整理組合」の設立認可申請や組

合運営、土地利用の企画立案、設計業務、及び保留地処分などを行う。 
     なお、工事施工は株式会社福田組が担当する。 
 

■玄望園の現況 

 位 置：古賀市筵内字田倉、旦の原、湯釜、辰ヶ元の一部（別紙参照） 

 面 積：約２８．２ha 

現 状：玄望園は柑橘園跡地の大規模未利用地であり、古賀市は玄望園地区地区計

画を平成 21年 3月 18日に指定し、土地利用が進展することを期待してい

た。一方、玄望園土地区画整理準備組合は業務代行受託事業者の選考など

に取り組んでいた。 

※平成 29 年 1 月 24 日に「古賀都市計画地区計画」を「福岡広域都市計

画地区計画」に名称を変更。 

  

 

古賀市玄望園土地区画整理準備組合は、株式会社日本エスコンに「土地区画整理事

業業務代行依頼（平成 28 年 12 月 15 日付））」を行っていましたが、平成 29 年 5 月

16 日に業務代行受託合意書が取り交わされました。 
これにより、古賀市の懸案事項の一つであった玄望園土地区画整理事業が具体的に

進捗する目途が立ったこととなります。 
 

【問い合わせ先】 

  古賀市役所 商工政策課企業支援係   

担当：村上 

  電話：092-942-1176 
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商店街の空き店舗を親子で再生しよう！ 

「親子 de 壁づくり DIY ワークショップ」を開催します！ 

 

■事業の概要 

名称 親子 de壁づくり DIYワークショップ 

日時 6月 24日（土）13時 30分～16時（受付開始 13時） 

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／助成 キリン福祉財団 

対象 保護者同伴の小学生～高校生 

  ＊安全管理上、お子さんの単独参加は不可 

参加費 1,000円／組 

 

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、この空き店舗を親子が過ごせる空間として充実させようとしてい

ます。 

2016年12 月のクラウドファンディングではエアコン準備資金（の一部）が集まり、 

2017年6 月より設置工事を始める予定です。 

2017 年4 月に、キリン福祉財団の助成が決定し、単に工事ではなく、古賀の親子に

愛着を持ってもらうためのDIY ワークショップが開催できるようになりました。 

次回、7 月22 日にママ向けのブース出展型イベントを予定 

していますが、今回のDIY ワークショップで、その環境整備などを進めて行きたいと考

えています。 

当日は、市内で工務店経営の村山よう子さん（株式会社デザインネットワークアソ 

シエイツ代表取締役／二級建築士）を講師としてお迎えします。 

 

 

 

 

かつては呉服店として活躍し、現在は空き店舗となっているお店を、親子で楽しめ

る空間にします。 

６月に、壁づくりの作業をします。その一環として、一緒に壁づくり作業を楽しん

でくれる親子の皆さんを募集中！これからも親子で過ごしてもらう場所を、親子で作

ってもらいます！この日は、プロの大工さんやデザイナーさんたちが教えてくれます。 

【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)   
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■活動の概要 

     主唱    古賀すたいる  

（古賀市予防健診課の健診啓発支援事業業務委託として協働により実施） 

 

   協力    「野菜もりもり応援店」等の健康志向のある市内の飲食店など １５店程度 

 

   流れ    ①古賀市の国民健康保険に加入している市民の方で、特定健診の受診対象 

の方が、平成 29年度の特定健診を受診する。 

         ②古賀市予防健診課が「けんしん割」用の証明書を発行する。 

         ③証明書を協力店に持参すると、ちょっとオトクな特典が楽しめる。 

 

   期間   ＜けんしん割を楽しむために必要な特定健診＞ 

           平成 29年 6月～11月に実施される特定健診 

        ＜けんしん割協力店のサービス対象期間＞ 

           平成 29年 12月まで（※個々の店舗によって対象期間が異なります） 

 

   ポイント   

① 特定健診は平成 29年 6月から 11月まで行われますが、協賛店は各店ごとに特典

を受けることができる期間を設定してもらっています。早めに特定健診を受ける

と、その分多くの協賛店をハシゴすることができる仕組みになっています。 

早めに特定健診を受けて、「けんしん割」を楽しんで、他の未受診の方に「特定

健診を受けるとイイことがあるよ♪」という話題が広がることを願っています。 

② 一般の消費者の方に、古賀の健康志向のお店を知ってもらい、食育や地産地消の

環が広がることを願っています。また、個人経営の飲食店等の経営者・従業員の

方が、営業時間と特定健診の実施時間が重なることから、実は受診率が低い傾向

もみられています。そこで飲食店など、関係者に対する受診勧奨・啓発の効果も

期待しています。 

 

       

 

【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) 

 

※市のサポート内容や特定健診のしくみについては、予防健診課（担

当：下田・長野）にご確認をお願いします。Tel 092-942-1151 

 健康診断を受けると、年とともに変わっていく自分の体の状況が把握できます。そのため、病気

が重症化したり合併症へと進んだりする前に、予防を始めることができます。 
 しかしながら、古賀市において国民健康保険に加入している人のうち、その健康診断の一つ「特

定健診」の受診率は、残念ながら福岡県内でも平均を下回ってしまっている状態が続いています。

平成 27 年度は 28.9%でした。 
 そこで、市内の健康志向の飲食店等の協力を得ながら、特定健診を受診すると、ちょっとオトク

な健康志向の特典が受けられる仕組み「けんしん割」をはじめます。みんなで誘い合い特定健診を

受けて、「けんしん割」を使い、楽しんでください。 

特定健診を受診すると、古賀市でオトク！「けんしん割」はじまります 
特定健診のあとは、古賀のお店めぐりを楽しんで、健康寿命を延ばそう！ 
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     実施主体  古賀市介護支援課 

 

   協力 賞品を協賛・割引して提供してくださる古賀市内の事業所 

シール配布作業などを行うイベント主催者（自治会・福岡女学院看護大学等） 

古賀すたいる（賞品提供企業との調整や、冊子の作成） 

 

   流れ ①古賀市内在住の６０才以上の高齢者が、冊子を参照し、 

登録イベントに参加する。 

 ・平成２８年度 ４０００冊配布 

②イベント会場で、自治会役員など主催者からシールをもらう 

  ・平成２８年度 １２，０００シール配布 

③応募カードに貼って、所定の枚数のシールを集めて応募！ 

 （たくさんシールをあつめると、当選確率 UP！） 

  ・２８年度 応募総数 １，２４７枚（参加６３３５イベント） 

④年間２回の抽選により、古賀市内のお店などが提供する賞品が当たる？ 

  ・平成２８年度 １１２人に賞品が当たった 

⑤外れた人も安心。４５枚シールを集めた方は「おでかけ大賞」として市長名 

で表彰。副賞もあり！去年は昆布でした。よろこんぶ♪ 

  ・平成２８年度 おでかけ大賞７９人 参加賞をもらった人４８名 

 

   期間 ●シール配布対象イベント 

平成 29年 6月 1日～平成 30年 1月 31日に実施されるもの（冊子掲載分） 

●抽選への応募期間 

         [前期 平成 29年 10月 31日まで   [後期] 平成 30年 1月 31日まで 

 

   アピールポイント   

① 市内の飲食店などに協力をしていただき、「さらなる外出」をしたくなるような

賞品になるように工夫しています。 

② 市内の飲食店などにとっても、消費拡大などの機会として捉えていただいていま

す。経済波及効果をもたらし、人も街も元気に！ 

③ 自治会なども高齢化が進んでおり、負担のわりに集客に悩むイベント担当者の悩

みもあります。本事業で一定の参加者があり、各種の普及啓発行事もその効果が

拡大に貢献できているのではないかと思います。 

 高齢化が進むなか、残念ながらご自宅に閉じこもりがちな高齢者の方の姿もみかけま

す。働き盛りの方でも、家と仕事場、それにそれ以外の活躍ができる第三の場所を見つけ

るのは至難の業。仕事場を定年や引退した高齢者の方が、自分だけで家以外の居場所を見

つけるのはもっとむずかしく…。 
 そこで、古賀市の主催イベントや市内自治会の行事など、高齢者の方の来場を大歓迎す

るイベントを登録し、それらのイベントにたくさん参加すると、ステキな賞品が当たる「お

でかけハンドブック」を今年も作成し、高齢者の方の外出を応援します！ 
古賀市でたくさんお出かけして、充実したシニアライフを！ 

おでかけして、シニアライフを充実！シールを集めてステキな賞品にチャレンジ！ 
～平成 29 年度の「高齢者外出促進事業」が間もなく始まります～ 
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④ 協力店などとの調整や、事業自体の PR、登録イベントの PR を「古賀すたいる」

が協力しています。 

 
【問い合わせ先】 

  古賀市介護支援課 （担当：梅谷） 092-942-1144 

   ※企業の協力状況などは、必要に応じて協力団体の 

「古賀すたいる」にお尋ねください（担当：大神, 090-5476-0646） 
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「朝どり！こがスイーツコーン」が、ふるさと納税返礼品に登場！ 

 

■「朝どり！こがスイーツコーン」とは 

古賀の米・野菜・果樹・花農家などの様々な農業者が集まり、古賀の新しい特産

品を生み出したい、古賀の農業ががんばっていることを知ってもらいたいという思

いから採れたてが最高のスイートコーンの生産を始めました。スイートコーンとは

とうもろこしの中でも特に皮が柔らかく、糖度の高い品種です。 

「スイーツのように甘くあれ」という意味で「朝どり！こがスイーツコーン」と

命名しています。 

 

■受付時期 

 ５月中旬より期間限定で、ふるさと納税返礼品目に登場 

 

■その他 

・６月頃から順次収穫し、【チルド（冷蔵）】での発送となります。 

・出荷時期は天候状況などにより前後する場合がございますので、

発送までにお時間を頂く場合がございます。 

・到着後はなるべく早めにお召し上がり下さい。 

 

■「朝どり！こがスイーツコーン直売会」 

１ 日 時 ６月２５日（日） ９時から 

（※コーンが売り切れしだい終了） 

２ 場 所 古賀グリーンパーク（古賀市青柳町 587 番 1） 

３ 事業名 「朝どり！こがスイーツコーン直売会」 

４ 主 催 古賀市農業振興プロジェクト会議 

 

 

朝どりしたからこその瑞々しさ、甘さ、歯ごたえ、生でも食べられる・・・ 

この品質にこだわりすぎて少量生産の「朝どり！こがスイーツコーン」が、 

200 セット限定で古賀市ふるさと納税返礼品に登場します！ 

 

毎年開催されている直売会でも、販売開始わずか 1時間ほどで売り切れる人気商品

「朝どり！こがスイーツコーン」を、この機会にぜひご賞味くださいませ！ 

【問い合わせ先】 

ふるさと納税について 

市商工政策課 担当：前田 電話：092-942-1176  

直売会について 

市農林振興課 担当：清原、松本 電話：092-942-1120 
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農産物直売所の壁面に巨大野菜出現！古賀東中学校美術部へ感謝状 

 
 
 
 

 

■感謝状贈呈式 

日時：５月３０日（火）１７：００～ 

場所：農産物直売所コスモス広場 

出席者：古賀市立古賀東中学校 美術部部員 

    コスモス広場利用組合 篠﨑組合長 ほか 

内容：コスモス広場利用組合の組合長より同美術部へ感謝状を授与し、記念品として八重桜の 

苗木を贈呈します。 

■製作にいたる経緯 

 コスモス館であいの広場の壁面には、以前に絵が描かれていましたが、経年劣化により損傷が 

激しく色あせていたため、広場の管理を行う古賀市から校区内にある古賀東中学校に相談を行った 

ところ、美術部の生徒がボランティアで新しい絵を描いてくれたものです。制作には５日間かかり 

ましたが、農産物直売所にふさわしい野菜たちが色鮮やか描かれ、施設関係者も大喜びです。 

     

以前の壁画（平成 16年製作）         現在              製作の様子 

■見どころ 

「ピーマンに注目してほしい。ボコボコした立体感をうまく表現できた。小さな子はピーマン嫌いが 

多いので、この絵をみて『美味しそう！』と言ってくれたらうれしい」（同部副部長の古賀美咲さん談） 

  

 

 

古賀市立古賀東中学校の美術部の生徒により、「コスモス館」出会いの広場の壁面に農産物直売

所前にふさわしい色鮮やかな野菜の絵を描かれました。農産物直売所「コスモス広場」では感謝

の意を表し、同部員への感謝状の授与式を行います。 

【問い合わせ先】 

 コスモス広場利用組合 組合長 篠﨑和美 

  電話：０９２－９４３－１１１４ 
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古賀の農家がんばっています！「農家直売！軽トラ市」開催！  

 
 
 
 
  
 

 

 

■実施日時 

 イベント名：農家直売！軽トラ市 

 日時：７月２日（日）９時～１３時  

※イベント等の内容により終了時間が変更になることがあります。 
 場所：古賀市役所駐車場 

 

■目的 

古賀の農業のことを地元の人にもっと知ってもらいたいということをきっかけに 

平成２４年度から開催している。農業者の思いが伝わる野菜を農業者自身が軽トラ 
ックを用いて販売し、さらに、販売時に調理方法や保存方法等を消費者に提案する 
ことにより、古賀産農産物の販路拡大・地産地消の推進・農業者と消費者との交流 
を図ることを目的とする。 

 

■実施内容 

野菜コーナー（古賀産の野菜や果物など）・・・軽トラック約２０台 
フードコーナー（古賀産農産物を使って独自の工夫を凝らしたメニュー） 
その他  

 

■主催 

 農家直売！軽トラ市実行委員会（主催） 

 古賀市農業委員会（共催） 

７月２日（日）９時から１３時（予定）に古賀市役所駐車場にて、第１０回

目となる「農家直売！軽トラ市」を開催します。 
当日は、古賀市内の農業者が自慢の農産物を軽トラに満載し、集まります。 
このイベントでは、米や野菜、果物、花など新鮮で美味しい古賀の農産物や

地元の食材を使った農産加工品を販売します。またフードコーナー等も予定し

ています。 
皆さんのお越しをお待ちしています。 
 

【軽トラ市 問い合わせ先】 

  古賀市役所 農林振興課農政係 担当 進 

  電話０９２－９４２－１１２０ 


	５月記者懇レジメ
	①男女共同参画フォーラム
	男女共同参画セミナー2017
	②メノポケア
	メノポケア
	③玄望園について
	④親子de壁づくり
	親子de壁づくりDIY
	⑤けんしん割について
	けんしん割
	⑥高齢者外出促進事業について
	⑦スイーツコーンふるさと納税返礼品 など
	【お知らせ】コスモス野菜壁画感謝状
	【お知らせ】軽トラ市

