
団体さん♪こんにちは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」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！ 

つながりひろばでは、使用済み切手付き封筒から、切手を切りとる活動を 

しています♪ ３月､４月で、18 人の参加がありました。ありがとうございました！ 

よさこい古賀連 

★ ・ 月の切手きりボランティア★ ５月１７日（木）、６月７日（木）、６月２７日（水） 

持参物：特にありませんので、お気軽にお越しください♪ 開所時間：９時～１７時 いつでもどうぞ♪  

 

古賀市ほたるの会 

♪ 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） 

２０１８年 4月発行 

 『よさこい』は、誰もが熱中し、自己表現したい

という欲求を満たしてくれる魅力をもっています。 

また、踊りで使う『鳴子』の音は、リズムと動き

の中で、刺激となって魂をゆさぶり、体を躍動させ

ます。そのような要素が重なって、見るもの、踊る

ものに感動を与えます。流れる汗は、健康な体に！

踊れば笑顔、元気に美しくなる源です。 

 

 

 

 

 

県外・市外での交流も深く、「輪と和と話」をもっ

て、地域づくり、健康づくり、仲間づくりにつなが

っています。6 月 10 日には、15 周年の感謝祭を

行いますので、ぜひお越しください！ 

 

つながりひろばの登録団体をご紹介します！ 

の付く日は、～つながりひろば♥ちょボラの日～ 

古賀市ほたるの会は、平成６年に「ほたるを

守ることを通して、美しい自然環境を守り、そ

れを次の世代へつないでいく」ことを目的に発

足しました。ほたるの観察調査、小学校でのほ

たる飼育指導を通しての自然環境保護啓発、田

んぼの生き物調査、水辺の楽校、河川清掃等、

古賀の自然環境保護活動や啓発活動をしていま

す。現在会員は 21 名で会員募集中です。 

ほたるや自然環境に興味をお持ちの方一緒に

活動しませんか!                           

(連絡先: 山本 090-9479-1854) 

田んぼの生き物調査 水辺の楽校 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

                            

   登録団体５月・６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 

◎社会福祉協議会賞の展示 

日 時：5月 6 日（日）～20 日（日） 

◎西鉄バス賞の展示 

 日 時：6 月 10 日（日）～24日（日） 
上記いずれも、 

場 所：美原ホームこすもす館 

     TEL：092-405-0119 

古賀市民オーケストラ 
TEL:090-9723-5653（松下） 

●第 24 回古賀市民 定期演奏会  

日  時：6月 16 日（土） 

    13:30 開場 14:00 開演 

場 所：リーパスプラザこが中央公民館 

    大ホール 

内 容： 序曲｢ の 

洞窟｣、ﾊｲﾄﾞﾝ交響曲 101番｢時計｣ 

ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ交響曲 3 番｢ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ｣ 

前売券：800円 / 当日券：1,000 円 
（高校生以下無料） 

購入先：NPO法人古賀市文化協会 

    古賀市観光案内所（JR古賀駅） 

古賀市リズム体操協会 
TEL:944-1825（NPO 法人古賀市体育協会） 

     
◆リズム体操協会初心者教室     

運動不足を感じている方、リズム体操をは

じめてみませんか？音楽に合わせて楽しく動

きましょう！ 
日 時：5月 16 日（水）～7 月 18日（水） 

毎週水曜日 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 

 参加費：2,500円(スポーツ保険料 1,850 円込） 

◆第３１回ふれあい大会  

 「体幹をきたえよう！」 

 ティラピスインストラクター 平井 徹 先生

日 時：6月 3日（日）受付 10:00 

 場 所：古賀市民体育館 参加費：無料 

古賀市民吹奏楽団ハイドレンジア・ブラス・ソサエティ 

TEL:090-9595-8438(五島) 

▼第 23 回定期演奏会 

今年の母の日はお母さんを誘って演奏

会に出かけませんか？ 

日 時：5月 13日（日）14時開演 

場 所：リーパスプラザこが

大ホール 

 入場料：300円（小学生以下無料）   

劇団 DAICOONさんとのコラボもお楽し

みに！ 

 
NPO 法人古賀市文化協会 

TEL:944-2778 

●サロンコンサート 

古賀メロディーが古賀に！ 

～日本人の琴線に響く、ギターの音色～ 

 日 時：5月 26日（土）13:30～15:00 

会 場：リーパスプラザこが交流館２階 

多目的ホール 

参加費：無料（先着 250名） 
 

●ランチタイムコンサート  観覧：無料 

～新緑の香り満ちて～ 

日 時：6月 21 日（木）12:30～13:00 

会 場：リーパスプラザこが交流館 

    フォーラム 

：ハナアロハ（フラダンス） 古賀市登山協会 

TEL:944-1825 (NPO 法人古賀市体育協会) 

▲宗像市・湯川山～孔大寺山縦走 

日  時：5月 20 日（日）8:40～15:30 

古賀グリーンパーク駐車場 

内 容：承福寺駐車場～湯川山 471ｍ～ 

    孔大寺山 499ｍ～遥拝所登山口 

▲立花山登山 

日  時: 6月 17 日（日）8:40～15:30 

古賀グリーンパーク駐車場 

内 容：立花口登山口～立花山 367ｍ～ 

    松尾山～白岳～立花口 
上記いずれも、 

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 



【お問合せ先】古賀市役所 コミュニティ推進課 男女共同参画係 TEL:942-1260 FAX:942-1291 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

◆開催日：平成 30 年 6 月23 日(土)10:00～12:00（開場 9：30） 

◆場 所：リーパスプラザこが交流館 2 階 多目的ホール 
 

■ミニコンサート♪ ■ 表彰：輝き☆KOGA びと、標語(一行詩) 

■講演：特定非営利活動法人つどい場さくらちゃん理事長 丸尾多重子さん 

■女性農業者による農産物等の販売 ■各種市民団体の紹介パネル展示 

  
 

                            

  
 

                            

■写団こが写真展示  

 日 時：5月 1日(火)～5 月 31日(木) 

 場 所：JR古賀駅美術館

主に古賀市内で撮影した会員 18名の作品

を展示します。      会員募集中 

写団こが 
TEL:943-6286（井上） 

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：5月 27 日（日）、6 月 24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。 

古賀市ほたるの会 
TEL:090-９479-1854（山本） 

■みんなあつまれ！ほたるまつり 

古賀のほたるを見に来ませんか？ 

日  時：5月 26 日（土）16:00～21:00 

場 所：グリーンパーク出会いの広場 

よさこい古賀連 
TEL:080-1722-6855（温水） 

     ◆「感謝祭」よさこい古賀連 15 周年 
★ありがとう★よさこい in古賀 

 

日 時：6月 10 日（日） 
 開演 13:00（12:30開場） 

 会 場：リーパスプラザこが中央公民館 

     大ホール 

 入場料：500 円（小学生以上） 

 購入先：NPO 法人古賀市文化協会     

古賀連実行委員会 

(080-4518-1990 宇野) 

司 会：山本華世さん 

（FBS「めんたいワイド」出演中） 

     長尾 順子さん 久家 佳子さん 

古賀地域猫の会 
TEL:942-7232（児島） 

◆飼い主のいない猫に関する相談会 
 日 時：5月 19日（土）・6 月 16 日（土） 

     12：00～14：00 

 場 所：保護猫カフェ ＭＯＣＡ 
（古賀市日吉 3-29-7） 

 内 容：①飼い主のいない猫の捕獲･手術 

の方法や病院の紹介  

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  

③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 

要予約 参加費：無料 

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

▲勉強会 

日  時：5月 19 日（土）、6 月 16日（土） 

10:00～12:00 

場 所: リーパスプラザこが交流館 301 

内 容：傾聴についての技法を、ディス 

カッションをしながら深めてい 

きます。  

参加費：年会費 2000 円・1 回参加 500 円 

笑顔で介護！介護で笑顔！ 
 みんなで介護を考えよう！ 



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 

平成 30 年度の市民活動団体情報冊子作成にむけて、更新作業をしています。 
 

★ 更新申請書提出後に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。 
 

★「規約」「活動報告書・予定書」「会計報告書・予算書」「構成員名簿」の提出も 
期限内に提出ください。 

団体の活動を市民に体験してもらう良い機会です。ぜひ応募してみませんか？ 

申込締切：～5 月 12 日（土） 問い合わせ：生涯学習推進課公民館係（TEL:092-944-1931） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象分野 助成金 募集期間 

子ども 
公益財団法人安藤スポーツ食文化財団 

「第 17 回トムソーヤスクール企画コンテスト」 
～5/17 

福祉 
公益財団法人大同生命厚生事業団 

「シニアボランティア活動助成」 
4/1～5/25 

全分野 九州ろうきん「第 15 回九州ろうきんNPO助成」 4/23～6/8 

※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、ご相談を受け付けています。 

先日、ライブで若いシンガーが「人にとって誰

からも必要とされていないと思うこと程、辛いこ

とはない。だから僕は『キミは必要な人だよ』と

声をかけ続けたい」と言ってありました。 

つながりひろばでは、困っている人のために何

か役に立ちたいと思って自ら、行動されてある方

に出会えます。そのような皆さんにとって『助か

った。ありがとう』という言葉が活動を続けてい

く支えになっているんだと思います。私たちも感

謝の言葉をかけ続けることが大切なことだと感じ

ました。              （坂田） 

 
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、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・・・・・    

時間：10 時～12 時 30 分 

場所：リーパスプラザこが中央公民館２階 大会議室 

平成 30 年度 登録内容の更新作業中です 

パネル、チラシ、カード・・ 

どの媒体を使って、市民に効果的にアプローチしますか？ 

月 日・ 日（土） 

コスモス市民講座 市民持ち込み企画後期(9 月～12 月)企画募集中です！ 

 つながりひろば 登録団体活動応援事業 二回講座 

 


