
団体さん♪こんにちは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「歩いてん道」を中心に、 

ウォーキングで楽しく健康 

増進を図ることを目的に、 

市の主催する「古賀を歩こ 

う！市民ウォーキング」を

はじめ、地域ウォーキングに協力し、コースの検討、

安全、誘導、事前歩行などの活動をしています。会

員はシニアですが、みんな元気はつらつ、入会をお

待ちしています。５月１２日には「古賀を歩こう！

歩いてん道ウォーク～古代の風～」で、歴史資料館

～みあけ史跡公園～岳越山中腹～グリーンパーク

～船原古墳のコース１４㎞ 

を歩きました。晴天に恵ま 

れ、麦畑など田園風景が素 

晴らしく、34 名の参加で 

我々スタッフは９名でした。 

 

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。 

福岡ファミリーハウス“SHIPS” 

 

♪ 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６月発行 

「もし、あなたの愛する子どもが難病にな

ってしまったら・・・」 

小児ガンなどの長期入院を余儀なくされる病気

では、本人だけでなく家族も精神的・肉体的・経済

的に追い詰められていくことが多いと聞きます。そ

んな家族の負担を少しでも軽くするため一泊一部

屋 1,000円で家族が泊まれる施設を提供している

のが「福岡ファミリーハウス」。私達“SHIPS”は、 

その施設の清掃ボラン 

ティアや運営資金の為 

のバザー活動で支援し 

ています。私達の力は小 

さいですが、少しでも闘

病中の家族を応援できたらと思って活動していま

す。今年も土曜夜市や放生会、まつり古賀に出店し

ます。皆さん、ぜひご協力ください！ 

福岡ファミリーハウスのホームページをご覧ください！→ 

 

つながりひろばの登録団体をご紹介します！ 

古賀市歩いてん Do 好会 

「古賀市緑のまちづくりの会」が 
県社協ボランティア助成プログラムを活用して活動中！ 

森づくりと園芸福祉の活動をされている「古賀市緑のまちづくりの会」。今回は、JR 古賀駅前
や図書館前の花壇などで、園芸福祉に関わってある青﨑さんと新町さんにお話を伺いました。 
 

「仲間をつくり、草花を育てて、みんなで幸せになること。まちが綺麗になり、ゴミ 
もなくなります。」と活動の目的について話してくださいました。 
 

また、「この助成金は、古賀駅や図書館前など市内の花壇に植える際の種子や肥料、 
薬剤などに使用しています。活動は、公共施設以外にも医院からの依頼を受けて花の管 
理や水やりを行ったり、学校にも出向き 植え方の指導も行っています。花と触れ合う 
ことで高齢者施設の方々や子どもたちの癒しとなっていると思います。」とのことです。 
 

お二人とも「心のことなので数字では表せませんが、植物を育てることで人と人を 
つなぐことができていると感じています。また、活動している私たちも、子育てする 
ように植物と接することで、心が安らぎ、健康維持にもなっています。」と、長年、園芸福祉活動をされてきて、
自分たちが何よりも楽しんで活動されていることを笑顔で話してくださいました。 
 

■「古賀市緑のまちづくりの会」にはホームページがあり随時更新されています。ぜひチェックしてみてください！ 

図書館前花壇 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

                            

   登録団体７月・８月の活動情報       

古賀子どもの本の交流会 
TEL:943-7541（草野） 

 ●子どもゆめ基金助成活動   参加費：無料 

の本「未来へ」 — と科学教室 

ブックトークで科学の本を愉しもう！ 

電気エネルギーを考え、科学実験をしよう！ 

日  時：7月 21日（土）14:00～16:00  

場 所：リーパスプラザこが歴史資料館 

    中会議室  

 対 象：小学生以上子ども 30名 

●大人のためのお話会（第 2 回）  

 夏の夜をむかしばなしでたのしみませんか？ 

日  時：8月 25日（土）19:00～20:00  

場 所：リーパスプラザこが歴史資料館 

中会議室（予定） 

定 員：大人 20名 

ぐりんぐりん古賀 
TEL:942-1127(環境課) 

     ◆森と遊ぼう 
 

日 時：8月 5 日(日)10:00～12:00 

（雨天中止） 

場 所：古賀ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ ﾋﾟｸﾆｯｸ広場周辺 

対象者：小学生 30 名(先着順、親子同伴可） 

参加費：小学生 1人 100円(保険料を含む) 

申込期間：6月 15 日(金)から 

内 容：△スギとヒノキの違いは 

     △森の温度の違い 

     △森の働きは何だろう 

△葉っぱのスタンプで遊ぼう 

福岡ファミリーハウス支援〝SHIPS” 
TEL:070-4284-4718(東條) 

▼土曜夜市に出店 
★かき氷や光る金魚つりを出店します。売上は全

額難病の子どもと家族の為に使われます。皆さん

お越しください！ 

日 時：7月 21日（土）17:00～21:00 

場 所：駅前商店街 

  

NPO 法人古賀市文化協会 
TEL:944-2778 

●夏休みこども体験教室 

 芸能 13講座、芸術 17講座 

楽しい体験をしてみませんか？ 

申込日：7月 1日（日）9:30～11:30 

申込場所：リーパスプラザこが中央公民館 

     1階ホワイエ  

実施期間：7月 24日(火)～8月 4日(土) 

参加費：150円/1講座 

    講座によっては別途材料費が必要 

●サロンコンサート        観覧：無料 

～海山恋し！～ 

 日 時：7月 21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 

① マカナアロハ ②古賀 BGバンド 

●ランチタイムコンサート    観覧：無料 

～入道雲がわき立つころ～ 

日 時：8月 30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 

出演団 体：おかはちとウクレレで歌おう 

 

■たなばた会         参加費：無料 

 ～ささ飾りをして、たなばたお話会～ 

日 時：7月 7日（土）16:00～17:00 

<第一部>ちいさいこのお話会 

絵本、紙芝居、パネルシアターほか 

 <第ニ部>小学生からのお話会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   「かにかにではれ」ほか 

場 所：病院区集会所 

■子どもゆめ基金助成活動  参加費：無料 

たけのこ文庫 40th!-絵本の講座 

講演会 

「むねがちくちくー絵本を描きながら考えて」 

講 師：長谷川集平氏（絵本作家） 

日 時：7月 8日（日）13:00～14:30 

場 所： 歴史資料館中会議室 

たけのこ文庫 
TEL: 943-7541（草野） 

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：7月 21日（土）・8月 18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：            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 

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。 



 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

                            

  
 

                            

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 

◎大賞の展示 

場 所：古賀市一点美術館（市役所内） 

◎愛和病院賞と審査員賞 2 点の展示 

場 所：古賀駅美術館 
上記いずれも、 

日 時：8月 1 日（水）～31 日（金） 

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：7月 22 日（日）、8 月 26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。 

 

古賀市登山協会 

TEL:944-1825 (NPO 法人古賀市体育協会) 

▲夏山登山大会・ソーメン流し 

日  時：7月 15日（日）8:40～15:30 

古賀グリーンパーク駐車場 

内  容：山小屋→本谷→こもの峠→西山 

645ｍ→山小屋→ソーメン流し 

▲西山 

日   時 :8月 19日（日）8:40～15:30 

古賀グリーンパーク駐車場 

内  容：本谷→こもの峠→西山 645ｍ→ 

自衛隊道路→カラス峠→つぐみ岳 

340ｍ→清滝寺→清滝荘跡 

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 、登山靴 

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

▲勉強会 

 日  時：7月 14日（土）、8 月 18 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、ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

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 

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♪これまで集まった

使用済み切手は 5.5kgになり、日本キリスト教海外医

療協力会へ発送しました。ありがとうございました！ 

古賀市ほたるの会 
TEL:090-9479-1854（山本） 

●「水辺の楽校～水中の生き物との出会い～」 

日 時：7月 22日（日）9:30～12:00 

：古賀市役所 玄関前 

：大根川（市役所近辺） 参加費：無料 

内 容：いろいろな「いきもの」を探して、 

「いきもの」の不思議について学ぼう！ 

楽しもう♪ 

定 員：小学 6年生までの親子（10組） 

持参物：筆記具、帽子、タオル、水筒、着替え 

服 装：濡れてもいい服装、濡れてもいい靴 

※申込締切：7月 14日（土） 

※定員になり次第締め切ります。 

※水量が多い場合や雨天の場合は中止します。 

第 13 回古賀市「第九」実行委員会
TEL:090-7163-3620（酒井） 

■「第九」合唱団員募集！練習中 

日  時：7  

、  

場 所：ﾘｰﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞこが交流館 207 号室 

参加費：10,000 円 2,000円  

の付く日は、～つながりひろば♥ちょボラの日～ 

 

古賀紙芝居サークル「カチカチ会」 
TEL: 090-8398-5484（相戸） 

■古賀市生涯学習「笑顔のつどい」 

プレイベント 2 日間     参加費：無料 

 ～「カチカチ会」紙芝居上演～ 

日 時：8月 9日（木）・23日（木） 

① 14:00～、②15:00～ 

 場 所：リーパスプラザこが交流館  

 内 容：「千鳥ヶ池物語」他 

★７・８月の切手きりボランティア★ 
７/７(土),７/２７(金),８/７(火),８/１７(金) 

９時～１７時に、お気軽にお越しください♪ 



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際し、書類の提出にご協力いただきありがとうございま

した。でき上がった冊子は、各団体事務局に順次お届けしますので、ご確認ください。 
●またこの冊子は、各行政区、市内の小中学校、高校、看護大学、サンコスモ古賀などで活用できるよ
うにお渡ししております。別途必要な団体や施設等の方は、つながりひろばへお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象分野 助成金 募集期間 

社会福祉 一般財団法人 松翁会 （障がい者、難病、虐待防止に関する事業） ～7/31 

環境 公益財団法人日野自動車グリーンファンド（自然環境に関する事業） ～7/31 

環境 
環境省水・大気環境局生活環境室 

『第 13 回「みどり香るまちづくり」企画コンテスト』 
～9/14 

※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。 

4 月からスタッフに加わりました。「こんな活動

している団体があったんだ」と知らなかったこと

がたくさんあります。そんな団体さんのことを 

一人でも多くの方々に知っていただき、“趣味や生

きがいに出会うこと”の役に立てればいいなと思

います。つながりひろばは、「ちょっとコーヒー飲

みに来た」「ちょっと顔見に来たよ」「ちょっと打

合せで部屋使わせて」「あの人に資料渡しとって」

など、こういった「ちょっと」した利用から始ま

ります。あなたも「ちょっと」つながりひろばに

寄ってみませんか？（笑）      （津留） 

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・・・・・    

時間：10時 00分～12時 30分 (受付：9時 40分～) 

場所：リーパスプラザこが中央公民館２階 大会議室 

内容 ：①講話  パネル ・チラ 別のPRのコツ、実物チラ を使った本気の見直し!） 

   ②作成ワーク 具体的なアドバイスと、パネル・チラ のどちらかを作成） 

講師：有限会社 リリアプロジェクト 岩井 美樹さん 

申 込 締  切：７月 6日 金）17時まで 

平成 30年度 市民活動団体情報冊子 完成しました 

団体のパネルを作って、イベントでアピールしたい！ 

月 日・ 日（土） 

 つながりひろば 登録団体活動応援事業 二回講座 

 

でも、つくり方がわからない・・・。 

参加されたい団体は、 

つながりひろばへ 

ご連絡ください！ 


