
団体さん♪こんにちは 

ソーラー 

バッタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古賀市少年の船は今年で２９年目になりま

す。「出会い、友情、平和を求めて」のテーマ

の下、古賀市の子ども達が夏休みの４泊５日、

非日常的でさまざまな体験をとおし、南の島

の大自然や人々、乗船した仲間達との交流を

行います。家族や地元地域、ふるさと古賀に

思いを馳せたりと、古賀市の基本方針「人づ

くり」の一助になればと思い活動しています。 

今年は世界遺産候補にもなった沖縄北部

「やんばる」に焦点を当て、研修を行なって

参ります。 

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。 

古賀市「第九」実行委員会 

 

♪ 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８月発行 

古賀の地に市民 

の手で初めてベー 

トーヴェンの「第 

九」が演奏されて 

早や 13 年！以来 

途切れることなく 

今年もまた、12 月 15 日(土)に高らかに「歓喜」

の歌を響かせます。 

練習が進むにつれ、共に生まれる合唱の連帯

感！古賀市民オーケストラと共鳴する時の迫

力！感動！何物にも増して魂が震える瞬間で

す。是非、一人でも多くの皆さんに演奏者とし

て、又聴く側の人として、実感してもらいたいと

切に願っています。 

つながりひろばの登録団体をご紹介します！ 

古賀市少年の船の会 

つながりひろば登録団体の と 

がコラボして、 

『電気エネルギーを考え、科学実験をしてみよう！』が７月２１日(土)に行われました。 

そこで、古賀子どもの本の交流会の草野さんと、NPO法人九州山口 CO2 

カウンセラー協会の吉見さんに、コラボしてみての感想を伺ってみました。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

古賀市「第九」実行委員会事務局 酒井まで 
090-7163-3620 

お問合わせ 

【草野さん】 子どもの科学的な分野への関心の高さを実感しました。また、地元の人とコラボ
することで、地域とのつながりができて嬉しいです。来年も科学的な分野やエコに目を
向けていき、今回と同様、今後も他団体とつながりたいです。 

【吉見さん】 私たちは今まで多くの参加者を集めることができな
かったので、共同開催できて嬉しい。子どもゆめ基金の助成を活
用して実現したのも良かった。 

似たような活動をしている人と一緒に活動すると、また新しい
世界ができあがる。今後もこのような取り組みを継続したい。 

科学の本の紹介 

発電体験 



   登録団体９月・１０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 

◎平成 29 年度美原園の展示 

日 時：9月 1日（土）～30日（日） 

◎平成 29 年度古賀 25 賞の展示 

 日 時：10月 1日(月)～31日(水) 

上記いずれも 場 所：古賀駅美術館 

◎平成 30 年度全入賞作品 

 日 時：10月 19日(金)13時～20時 

     10月 20日(土)10時～20時 

     10月 21日(日)10時～18時 

場 所： 福津 2階  

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 

 子どもの本「未来へ」2018― 

 こどものためのお話会 

日  時：9月 1日（土）14:00～15:00  

場 所：  中会議室  

内 容：昔ばなしなどを愉しむお話会 

対 象：子ども 25名 

劇団 DAICOON 
TEL:090-9479-1854（山本） 

●劇団 DAICOON 10 年だよ ありがとう公演 

オリジナル音楽劇 

「古賀ブギウギ物語 

～私たちは青春を生きるのニャ～」 
日 時：10 月 28 日（日） 

① 開場 10:30～ 公演 11:00～ 
② 開場 14:30～ 公演 15:00～ 

会 場：リーパスプラザこが中央公民館大ホール 
料  金：大  人 前売り 900円 当日 1,000円 

     小中高生 前売り 300円 当日  500円   

チケット：NPO法人古賀市文化協会､ 

古賀市観光協会(JR 古賀駅観光案内所)､ 

劇団 DAICOON 事務局、 団員、保護者 

★今年は、古賀駅前商店街が一番活気があった昭和

時代に焦点をあてたストーリーです。是非観に来て

ください！ 
 

ここは古賀ニャンコロ町商店街。今はネコ歴の昭和

37年です。私たちは、みーんなここで暮らしていま

す。私、さくらは、ネコです。というか、この物語

に登場するのは、みーんなネコです。 

ここはネコの国なんです。 

NPO 法人古賀市文化協会 
TEL:944-2778 

●サロンコンサート      観覧：無料 

～空高く澄み渡る～ 
 日 時：9月 15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 古賀三線島唄会  

② Natural ONE 

●ランチタイムコンサート   観覧：無料 

～虫のコーラス聞こえます～ 
日 時：9月 20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：日本民謡大久保会 

●第 37 回 古賀市芸術文化の祭典      

・舞台発表 

日 時：10月 6日（土）～8日（月・祝） 

開場 9:30  開演 10:00～17:00頃 

       ＊曜日にて終演時間に変更あり 

会 場：リーパスプラザこが中央公民館大ホール 

・美術展 

 日 時：10月 4日（木）～8日（月・祝） 

     9:30～17:00 

会 場：歴史資料館サンフレアギャラリー、中会 議 室 

・盆栽/生け花展 

 日 時：10月 6日（土）～8日（月・祝） 

     9:30～17:00 

 会 場：リーパスプラザこが中央公民館 エントランス 
 

併催 

・お茶席 日時：10 月 6日（土） 10:00～16:00 

・囲碁大会日時：10 月 7日（日）13:00～18:00 

詳しくは、古賀市文化協会（944-2778）へお問い

合わせください。 
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：9月 15日（土）・10月 20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。 



■第 5 回古賀市生涯学習「笑顔のつどい」 

日 時：9月 2日（日）10時～12時 

 場 所：リーパスプラザこが交流館 2階多目的ホール 
 

●アトラクション（活動発表） 参加費：無料 

 ・「カチカチ会」 ・なないろハーモニー 

●実践報告 

 ・古賀すたいる ・青柳校区通学合宿 

●団体活動パネル展示（1 階フォーラム） 
 

問い合わせ先：古賀市教育委員会 生涯学習推進課 

電   話  : ０９２－９４２－１３４７ 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

                            

  
 

                            

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：9 月 23 日（日）、10 月 28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) 

▲立花古道 
日  時：9月 16日（日）8:40～15:30 

：古賀グリーンパーク駐車場 

内  容：古賀ダム→長葉２→尾根→大目配→ 

奥深立→ピーク 285→古賀ダム 

▲城山登山 
日 時：10月 21日（日）8:40～15:30 

：古賀グリーンパーク駐車場 

内 容：小野公園→城山→米多比峠→不入 

    谷→白木越→小野谷→小野公園 
 

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：9月 8日（土）、10 月 13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♪ 

また、切手を切り取る前の封筒や、切り取り済の

切手も集めています。ご協力お願いいたします。 

 

古賀手話の会  
TEL: 944-2941（古賀市社会福祉協議会） 

■15 分手話体験教室 

（古賀市健康福祉まつり内） 

 ～聴こえない世界を知ろう、 

        手話の挨拶を体験しよう～ 

日 時：10 月 21 日（日）10:00～14:00 

場 所：サンコスモ古賀 2階 

参加費：無料 

  ※1 回 15 分 15 人程度で体験します    

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：9月 6日(木)20時～22時

9月  

10  

場 所：リーパスプラザこが交流館 207 

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～ 

 

★９・１０月の切手きりボランティア★ 

9/7(金)・9/27(木)・10/17(水)・10/27(土) 
９時～１７時に、お気軽につながりひろばへお越しください♪ 

日時：10 月28 日（日）10:00～16:00 
森を楽しみながら学ぶ、小学生のお子さまを対象とした、 

自然体験型イベントです。 

つながりひろば登録団体も参加予定です。 

ぜひご家族で古賀グリーンパークへお越しください！ 



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 

●つながりひろば登録団体 １５団体が作成したパネルを展示しています。 

リーパスプラザこがにお立ち寄りの際には、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象分野 助成金 募集期間 

スポーツ 
「スミセイコミュニティスポーツ推進助成プログラム」 

公益財団法人 住友生命健康財団  

9/10～

10/10 

環境 
『「平成 30年度 地球にやさしいカード」による助成事業』 

公益財団法人 緑の地球防衛基金 
～9/30 

まちづくり 
『「平成 30 年度クラウドファンディング活用型まちづくりファンド」に係る募集』 

一般財団法人 民間都市開発推進機構 
随時受付 

※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。 

夏の甲子園「全国高等学校野球選手権大会」は、今

年、第 100回の記念大会。大会 2 日目の 1 回戦で南

福岡代表の沖学園は南北海道代表の北照に 4－2 と

快勝。2001 年の九産大九州以来、県勢 17 年ぶりの

初出場で初勝利🔴この試合中に北照の左翼手が足を

故障して倒れこむアクシデントが発生。すぐさま三

塁側沖学園ベンチから水とコールドスプレーを持っ

た選手が駆け寄った🔴「なんとかしなくては」その

思いを「行動」へと変える力、「踏み出す一歩」。 

駆け出した選手の背に身近な活動と重なるものを感

じながらファインプレーに拍手を贈った。（中野） 

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・・・・・・・・ 

■7 月 14 日・28 日（土）の全２回あわせて、14 団体 30 名の参加者が集まり、 

講師の先生の講話と、パネルやチラシの作成を行いました。 

■１回目の講話では、それぞれの登録団体の案内文やキャッチを考え、先生から  

直接ご指導していただきました。「文章を考えるのにこんなに悩んだことがない…。」「誰にどんな内容を 

発信したら伝わるのか…。」と思った以上に相手に伝えることの難しさを感じた  

方が多かったようです。「大変参考になった。」と感想をいただきました。 

■2 回目の作成では、事例を用いて、文章のインパクトやレイアウトなどを細か  

く説明してくださり、実際に作成を行いました。チラシ作成をする場合、ワード  

よりパワーポイントを使うと自由度が高く、使いやすいとのことでした。皆さんも

使ってみてください。ご参加していただいた皆さん、ありがとうございました！  

9 月 2日～14日の２週間、リーパスプラザこが交流館（１F）で登録団体のパネルを展示 

つながりひろば 登録団体活動応援事業 第1弾 

 


