
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 
【地域の子育てを応援して活動 17年目】 

 

  福津市、古賀市を中心に地域の子育てを応援し

ているボランティアの会です。子育ての応援がし

たい「まかせて会員」と、子育てを手伝って欲し

い「おねがい会員」がいます。 
 

講演会等でお子さんを預かる活動や「ママのた

めのリフレッシュ読書タイム」を行っています。 
 

「子どもが好き、 

子どもに関わること 

ができたら」という 

方、一緒に活動しま 

せんか？お気軽にお 

問合せください。 
 

※託児には費用がかかります 

【問合せ先】古賀市社会福祉協議会  944-2941 

託児の様子（エコロの森にて）

⇩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古賀市で視覚障がい者に広報誌・行事予定表

など古賀市の定期 

刊行物、PHP 誌を 

音訳して届けてい 

ます。 

活動内容は、次 

のとおりです。 

 

●活動場所･･･サンコスモ古賀ボランティアルーム 

●例 会･･･月に 2 回（中旬・下旬） 

●勉強会･･･隔月 1 回（講師を招いて音訳の勉

強をします） 

他に、年に 1 回、会員の親睦会、利用者との

交流会もしています。関心のある方は、ぜひ見

学にお越しください。 

すまいるファミリー 

 

♪ 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１０月発行 

つながりひろばの登録団体をご紹介します！ 

古賀市音訳ボランティア「カナリヤ」 

9月 2日（日） 

第 5回古賀市生涯学習 

笑顔のつどい 
 

つながりひろば登録団体である、 

古賀紙芝居サークル「カチカチ会」 

の活動発表と古賀すたいるの実践 

報告がありました。 

 

 

←〚古賀紙芝居サークル「カチカチ会」 

活動発表〛 

〚古賀すたいる 実践報告〛→ 

★選挙のときの投票率の向上を目的に、市内

の飲食店等と取り組む「せんきょ割」に関する

経過が報告されました。次は、11月 25日投開

票予定の古賀市長選挙を舞台に行われます。

皆さんも投票に行って、お楽しみください！ 

【問合せ先】すまいるファミリー 吉永 070-5400-6596 

★古賀の民話「えんぞう坊」を手づくり紙芝

居で披露されました。迫力満点の演出に圧倒

され、物語に引き込まれてしまいました。幅

広い年代にオススメです！ 



   登録団体１１月・１２月の活動情報       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

                            

 

たけのこ文庫 
TEL:943-7541（草野） 

●たけのこ文庫        参加費：無料 

 ふゆのおたのしみ会 

日  時：12月 22日（土）16:00～17:00  

場 所：病院区集会所 

内 容：絵本・おはなし・子どもたちの人形劇、 

    おとなによる人形劇ほか 

リズム体操協会 
TEL:944-1825（NPO 法人古賀市体育協会） 

●第 35 回リズム体操のつどい 

♪リズム体操協会♪会員の発表会です 

日 時：11月 11日（日） 

     （受付 12:30～）13:00～15:00 

会 場：リーパスプラザこが 

     交流館２階 多目的ホール 

「みんなで動こう‼」では一般市民の参加 OK!

ささやかなお花のプレゼントあり!! 

   参加費：無料 

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：11月 25日（日）、12 月 23 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。 

NPO 法人古賀市文化協会 
TEL:944-2778 

●♬ランチタイムコンサート 観覧：無料 

～陽だまり恋し･･･～ 
日 時：11月 15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：ミュージカルオペラ k.i. 

 

●♪サロンコンサート    観覧：無料 

～寒さもひとしお 年の瀬～ 
 日 時：12月 22日（土）13:30～15:00 

会 場：リーパスプラザこが交流館1 階フォーラム、 

    2階多目的ホール 

出演団体：ユカリクラシックバレエ(フォーラム) 

    舞の里おやじバンド（多目的ホール） 

 

古賀市登山協会 

TEL:944-1825 (NPO 法人古賀市体育協会) 

▲若杉山登山 
日  時：11月 18日（日）8:40～15:30 

：古賀グリーンパーク駐車場 

内 容：篠栗町若杉楽園→大和の森→ 

若杉山 681m→米の山（往復） 

 

▲忘年登山 
日 時：12月 16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（忘年会） 
 

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 

古賀市「第九」実行委員会 
TEL:090-7163-3620（酒井） 

■第 13 回古賀市「第九」演奏会 

今年も「古賀市第九」を開催します♪ 

13 回目となり、古賀市の年末恒例演奏会に

なりました。約 50名の公募市民の合唱団、 

初めての方も丁寧な指導による練習を重ね 

ベートーヴェンの第九を歌います♫ 古賀市民 

オーケストラとの共演により歌う喜びを共に 

あじわいましょう♬ 

日  時：12月 15日（土） 

    開場 13:30 開演 14:00 

場 所：リーパスプラザこが 

    中央公民館大ホール 

入場料：前売券 800 円 当日券 1,000円 

    （高校生以下無料） 

販 売：NPO法人古賀市文化協会 

    （TEL:944-2778） 

    古賀市観光案内所【古賀駅内】 

    （TEL:943-1515） 



 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

                            

  
 

                            

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 
◎特別賞【古賀駅美術館】 

日 時：11月 1日（木）～30日（金） 

◎審査員賞・古賀アートフレンズ 25 賞 

 【古賀市役所 4 階 教育委員会フロア】 

日 時：11月 1日（木）～30日（金） 

◎愛和病院賞【愛和病院 1 階ロビー】 

日 時：11月 5日（月）～17日（土） 

◎青柳小・小野小入選作品 

【びはらホームこすもす館 ギャラリー】 

 日 時：11月 3日(土)～30日(金) 

◎ZIPANG 賞【サンリブ古賀 1 階】 

日 時：11月 26日(月)～12月 2日(日)   

◎コスモス広場賞【コスモス広場】 

日 時：12月 1日（土）～15日（土） 

◎社会福祉協議会賞・西鉄バス賞 

【千鳥苑 ロビー】 

日 時：12月 1日（土）～28日（金） 

◎JR 古賀駅賞【古賀駅美術館】 

日 時：12月 1日（土）～28日（金） 

◎美原園賞 

【びはらホームこすもす館 ギャラリー】 

日 時：12月 1日（土）～28日（金） 

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

■講座 テーマ「本当の傾聴力」 

日 時：11月 10日（土）10:00～12:00 

場 所：リーパスプラザこが交流館 301 
ご興味のある方は何方でも参加できます。 

※お申し込みが必要です。 

※資料として小冊子代と参加費が必要です。 

 詳しくはお問い合わせください。 

■勉強会 
 日  時：12月 15日（土）10:00～12:00 

場 所: リーパスプラザこが交流館 301 

参加費：年会費 2000円・1回参加 500円 

傾聴について仲間と共に学びます。  

体験参加も大歓迎です。 

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♪子どもわくわくフェスタでは、スタンプラリーが行われ、つなが

りひろばもポイントの一つとなっています。ぜひお子さんと一緒に切手切り

の体験をしに来てください！ 
 

★つながりひろば登録団体も、子どもわくわくフェスタに参加します★ 

ガールスカウト福岡県第 31 団●古賀海洋少年団●古賀子どもの本の交流会
●古賀市少年の船の会●古賀市文化のまちづくりの会●古賀市ほたるの会
●劇団 DAICOON●特定非営利活動法人古賀新宮子ども劇場●布おもちゃ
「とまと」 

 の付く日は、～つながりひろば♥ちょボラの日～ 

       ★１１・１２月の切手きりボランティア★ 

 

古賀地域猫の会 
TEL:942-7232（保護猫CaféMOCA） 

◆まつり古賀にて♪     参加費：無料 
「飼い主のいない猫相談会＆バザー」 

 日 時：11月 18日（日）9：00～15：00 
 場 所：まつり古賀会場（古賀市役所） 

 内 容：お気軽にお越しください！ 

① 飼い主のいない猫の捕獲･手術 病院の 

紹介 ②古賀市地域猫活動団体補助金(ﾒｽ: ､ 

ｵｽ:5000円)についての説明 ③  

等もご用意 ④啓発コーナー・ゲーム・バザー 

◆第 1回こが福福☆猫フェス 参加費:無料 
にゃんこ譲渡相談会×ワークショップ＆マルシェ 
日 時：12月 8日（土）10：00～15：00 

 場 所：㈱  福岡

営業所 2階（古賀市今在家 154-2） 
 内 容：①飼い主のいない猫相談会 ②にゃんこ 

譲渡相談会 ③ワークショップ ④マルシェ 

※「㈱デンヒチ」ヘのお問合せはご遠慮ください 

11/7(水 )・11/27(火)・12/7(金 )・12/27(木 ) 
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 

12 月2 日(日) 

10 時～15 時 

場所 

つながりひろば 

★1 月イベント★ 

古賀市走ろう会 

TEL: 080-7051-0250（小数賀
こ す が

） 

★元旦参詣ジョギング   参加費：無料 

日  時：1月 1日（火）朝 6:30集合 

：古賀神社 

内 容：元旦の朝、ジョギングで三社参り 

（古賀神社、五所八幡宮、熊野神社） 

 約 11km 



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 

●今後も、リーパスプラザこが内などでパネルを展示し、活用して 
いく予定です。この大型パネルは、90cm×180cm の大きなサイ 
ズでとてもインパクトがあり、団体主催のイベントや活動時に掲 
示することで、団体の PR になります。 

●パネル作成希望の登録団体は、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象分野 助成金 募集期間 

環境 「2019 年度 環境市民活動助成」一般財団法人セブンイレブン記念財団 10/1～11/15 

福祉 「2019 年度 社会福祉助成事業」公益財団法人日本社会福祉弘済会 11/1～12/15 

環境 「2019 年度 エフコープ環境助成金」 エフコープ 10/1～11/30 

※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。 

●最近、台風の影響により、さまざまな活動やイベ

ントを中止せざるを得ないことが多々あります●

私も友人の結婚式が沖縄で開かれる予定でしたが、

やむなく延期となりました。延期が決まるまでに、

別便で飛行機を予約しようか？このまま連絡を待

つか…と、台風の進路をこまめに確認しながら、「も

しも」の事態を想定して思い巡らせていました●イ

ベントを中止、または続行するかの判断はとても悩

みますね。イベントの時こそ何か起こるかもしれな

いと考えたうえで、事前準備やその後の迅速な対応

が大切だと身にしみて感じました。（伊藤） 

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・・・・・・・・ 

           ●九州産業大学地域共創学部の緒方泉教授を招いて第 2 回団体活動応援

講座を開催し、14 団体 33 名の参加がありました。増加する活動量をメ

ンバーで分け合うことや活動理念を再確認し原点回 

帰をすることで「活動の大切なものが見えてくる」 

とのおはなしがあり、グループ交流で他団体と意見 

交換をしました。 

●次回 11 月 10 日(土)10 時より、いよいよ「手順書」に取りかかります。 

前回参加できなかった方も、今回だけの参加も可能です。申込みお待ちしております。 

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しました 

つながりひろば 登録団体活動応援事業 第２弾 9 月 1日(土) 

 


