
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 
私たちの団体は、コーチングやカウンセラーの 

有資格者の集まりで、一人ひとりが尊重される社 

会の実現をめざして、各種セミナー・イベントを

開催しています。 

① 【笑顔のコーチング】 

相手の笑顔を引き出す 

コミュニケーション技法 

② 【夢レター】 

一年後の自分に応援 

メッセージを書く 

③ 【エンディングノート】 

自分にとって大切なものを見つめる 

④ 【ワークライフバランス】⑤ 【片付けセミナー】など 

今後 古賀市でも 

活動してまいります。 

よろしくお願いしま 

す。 
【問合せ先】古賀レクの会 佐藤 090-2510-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「古賀子どもの本の交流会」 

「古賀市緑のまちづくりの会」 

「古賀要約筆記の会うさぎ」 

「リコーダーグループアンダンテ」 

「リンパトリートメントアソシエイツ 

ボラボラリンパの会」 

 

私たちは、レクリェーション 

を指導・普及するボランティア 

です。地域やグループのイベン 

トなどに出向き、ゲーム、歌、 

集団遊び、スポーツなどを楽しみ 

ながら、お互いの交流を深めて 

います。ご依頼があれば伺いますので、お問い合

わせください。一緒に活動してくださる会員も

募集しています。 

九州・コーチング研究会 

 

♪ 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１２月発行 

つながりひろばの登録団体をご紹介します！ 

古賀レクの会 

10月 22日、平成 30年福岡県社会福祉大会が開催され、古賀市で活動する 

7団体が表彰されました。その内 5団体がつながりひろばに登録しています。 

県内の社会福祉関係者が一堂に会する「平成 30 年福岡県社会福祉大会」が福岡市で開催されました。その

中で、長年にわたり社会福祉の担い手として活躍されている方々が表彰されました。 

▲「古賀子どもの本の交流会」 

草野さん 

～表彰おめでとうございます！～ 



   登録団体１月・２月の活動情報       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

                            

 

古賀子どもの本の交流会 
TEL:943-7541（草野） 

●こどものためのお話会   参加費：無料 

日  時：1月 26日（土）14:00～15:30  

場 所：リーパスプラザこが歴史資料館 

    2階中会議室 

対象者：小学生以上 25名 

内 容：おはなしの好きな方ならどなたでも 

お越しください。 

語り手:楠本久美さん 

     

古賀市フォークダンス協会 
TEL: 944-1825（NPO 法人古賀市体育協会） 

 ●フォークダンス地域交流会 参加費：無料 

楽しくフォークダンスを踊りましょう！ 

どなたでも参加できます。 

日 時：1月 12 日（土）10:00～12:00 

    （受付 9:30～） 

 場 所：リーパスプラザこが交流館 2 階多目的ホール 

持参物：上靴 
 

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：1月 27 日（日）、2 月 17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 

●♪サロンコンサート    観覧：無料 

～福寿草の花の季節～ 
 日 時：1月 19日（土）13:30～15:00 

会 場：リーパスプラザこが交流館 多目的ホール 

出演団体：ミュージカルオペラ k.i. 

アンサンブルポピー 

●第 37 回古賀市芸術文化の祭典 

 日 時：2月 3 日（日）   観覧：無料 

開場 9:30開演 10:00～17:00予定 

 場 所：リーパスプラザこが中央公民館大ホール 
平成 30 年 10 月 6 日（土）開催予定だった舞台

芸術部門が、台風接近のため開催を延期してい

ましたが、上記の日程で開催することになりま

した。ご来場をお待ちしています。 

●♬ランチタイムコンサート 観覧：無料 

～春はもうそこまで～ 
日 時：2月 14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：古賀三線島唄会 

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

■勉強会 

日  時：1月 19日（土）、2月 16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 

内 容：傾聴についての技法を  

をしながら深めていきます。  

ガールスカウト福岡県第 31 団 
TEL: 090-5283-8910（西田） 

●上映会「０円キッチン」 

日  時：1月 27日（日） 

    ①10:00～12:10(開場 9:45) 

    ②13:30～15:40(開場 13:15) 

場 所：リーパスプラザこが歴史資料館 

    2階中会議室 

：大人 1,000円（前売り 800円） 

    高校生  600円（前売り 500円） 

    中学生以下無料 

内 容：「食料危機」を吹きとばすエンタメ 

・ロードムービー。食べものに、もっ 

たいないをもういちど。 

古賀地域猫の会 
TEL:942-7232（保護猫CaféMOCA） 

◆飼い主のいない猫に関する相談会 
 日 時：1月 19日（土）・2月 16日（土） 

     12：00～14：00 

 場 所：保護猫 Café 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。 



 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 2 日（日）に開催された「子どもわくわく

フェスタ」で、つながりひろばにもたくさんの子

どもたちが来てくれました！昨年を大幅に上回る

221 名が約 2000 枚の切手を封筒から切り取って

くれました♪国際医療に役立てられる機関へ送付

させていただきます。 

 
  
 

                            

  
 

                            

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 
◎西鉄バス賞・愛和病院賞 

【古賀駅美術館】 

日 時：1月 1日（火）～27日（日） 

◎社会福祉協議会賞・JR 古賀駅賞 

【  ( 405-0119)】 

日 時：1月 1日（火）～27日（日） 

◎審査員賞 

【 こが 】  

日 時：1月 9日（水）～31日（木） 

◎古賀アートフレンズ２５賞・美原園賞 

【舞の里内科クリニック】 

日 時：2月 1日（金）～28日（木） 

◎ZIPANG こが賞・コスモス広場賞 

【古賀駅美術館】 

 日 時：2月 1日（金）～24日（日） 

◎特別賞 

【  ( 405-0119)】   

日 時：2月 1日（金）～24日（日） 

古賀市登山協会 

TEL:944-1825 (NPO 法人古賀市体育協会) 

▲宝満山登山 

日  時：1月 20 日（日）8:40～16:00 

：古賀グリーンパーク駐車場 

内 容：昭和の森～頭巾山～宝満山 830m 

うさぎ道～昭和の森（ ） 

▲犬鳴山往復 

日  時: 2月 17 日（日）8:40～16:30 

：古賀グリーンパーク駐車場 

内 容：山小屋～番兵跡～鹿見岐れ～ 

猪野越え～犬鳴山 584m（往復） 

  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、アイゼン(積雪、凍結時) 

 

NPO 法人古賀市体育協会 
TEL:944-1825 

◆平成 30 年度 古賀市体育協会 

市民スポーツ研修会   参加費：無料 

「実力発揮のための 

メンタルトレーニングについて」 
講 師：九州産業大学 

    磯貝 浩久 教授 
 

日 時：1月 20 日（日）14:00～15:30 

 場 所：リーパスプラザこが交流館 2 階 

     多目的ホール 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

すまいるファミリー 
TEL:090-7473-0033（吉岡） 

◆「ママのための 読書 」こが 

平成 17年から福津市内の図書館でこの活動

を継続しています。この度初めて古賀で開催

いたします。子育て中でもゆっくりと図書館

での読書を楽しんでください。お子さんは別

室でサポーターと一緒に遊びます。 
 

日 時：2月 19 日（火）10:30～12:00 

 

受 付：2月 12 日（火）～18 日（月） 

    ※定員になり次第締め切ります 

： こが交流館 202和室 

：生後 6 か月から就学前まで 

：子ども一人 300円(保険代含む） 

：おむつ、着替え、お茶など 

    （持ち物へ記名をお願いします） 

 

 

の付く日は、～つながりひろば♥ちょボラの日～ 

★１・２月の切手きりボランティア★ 
 
1/17(木 )・2/7(木 )・2/27(水 ) 
９時～１７時に、お気軽につながりひろばへお越しください♪ 

～子どもわくわくフェスタ★大盛況～ 



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 

市では、市民活動に取り組む市民の皆さんへの支援をより効果的に行うため、つながりひろばの運営を NPO 法
人へ委託する準備をすすめています。あわせて、団体登録要綱の変更も予定しています。 
登録団体の皆さんを対象として、これまでと変わるところ、変わらないことについて、説明会を開催します。 
ぜひご参加ください。 
日時：平成３１年 3 月 9 日（土）10:00～ 
場所：リーパスプラザこが 中央公民館2階 大会議室 ★詳細は、後日郵送にてご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象分野 助成金 募集期間 

福祉・ 

子ども 

「2019 年度 CO・OP共済 地域ささえあい助成」 

日本コープ共済生活協同組合連合会 

2019/1/8～ 

1/31 

各９分野 
「2018 年度 公益財団法人ノエビアグリーン財団 助成事業」 

公益財団法人ノエビアグリーン財団 
～2019/2/28 

社会福祉・環境・ 

地域つながり 

「社会貢献基金助成」 

一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団 
～2019/2/28 

※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。 

「葉隠
はがくれ

」に学ぶ誇り高き生き方 

とは･･･「葉隠」という書物は 

不透明な厳しい時代に生きる 

私たちに、誇り高くそして今を 

輝かせながら生きるヒントを 

与えてくれます。その中から１ 

つ紹介します。 

「覚悟ひとつで人生が変わる」「想定外として逃

げない」自分の中に言い訳をつくることなく覚悟を

決めてすべてをあるがままに受け入れる。そしてそ

のうえで今生きることに全力を尽くす。このような

生き方をしたいものです！（影木） 

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・・・・・・・・ 

           ●11 月 10 日(土)「リーダー講座２」を開催しました。今回は仮想イベントの企

画書作成をグループワークで取り組みました。最初に、メンバーがそれぞれの思 

いを「書き出す／書き表す」作業から。それが「話し合 

いの土台」になって、イベント構想が「かたち」になっ 

ていく。まるで個々が持ち寄った食材が鍋の中で煮立っ 

ておいしい味を生み出すようなワークでした。 

講師の九州産業大学地域共創学部の緒方泉教授は、「書き表すことで互いの考えを 

視認でき、共有できる。さらに、役割分担、反省会など振りかえりもし易くなる。 

イベントは企画書やタイムスケジュールづくりが肝要」と話されました。 

 

 つながりひろばの運営の仕組みを見直しています。 

つながりひろば 登録団体活動応援事業 11 月 10日(土) 

 


