
 古賀市記者懇談会（４月）  
平成３０年４月２３日（月）１６時～ 

古賀市役所Ａ応接室  

 

朝日新聞社、共同通信社、時事通信社、西日本新聞社、毎日新聞社、読売新聞社（５０音順） 

 
① Instagramを使った手軽なフォトコンテスト(第５回)がスタート！【P1-2】 

【古賀すたいる】（問い合わせは古賀すたいる 大神＝090－5476－0646） 
SNS の 1 つ Instagram を用いて、古賀の魅力を見つけて広げるフォトコンテスト。今回

のテーマは「あなたのタノシイな古賀」です。あなたが過ごして楽しい古賀の魅力を一緒に

見つけて伝えましょう！ 
 また、5 月 17 日（木）には市教育委員会主催のコスモス市民講座開講式において、「古賀

すたいる」がこれまでのフォトコンテストの概要をご紹介します。申込不要・参加費無料で

す。 
 
② ＪＲ古賀駅自由通路内に「バスナビジョン」を設置！【P3】 

【古賀市役所】（問い合わせは経営企画課 中田＝092－942－1113） 

ＪＲ古賀駅自由通路内に西鉄バスの接近案内および時刻表をモニターで確認できる「バス

ナビジョン」を設置しました。利用者のバスと電車の乗り継ぎの利便性の向上やバス利用促

進の効果が期待されます。 
また、4 月 1 日より古賀市内のバス路線「西鉄バス薦野線」の名称が「西鉄バス古賀市内

線」に変わりました。 
 

 

③ 元気アップチャレンジ特別編！運動会前の走り方教室【P4-5】 
【古賀市役所】（問い合わせは生涯学習推進課 高井＝092－942－1347） 
 現在、子どもの体力は今の小学生の親世代と比較すると低下傾向にあります。市教育委員

会では平成 24 年度から子どもの体力向上事業として「こがっ子元気アップチャレンジ」を

開催してきました。今年度は初の取組として、元気アップチャレンジの PR 活動の一環とし、

運動会前に走りが速くなるコツを学ぶ、「走り方教室」を実施します。 
 

 

④ 古賀を歩こう！歩いてん道ウォーク～古代の風～を開催！【P6】 
【古賀市役所】（問い合わせは生涯学習推進課 荒川＝092－942－1347） 

今回は「みあけ史跡公園」「船原古墳広場」をつなぐ約 14ｋｍのコースです。 
スタート前に歴史資料館で開催の「国史跡船原古墳速報展」を見学し、古代の交流都市

に関する知識を得て歩きます。 
 

 

■問い合わせ先 

古賀市役所経営企画課 波多江、吉田＝092-942-1346 ✉pr-koho@city.koga.fukuoka.jp 
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■第５回 Instagramによるフォトコンテスト 概要 

      主催    古賀すたいる＋古賀市役所（経営企画課・広報秘書係） 

（※第２回より古賀市も主催者側で実施。優秀作品を市の PRに活用へ。） 

 応募期間 平成 30年 5月 15日～平成 30年 7月 15日 

   参加方法  Instagramアプリを使って、古賀の「タノシイ」ものを撮影して 

「＃タノシイ古賀フォトコン」のタグをつけて投稿。  

   審査方法  「いいね！」のつき方、写真としての評価や、「タノシさ」に共感でき 

         るか等を考慮しながら、審査会にて審査員の合議の元で審査を実施。 

          （主要な審査員） 

           ・金子美聡 （古賀すたいる編集長） 

           ・庵原由嘉 （Photoconnect イハラ写真館/フォトグラファー） 

           ・中村隆象 （古賀市長） 

   選定数  １０作品程度を入選作品として選定。 

        そのなかから「最優秀賞（グランプリ）」「古賀市長賞」「古賀すたいる編集 

長賞」を選定。さらに… 

※平成３０年度より「株式会社ジェイコム九州 福岡局」と「古賀市観光

協 
会」に参加していただき、それぞれ「JCOM 賞」「古賀市観光協会賞」と 
しても授与されます！ 

   特典   「最優秀賞（グランプリ）」「古賀市長賞」「古賀すたいる編集長賞」「JCOM 

賞」「古賀市観光協会賞」には、それぞれ記念品を贈呈。 

   関連企画 ①平成３０年５月１７日（木）に開催される古賀市教育委員会主催・コス 

モス市民講座開講式において、その第二部の中で「古賀をインスタグラ 

ムしよう」という題にて「古賀すたいる」がこれまでのフォトコンテスト

の概要をご紹介します。申込不要・参加費無料です。（別紙参照） 

   ②上記の一環で、平成３０年４月３０日（月/祝）まで、古賀市生涯学習セ 

         ンター・交流館１階にフォトコンテスト応募作品を展示中です。 

  

【問い合わせ先】古賀すたいる  
http://www.koga-style.com/   kogastyle26@gmail.com  
電話 090-6663-0836 (戸田) 090-5476-0646 (大神) 
※市のサポート内容については、 
経営企画課広報秘書係（友杉・吉田）にお尋ねください。 

 若い方、それも特に女性に普及が進む SNS の一つ Instagram。このツールに着目して、古賀

の魅力を見つけて広げるために Instagram を用いてのフォトコンテストを開催しています。 
第５回のテーマは、あなたが過ごして楽しい古賀。それは、海・山・川で過ごす時間？それと

も「食の祭典」のようなイベント？通勤・通学そして観光で訪れる古賀？大切な誰かとの古賀で

の暮らしを楽しむとき？ 
 参加は簡単！【#タノシイ古賀フォトコン】というタグをつけて Instagram に投稿するだけ。

今までの古賀のイメージとは違った（？）、大好きな古賀の魅力を一緒に見つけて伝えましょう！ 
古賀に暮らしている人や、古賀で仕事をしている人、古賀を通り過ぎている人が、見過ごされ

がちな古賀の魅力を発見し、Instagram を通じて紹介してくれています。今回のフォトコンテ

ストをきっかけに、さらなる古賀の地域資源の発掘と活用につなげます。 

～SNS を通じて「あなたのタノシイな古賀」が拡散！～ 
Instagram を使った手軽なフォトコンテスト（第５回）がスタート！ 
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※古賀市教育委員会主催・コスモス市民講座開講式概要 

 

 

 

 

展示風景 
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ＪＲ古賀駅自由通路内に「バスナビジョン」を設置！ 

 
 
 
 
 
 

■バスナビジョンの設置について 

バス利用者の利便性の向上と利用促進を図るため、3 月 20 日に西日本鉄道(株)と古

賀市が協力して設置したもので、古賀市が設置費用を負担し、西日本鉄道(株)が維持管

理を行います。 

利用者からは、「バスが来るまで待合室で待つことができる」「バスが通過済みか確認

できて便利」「駅の東口と西口にバス停、どちらが先に来るのかわかる」「バスのことを

知らなかったが今度から使ってみたい」などの声が聞かれました。 

 

◆バスナビジョン仕様 

天井吊下型バス停表示機 幅７５㎝×縦４５㎝ 

  モニタサイズ ３２型 

  
 

 

■「西鉄バス古賀市内線」について 

古賀市内を運行する西鉄バスは、かつて薦野地区に古賀車庫があり路線の発着地であ

ったことから「西鉄バス薦野線」という名称でした。しかしその後「舞の里系統」や「小

竹系統」といった系統もでき、バス利用を促進していく上で「薦野線」より「古賀市内

線」の方が分かりやすいと市と運行事業者である西日本鉄道株式会社が協議した結果、

4 月 1 日より「西鉄バス古賀市内線」という名称に改めることになりました。 
古賀市におきましては今後「西鉄バス古賀市内線」において「バス乗っ得キャンペー

ン」等の利用促進キャンペーンを実施する予定です。 
 

ＪＲ古賀駅自由通路内に西鉄バスの接近案内および時刻表をモニターで確認できる

「バスナビジョン」を設置しました。利用者のバスと電車の乗り継ぎの利便性の向上

やバス利用促進の効果が期待されます。 

また、４月１日より古賀市内のバス路線「西鉄バス薦野線」の名称が「西鉄バス古賀

市内線」に変わりました。 

 

【問い合わせ先】 
  古賀市役所 経営企画課経営企画係  

担当：中田  電話：092－942－1113   
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元気アップチャレンジ特別編！ 運動会前の走り方教室開催！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■運動会は君のためにある！走り方教室 
 日時：4 月 29 日（日）13 時～15 時 【小学 4 年生～6 年生対象】 
 講師：鈴木 恵介 氏（九州アスリートアローザル代表） 
 会場：古賀市民グラウンド（雨天時は古賀市民体育館） 定員：30 名 
 
 日時：5 月 6 日（日）13 時～15 時 【小学 1 年生～3 年生対象】 

  講師：藤木 祐一郎 氏（宇美町陸上クラブ UGTC 代表） 
  会場：古賀市民体育館  定員：50 名 
  ※いずれも運営協力：NPO法人古賀市体育協会、古賀市スポーツ推進委員 
   申込定員に達したため受付は終了しております。 

■実施内容 

  走り方の実技指導やコーディネーショントレーニングを活用し、速く走る「コツ」 

を学びます。 

 

■平成 30 年度こがっ子元気アップチャレンジ 

 日程：第 2 土曜日 

6/9,7/14,9/8,10/13,1/12,2/9   【小野小、古賀東小、古賀西小、千鳥小】 
第 4 土曜日 

    6/23,7/28,9/22,10/27,1/26,2/23 【青柳小、花鶴小、花見小、舞の里小】 
 時間：10 時～11 時 30 分 
 内容：運動遊びや競技体験等 
指導：古賀市スポーツ推進委員、NPO 法人古賀市体育協会 

 ※学校行事等により日程は変更になる場合があります。 
 

 現在、子どもの体力は今の小学生の親世代と比較すると低下傾向にあります。古賀

市教育委員会では平成 24 年度から子どもの体力向上事業として「こがっ子元気アッ

プチャレンジ」を市内全小学校第 2、第 4 土曜日に年間 6 回程度開催してきました。  
これまで、古賀市スポーツ推進委員が中心となり、運動の基本動作の練習や各競技種

目の体験等のスポーツ教室を実施しており、各校との連携も実を結び、ここ数年、小

学 5年生男女の体力テストの結果も全国平均、福岡県平均を上回る結果が出ています。 
今年度は初の取組として、元気アップチャレンジの PR 活動の一環として、運動会

前に走りが速くなるコツを学ぶ、「走り方教室」を実施します。 

【問い合わせ先】 
  古賀市教育委員会 生涯学習推進課  スポーツ振興係  

担当：高井     電話：092－942－1347 
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○全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果（古賀市小学 5 年生） 
 項目別（50m 走）については、男子は全国平均と同じ、女子は全国平均を下回る結

果となっている。古賀市の児童の傾向として例年、瞬発系に課題があり、今回は瞬発系

能力向上のアプローチとして、走り方教室を実施する。 
参考：平成 23 年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果（元気アップチャレン

ジ開始前） 
   各項目：全国平均以上 

（男子：上体起こし、長座体前屈のみ 女子：全国平均以上なし） 
平成 29 年度 
各項目：全国平均以上 

（男子：全種目 女子：握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、 
20m ｼｬﾄﾙﾗﾝ） 

種目一覧： 
握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20m ｼｬﾄﾙﾗﾝ、50m 走、立ち幅とび、

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 
 
 

○走り方教室チラシ 
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古賀を歩こう！歩いてん道ウォーク～古代の風～ 

 
■実施日時・スケジュール、場所または事業名など 

 

 

■アピールポイント 

  平成 25 年 3 月に古墳の周りの土坑から豪華な品物が発見され大きな話題になっ

た古賀市唯一の国史跡「船原古墳広場」と、海人族と密接な関係を持った外海と面

した海上交通の拠点であった鹿部田淵遺跡の歴史公園「みあけ史跡公園」をつなぐ

コースを歩き、5 世紀から 6 世紀のころに思いを馳せ、本市の良さを再発見する機

会にしたいと思います。 
  「国史跡船原古墳速報展」「船原古墳広場」「みあけ史跡公園」各所で文化財職員

による案内があります。 
   
■実施内容 

  開催日     5 月 12 日（土） 
  時間      受付／9 時 30 分  開会／9 時 45 分 
          速報展見学／10 時～10 時 15 分 
          終了予定時間／14 時 30 分 
  コースと距離  歴史資料館～みあけ史跡公園～古賀グリーンパーク～船原古

墳広場       約 14ｋｍ 
  スタート・ゴール会場 
          市民グラウンド 
  昼食会場    古賀グリーンパーク 
  参加申込    当日、会場で受付 

参加費     無料 
  持ち物     昼食、飲み物、帽子他    
  雨天時     中止 
 
■主催（共催） 

  古賀市  古賀市教育委員会 

 

 

今回は「みあけ史跡公園」「船原古墳広場」をつなぐ約１４ｋｍのコースです。 

スタート前に歴史資料館で開催の「国史跡船原古墳速報展」を見学し、古代の交流

都市に関する知識を得て歩きます。 

【問い合わせ先】 
  古賀市役所 生涯学習推進課 スポーツ振興係  

担当：荒川   電話：092－942－1347  
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