
 古賀市記者懇談会（９月）  
平成３０年９月２６日（水）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 青柳小学校「青小 100km キャラバン」を実施します！【P1】 
【青柳小学校】（問い合わせは青柳小学校教頭 緒方＝092－942－2331） 
 青柳小学校では、6 年生が県内の小学校体育館などで寝泊まりしながら 5 日間で約 100km
を歩く総合的な学習の時間の取り組みで、今年で 18 回目です。 
 今回のテーマは「チーム」です。自分自身の頑張りだけでなく、休憩させていただく小学

校の 6 年生とも一緒にチームなれたらと考えています。 
 

② 古賀市子ども会育成会連合会球技大会の種目を変更します！【P2】 
【古賀市教育委員会】（問い合わせは青少年育成課 渋田＝092－942－1172） 

今年度で第５１回大会となる古賀市子ども会育成会連合会球技大会の種目をドッジボール

に変更します。参加者のニーズにこたえ、大会の活性化を図るためです。 

子どもたちの参加意欲を高めることで、連合会休会中の子ども会・育成会へのＰＲを行い

たいとも考えています。 

 

③ 第 24 回図書館まつり開催！【P3~4】 
【古賀市役所】（問い合わせは文化課 水上＝092－942－2561） 
 市立図書館では 10 月 26 日～28 日まで第 24 回図書館まつりを開催します。期間中は

「図書館で落語会」や読書講座「九州の文学者たち 2018」などたくさんのイベントが満

載です。 
 

④ 基本水量撤廃、水道料金を一部改定します【P5】 
【古賀市水道事業】（問い合わせは水道課 北村＝092－942－1129） 

古賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例が議会で可決され、10 月以降の検針分

から新料金が適用されます。近年の核家族化の進展や節水機器の普及に伴い、小口利用

者が増加していることから、基本水量（1 箇月 8 ㎥）の撤廃により水道使用者間の不公

平感を解消するものです。この改定により、小口利用者が主に値下げとなります。 
 

◎《お知らせ》 

① 古賀市長選挙について【P6】 
【古賀市役所】（問い合わせは総務課 市川＝092－942－1112） 

11 月 18 日告示、11 月 25 日投開票。 
投票日時：11 月 25 日（日）7 時～18 時 市内 11 箇所の投票所 
立候補予定者説明会：10 月 10 日（水）10 時～ 古賀市役所 501～503 会議室 

 期日前投票 
・11 月 19 日（月）～24 日（土）8 時 30 分～20 時 古賀市役所中会議室 

 ・11 月 23 日（金）～24 日（土）10 時～19 時 30 分 サンリブ古賀特設コーナー 
 
② 第 32 回古賀市健康福祉まつり【P7】 
【古賀市役所】（問い合わせは福祉課 平田＝092－942－1150） 
 日時：10 月 21 日（日）9 時 30 分～15 時 

場所：サンコスモ古賀 
参加費：無料 

 



 
③ オリンピアンがやってくる！第 8 回市民健康スポーツの日を開催！【P8】 
【古賀市体育協会】（問い合わせは 阿部＝092－944－1825） 

  日時：10 月 21 日（日）8 時 30 分～13 時 
  場所：市民体育館・市民グラウンド・リーパスプラザこが交流館多目的ホール 
  参加費：無料 
 
④ 親子で楽しもう！商店街の空き店舗で「ハロウィンパーティ」開催！【P9~10】 
【古賀すたいる】（問い合わせは 大神＝090－5476－0646） 

  駅前の商店街の空き店舗を舞台に、子ども向けワークショップや、可愛い雑貨のお

店を集め、「小さな商店街」わくわくサロンを開店します。 
  会場にハロウィンっぽい仮装で遊びに来ると、特典があるかも！？ 

日時：10 月 27 日（土）10 時 30 分～15 時 
場所：わくわくサロン 

 

■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１８回 青小１００㎞キャラバン 

 
 
 
 

 

■ 青小 100 ㎞キャラバン 2018 ～みんなでチーム 広げよう！友情の輪～ 
日時：10 月 15 日（月）～10 月 19 日（金）5 日間（4 泊 5 日） 

 行程 以下のとおり ※（交）は交流校 
  10 月 15 日（月）青柳小→立花小（交）→山田小（交）→久原小（交）→社会教

育総合センター（17.8ｋｍ） 
  10 月 16 日（火） 社会教育総合センター→志免西小（交）→席田小（17.2km） 
  10 月 17 日（水） 席田小→粕屋西小（交）→松島小（交）→青柳区公民館（18.7km） 
  10 月 18 日（木）青柳区公民館→千鳥小（交）→舞の里小（交）→玄海の家（26.8km） 
  10 月 19 日（金） 玄海の家→花見小（交）→古賀市役所→青柳小学校（20.4km） 
 
■目的、アピールポイント 

今年度の 6 年生は、学校行事や日々の活動において、「チーム」を合言葉に協力し

て取り組んでいます。その中で、今回のキャラバンでも、自分たち自身が頑張るのは

もちろんですが、移動途中で休憩させていただく小学校の 6 年生とも一緒のチームに

なれたら、そしてこのキャラバンを応援していただければと考え、このテーマにしま

した。 
 

■実施内容 

  □チームフラッグの作成（交流校） 

移動途中で休憩させていただく小学校の 6 年生へ、自分たちが歩くことにつらく

なったときに、チームとして後押ししてもらう意味も込め、事前にキャラバンの趣

旨を伝え、チームフラッグの作成をお願いしています。 

□休憩時の交流 

チームフラッグの受取りと、お互いの合唱披露などの交流を行い、全員がチーム

の意識を高め、その証としてチームフラッグを持って歩いていきます。集まったチ

ームフラッグは、最終日、市役所での報告会で披露したいと考えています。 

■主催 

 古賀市立青柳小学校、古賀市・古賀市教育委員会 

青小１００㎞キャラバンとは、６年生が小学校の体育館などで寝泊まりさせていた

だきながら、５日間で約１００ｋｍの道のりを歩く、総合的な学習の時間の取り組み

で、今年で１８回目になります。毎年、６年生が自分たちでテーマと交流内容などを

考え実施しています。 

【問い合わせ先】 
  古賀市立青柳小学校   

教頭 緒方 勝彦 
  電話：092－942－2331   
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古賀市子ども会育成会連合会球技大会の種目を変更します！ 

 
 
 
 

 

■日時など 

名称：第 51 回古賀市子ども会育成会連合会球技大会 

日時：10 月 21 日（日） 11 時 30 分開会（15 時 30 分閉会予定） 

場所：クロスパルこが 体育館 

 

■目的やアピールポイント 

昨年度 50 回記念大会を終えた伝統ある球技大会の種目について、古賀市子ども会

育成会連合会（市子連）再活性化のため、ソフトボール・キックベースボールからド

ッジボールに変更します！ 

市子連は古賀市内 8 つの小学校区に属する自治会単位の子ども会（単位子ども会）

の連合会ですが、今年度は 2 つの校区と一部の単位子ども会が休会しています。 
加盟子ども会の休会、子どもの減少の結果、昨年度の球技大会は 50 回記念大会で

したが参加チーム数はソフトボール 9 チーム、キックベースボール 8 チームと過去最

少となりました。 
一方で、昨年度実施したドッジボールのプレ大会では高学年 13 チーム 189 名、低

学年 13 チーム 177 名計 26 チーム 366 名の参加があり、今年度はさらに増加を見込

んでいます。 
学校での競技経験があり、低学年から参加できる種目とすることで、参加者のすそ

野を広げ、多くの会員の参加を得るとともに、休会中の単位子ども会会員に復帰を促

す機会ともとらえています。 

 

■実施内容 

ドッジボール大会（低学年の部、高学年の部） 

 

■主催 

古賀市子ども会育成会連合会 

 

今年度で第５１回大会となる古賀市子ども会育成会連合会球技大会の種目をドッ

ジボールに変更します。参加者のニーズにこたえ、大会の活性化を図るためです。 

子どもたちの参加意欲を高めることで、連合会休会中の子ども会・育成会へのＰＲ

を行いたいとも考えています。 

 

【問い合わせ先】 
 古賀市教育委員会 青少年育成課 

青少年育成係 担当：渋田 
 電話：092－942－1172 
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第２４回図書館まつり 

図書館で「ホッと一息」 初めて大人向け「図書館で落語会」開催！ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

■第 24 回図書館まつり  
期間：平成 30 年 10 月 26 日（金）～28 日（日） 
場所：古賀市立図書館・リーパスプラザこが歴史資料館中会議室 

 第 72 回読書週間標語「ホッと一息 本と一息」をテーマに図書館まつりを開催。 
 普段図書館に来ない市民も気軽に親しめるイベントを多数用意します。参加無料。 
 

■今回初開催！ブックカバーを作ろう 
日時：10 月 26 日（金）10 時 30 分～12 時  
場所：リーパスプラザこが歴史資料館中会議室 

 あなたの大切な本にかわいいブックカバーをかけましょう。簡単に作れます。 
 
■どようおはなし会プラス 
日時：10 月 27 日（土）11 時～12 時  
場所：市立図書館こがめルーム 
平成 30 年度「おはなし会」をテーマに読み聞かせやわらべ歌などの研修を重ねた「古

賀市中学生読書サポーター」が、「古賀子どもの本の交流会」の皆さんとともに、ふだ

んのどようおはなし会にプラスして小学生向けのおはなし会を行います。 
 
■読書講座｢九州の文学者たち 2018｣  
講師：塚崎 謙太郎さん（西日本新聞社編集局社会部次長） 
日時：10 月 27 日（土）14 時～16 時 場所：リーパスプラザこが歴史資料館中会議室 
定員：50 人（要申込 9 月 20 日（木）～図書館カウンターまたは電話） 

 記者の視点でとらえた作家像・作品像や現在の九州の文学の状況をお話いただきます。 
※「古賀市高齢者外出促進事業」対象の講座です。 

 

古賀市立図書館では１０月２６日から２８日まで第２４回図書館まつりを開催しま

す！ 

宗像落語会の粗忽家
そ こ つ や

 酔書
よいしょ

さんをお迎えし、初めて大人向けの「図書館で落語会」を

１０月２８日に開催します。 

西日本新聞社の塚崎 謙太郎氏による読書講座「九州の文学者たち２０１８」も２７

日に開催。大人気「ブックリサイクル」に加え、図書館職員おすすめの本をつめあわせ

た「本のお楽しみ袋」の貸出も。図書館で「ホッと一息、本と一息」つきませんか？ 
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■今回初開催！｢図書館で落語会｣  

講師：粗忽家 酔書さん（宗像落語会） 
日時：10 月 28 日（日）14 時～15 時 場所：リーパスプラザこが歴史資料館中会議室 
定員：60 人（要申込 9 月 20 日(木)～図書館カウンターまたは電話） 
宗像落語会会長、アマチュア落語家 粗忽家 酔書さんを迎え、大人向けとして初の

落語会を開催。平成 29 年度「はじめての子ども落語」が大好評で、今回伝統芸の紙

切りも披露する。 
 

■期間中開催 

〇ブックリサイクル 

 図書館で長年使われ、役目を終えた一般向けの図書を無料で差し上げます。 

〇ぬりえコンテスト  

図書館マスコット「ことちゃん」のぬりえを楽しもう。 

〇布の絵本展示    

布の絵本ボランティア「つくしんぼ」制作の布の絵本で遊ぼう。 

〇今回初開催！どくしょの木 

 読んで面白かった本を小さな紙に書いて貼り、皆で大きな木に育てよう。 

〇本のお楽しみ袋   

図書館職員おすすめの本を袋につめて貸し出します。 

 

 

【問い合わせ先】 
  古賀市役所 文化課図書館係  

 担当：水上 
  電話：092－942－2561   
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基本水量撤廃、水道料金を一部改定します 

 
 
 
 

 

■実施日時・スケジュール 
条例施行日  平成 30 年 10 月 1 日（12 月請求分から料金に反映） 

 
■目的、アピールポイント 

平成 9 年の料金改定以降、少子高齢化に伴う核家族化の進展や、節水機器が普及し小

口利用者の増加が顕著となっています。 
昨年 12 月に古賀市上下水道事業経営等審議会から水道料金制度のあり方について答

申を頂戴し、その中のひとつとして「基本水量の廃止」があげられており、こうした動

きをうけて、今回基本水量撤廃を柱とした料金の一部見直しを行いました。 
 

■実施内容 
（計算例）  2 箇月の税抜き料金 
0 ㎥使用者  2,600 円  → 2,000 円（23.1％減） 
1 ㎥使用者  2,600 円  → 2,035 円（21.7％減） 
6 ㎥使用者  2,600 円  → 2,210 円（15.0％減） 
10 ㎥使用者 2,600 円  → 2,350 円（9.5％減） 
16 ㎥使用者 2,600 円  → 2,560 円（1.5％減） 
以降、2 箇月で 16 ㎥以上使用するご家庭、事業者は一律 40 円下がります。 
 

■その他 

今回の改定による年間収入減額見込み 約 1400 万円（料金収入比で－1.4％） 
特に恩恵を受ける 16 ㎥以下の世帯は約 5100 世帯（級数戸数の約 3 割） 
ここ 5 年間で 0～16 ㎥の使用世帯は、毎年 150 世帯ずつ増加しています 
16 ㎥以上の従量単価は据え置き 
 

 

 

 

古賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例が９月２５日に議会で可決され、１

０月以降の検針分から新料金が適用されます。近年の核家族化の進展や節水機器の普

及に伴い、小口利用者が増加していることから、基本水量（１箇月８㎥）の撤廃によ

り水道使用者間の不公平感を解消するものです。 

【問い合わせ先】 
  古賀市水道事業 水道課管理係  担当：北村 
          給水係     担当：岩熊 
  電話：092－942－1129   
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古賀市長選挙について 

 
 
 

 

■投票日時・場所 
投票日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）7 時～18 時 
場 所：古賀市内 11 箇所の投票所 

＊古賀市の当日投票時間は、7 時～18 時です。 
投票所閉鎖時刻を 2 時間繰り上げておりますので、ご注意下さい。 
 
立候補予定者説明会 

   日時：平成 30 年 10 月 10 日（水） 
      10 時～ 
   場所：古賀市役所 第 2 庁舎 5 階 501～503 会議室 
 

期日前投票 
  日時：平成 30 年 11 月 19 日（月）～11 月 24 日（土） 

8 時 30 分～20 時 
  場所：古賀市役所 第 2 庁舎 2 階 中会議室 
 
  日時：平成 30 年 11 月 23 日（金）～11 月 24 日（土） 
     10 時～19 時 30 分 
  場所：サンリブ古賀 1 階 特設コーナー 
 

 
■今回の選挙も 11 月 23 日（金）、24 日（土）の 2 日間、サンリブ古賀に期日前投票

所を設置します。みなさまサンリブ古賀での買物の前後に、投票所入場整理券をお

持ちになり、特設コーナーにお立ち寄りください 
 

 
 
 

 

 

１１月１８日告示、１１月２５日投開票、古賀市長選挙を行います。 
それに伴い、１０月１０日に立候補予定者説明会を開催します。 
また、今回の選挙もサンリブ古賀の店内に期日前投票所を設置します。 

【問い合わせ先】 
 古賀市選挙管理委員会   
担当：割石・市川 

 電話：092－942－1112 
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第３２回 古賀市健康福祉まつり 

 
 
 
 

■実施日時 
 □日時：10 月 21 日（日） 9 時 30 分～15 時  

  □場所：サンコスモ古賀 
 

■目的 

 「ずっといきいき、助けあい、支えあい」をテーマとし、誰もが生涯にわたって住

み慣れた地域でお互いに助けあい、支えあいながら安心して生活できる社会を目指

し、健康福祉まつりを開催します。 
 
■実施内容 

 □講演会 
・10 時～11 時 30 分 福岡東医療センターによる講演 

「知っておきたい成人病～がん・脳卒中・心筋梗塞～」 
・13 時～14 時 20 分 福岡女学院看護大学秋季公開講座 

「意外と身近ながん経験者の生活を考える」 
 □健康・福祉・子育て・医療に関する展示、体験：約 30 ブース 
 □屋内ステージ発表：市内保育園園児による歌や福祉団体等による手話ダンスなど 
 □屋外テントでの販売：福祉関係団体等による授産品などの販売 
□ポイントラリー：5 ポイント集めて景品プレゼント 

（先着 1,000 名様に古賀産の新米 2 合、1 人 1 回まで） 
 □くじびき：ポイントラリー参加者は、ポイントを集めるとくじびきに参加でき、 

健康・福祉に関する商品が当たる！ 
 

■主催・共催 

 主催：古賀市健康福祉まつり実行委員会 

 共催：独立行政法人福岡東医療センター・福岡女学院看護大学・粕屋医師会 

 

 

 【問い合わせ先】 
  古賀市役所 福祉課福祉政策係   

担当：平田 
  電話：092－942－1150 

市民の健康・福祉・子育て・医療に関する展示や体験を通じて理解を深め、誰もが

いきいきとすこやかに暮らすことができるまちづくりを推進するために、健康・福祉

を身近に体験できる場として、健康福祉まつりを開催します。 
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オリンピアンがやってくる！第８回市民健康スポーツの日を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日時など 
名称：体験型スポーツイベント「第 8 回市民健康スポーツの日」 
日時：10 月 21 日（日）8 時 30 分～13 時 
場所：市民体育館・市民グラウンド・リーパスプラザこが交流館多目的ホール 
 

■キャッチフレーズなど 
オリンピアンがやってくる！ 
体験型スポーツイベント「第 8 回市民健康スポーツの日」を開催します！ 
 

■実施内容 
体育協会加盟の 19 協会によるスポーツスタンプラリーを行い、タグラグビー・キッ

クベースボール・障がい者スポーツ・軽スポーツの体験ができます。また小鴨由水さん

をお招きし、講演会と走り方教室も開催します。 
 

■主催 

古賀市、古賀市教育委員会、特定非営利活動法人古賀市体育協会 

 

 

 

 

古賀市では、スポーツ振興基本計画に掲げる「子どもの体力向上」「成人のスポー

ツ実施率向上」「元気な人づくりの支援」を達成することや幅広く市民スポーツの振

興を行うため、市民健康スポーツの日を開催します。 

 市民体育館と市民グラウンドを主会場としスポーツスタンプラリーを行い、タグラ

グビー・キックベースボール・障がい者スポーツ・軽スポーツの体験ができます。ま

たバルセロナオリンピック女子マラソン日本代表の小鴨
こ か も

由
ゆ

水
み

さんをお招きし、講演会

と走り方教室も開催します。 

【問い合わせ先】 
特定非営利活動法人 古賀市体育協会事務局 
（古賀市市民体育館内） 担当：阿部 
電話・FAX：092－944－1825 
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■事業の概要 
名称 わくわくサロンのハロウィンパーティ 
日時 10 月 27 日(土) 10 時 30 分～15 時   ※雨天決行 ※入場無料 

       ※商店街の空き店舗を使って、子育て中のママ向けブースが登場！ 
※空き店舗を飛び出し、商店街の約 10 店舗のお店をめぐるウォークラ 
リーを実施します。申込不要。飛び入り歓迎。 
ドレスコードは、ハロウィンらしい仮装で。 

場所 わくわくサロン（旧・結城呉服店（古賀市天神 1-3-12）） 
主催 古賀すたいる （代表：戸田祐子） 

    
会場は、かつて呉服店として活躍し古賀の市民にもなじみのあった場所。畳のあるスペース

を活かして、この空き店舗にママを癒すための「美容・占い・リラクゼーション」をテーマに

したブースを中心に、子ども向けワークショップや、可愛い雑貨のお店を集め、今年の秋に 1
日限りの「小さな商店街」わくわくサロンを開店します。 

 
また、この旧呉服店内だけではなく、古賀駅西側界隈の商店街のお店さんに協力していただ

き、「わくわくサロン」を出発して仮装してお店をめぐるハロウィンならではのウォークラリ

ーを予定しています。仮装した子どもたちが、商店街のお店の皆さんに緊張しつつも「Trick or 
Treat！」と声をかける姿や、お菓子を笑顔で渡してくれるお店の皆さんの姿が、今年も商店

街の中に広がることを願っています。 
 
 報道機関の皆様も、空き店舗から始まる古賀市における地域活性化のご支援と、古賀界隈に

おける子育て中の親世代やその子どもたちにこの空間を楽しんでいただけるよう、事前の告知

や当日のご取材などでご協力いただけましたら幸いです。 
 
 ※当日のご取材の際はぜひ仮装でお越しください。 
 

 

古賀駅前の商店街の空き店舗を舞台に、子育て中のママが中心となって、小さな商店街がうまれ

ます。子育て中のママに楽しんでもらえるようなお店さんたちがたくさん。出店するお店さんたち

や、運営スタッフにも子育て中のママが多くを占めて、ママと子どもたちのために企画をしていま

す。 
子連れでも楽しめるように、子ども向けワークショップもあります。今回のテーマはハロウィン

パーティ。なので、会場にハロウィンっぽい仮装で遊びに来ると、イイことがありますよ。さらに、

１４日（土）には、商店街のお店さんたちが、仮装で訪れた子どもたちが来てくれるのを楽しみに

しています。コース上のポイントとなるお店に遊びに行って、Trick or Treat！ 

【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) 

「ハロウィンパーティ」を開催します！街へ飛び出す仮装ウォークラリーも♪ 

 

親子でハロウィン気分を楽しもう！古賀駅前の商店街の空き店舗で 
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（2017 年のハロウィンパーティの模様） 

  
 
（2017 年の仮装ウォークラリーの模様） 
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