
 古賀市記者懇談会（１１月）  
平成３０年１１月２１日（水）１５時３０分～ 

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６回)の受賞作品が決定！【P1】 

【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を開催し

ました。今回のテーマは「オイシイ古賀」。58 件の作品の中から厳正な審査の結果、優秀作

品が決まりました。 

 

② 古賀市の魅力を全国に発信！「６万人のＫＯＧＡセールスマン」を大募集！【P2】 

【古賀市役所】（問い合わせは経営企画課 波多江＝092－942－1346） 

市の PR を裏面印刷した名刺シート（PR シート）を名刺として配付することで、市の魅

力を全国に発信する「6 万人の KOGA セールスマン」100 人を募集します。 
PR シートは、官学連携の一環で、九州産業大学造形短期大学部アート書道教室吉垣奈美

代先生に依頼し、6 人の学生がデザインしたものです。 
 

③ 「いのち輝くまち☆こが２０１８」を開催します！【P3~4】 
【古賀市役所】（問い合わせは人権センター 小河＝092－942－1128） 

今年は、「世界人権宣言」から 70 年になります。 
43 回目を迎える古賀市における「人権尊重週間」の取組として、「いのち輝くまち☆こが

2018 ～市民が人権について考え、学びあう一日～」を開催します。今年の全体テーマは「と

もに生きる」としています。 
 

④ 東京２０２０オリンピックに向けルーマニア柔道チームの事前キャンプ開始！【P5】 
【古賀市教育委員会】（問い合わせは生涯学習推進課 吉永＝092－942－1347） 

11 月 20 日から 12 月 1 日まで、ルーマニア柔道ナショナルチームの選手及び監督、コー

チあわせて 24 人が古賀市・福津市で事前キャンプを行っています。 
期間中は、両市内に宿泊し、市民との交流やトレーニングなどを行います。 
オリンピックをめざす選手と市民が互いの文化を学び合い、また、東京 2020 オリンピッ

クへの機運を高めていく機会としていきます。 
 

 

■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 6 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。） 
（※第 5 回より古賀市観光協会・株式会社ジェイコム九州福岡局が協賛） 

 応募期間 平成 30 年 9 月 15 日～平成 30 年 11 月 15 日 
   参加方法  Instagram アプリを使って、古賀の「オイシイ」ものを撮影して 

「＃オイ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、「オイシイ」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 （Photo+connect イハラ写真館/フォトグラファー） 
           ・中村隆象 （古賀市長） 
           ・花田亜紀 （古賀すたいる会員／フォトグラファー） 
        ・波多江由美・友杉千鶴 （古賀市経営企画課・広報担当） 
   審査結果 58 件の投稿のうち 4 作品を優秀作品として選定  

うち 1 作品ずつ「最優秀賞」「古賀市長賞」「古賀市観光協会賞」「J:COM 賞」 
として表彰。 

   特典   優秀賞に、記念品を贈呈。 
① 協賛企業の「カメラのキタムラサンリブ古賀店」より、写真をプリン

トし、その写真を額装しプレゼント。 
② 古賀市公式 Web サイトトップページにおいて優秀賞を展示。 
③ 各賞の提供者から記念品を授与。 

（今後の展望） 
 さらに古賀がダイスキな Instagram 利用者の裾野を広げ、Instagram を利用す

るような若い世代が古賀に写真を撮りに集まるようなコンテストとするため、年

間フォトコンテスト「＃ダイスキ古賀フォトコン」を実施中です。 
 平成 30 年度第三期（通算 7 回目）は、12/15～1/15 の期間中に「＃モノクロ古

賀フォトコン」として開催します。 
 

 

 

 

 若い人、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 6 回のテーマは、あなたが見つけた「オイシイ古賀」。【#オイシイ古賀フォトコン】という

タグをつけて、コンテストに応募した投稿は５８件！ 
古賀在住の人や、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。その作品たちの中から、厳正

な審査の結果、優秀作品が決まりました。 

～SNS を通じて「あなたのオイシイ古賀」が拡散！～ 
Instagram を使った手軽なフォトコンテスト（第６回）の受賞作品が決定！ 

 

【問い合わせ先】古賀すたいる  
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（波多江・友杉）にお尋ねください。 



２ 

 

古賀市 記者発表資料 

 

古賀市の魅力を全国に発信！ 

「６万人のＫＯＧＡセールスマン」を大募集！！！ 

 
市のＰＲを裏面印刷した名刺シート（ＰＲシート）を名刺として配付することで、市

の魅力を全国に発信する「６万人のＫＯＧＡセールスマン」１００人を募集します。 

ＰＲシートは、官学連携の一環で、九州産業大学造形短期大学部アート書道教室吉垣

奈美代先生に依頼し、６人の学生がデザインしたものです。 

 

 

■対象 
 KOGA セールスマンの活動に賛同する希望者（市内外居住は不問）先着 100 人 
 
■活動内容 

KOGA セールスマンとして、PR シート（一人あたり 10 シート・名刺 100 枚分）を

お渡しします。表面は各自印刷し、名刺として活用することで、古賀市の魅力を全国に

発信していただきます。 
 

■PR シートの受領 
 経営企画課窓口、もしくは遠方の場合は電話やメールで郵送による受け取りも可能で

す。受領時には、氏名、電話番号、送付先（郵送の場合のみ）を伺います。 
 

■報酬 

 無報酬 

 

■PR シート 
官学連携の一環で、九州産業大学造形短期大学部アート書道教室吉垣奈美代先生に依

頼し、6 人の学生がデザインしたものです。（吉垣奈美代先生：書家悠杏として活動、

第 51 回全日本書道芸術展のデザイン書道部門でグランプリを受賞） 
PR シートのフォーマットは市公式ホームページからダウンロードが可能です。応募

の有無にかかわらず活用ください。 
 

 

【問い合わせ先】 
古賀市役所 経営企画課 広報秘書係 
担当：波多江 
電話：092－942－1346 
メール：pr-koho@city.koga.fukuoka.jp 
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「いのち輝くまち☆こが２０１８」を開催します！ 

 

 

 

 

 

 

■日時など 
 日時：平成 30 年 12 月 9 日（日）10 時開演（受付 9 時 30 分） 
 場所：リーパスプラザこが（中央公民館、交流館、図書館、歴史資料館ほか） 
 
■実施内容【別紙チラシ参照】 
 ◇午前の部 
  10:00～ ステージ発表：中央公民館大ホール 

①花見小学校 6 年生「長崎から未来へ」 
②人権作文の発表 
③講演会 ： ドリアン助川氏 

   「私たちはなぜ生まれてきたのか 
 ～映画「あん」でハンセン病快復者の人生を描いた意味～」 

  ◇午後の部 

   13:00～分科会 
   ①「地域にかかわって」：歴史資料館 2 階中会議室 

古賀北中学校、古賀西校区コミュニティ、西南大学研究生による報告 
   ②「絆をふかめて」：交流館多目的ホール 

古賀東小学校、千鳥小学校の取組報告 
   ※特別講座：中央公民館大会議室 

農中
のうなか

茂徳
しげのり

氏の講演「消えた風景からの学び」 

    古賀市社会「同和」教育推進協議会が主催する「第 5 回人権セミナー」 
   ※特別上映：中央公民館大ホール 

     映画「あん」の上映 

今年は、「世界人権宣言」から７０年になります。 

４３回目を迎える古賀市における「人権尊重週間」の取組として、「いのち輝くま

ち☆こが２０１８ ～市民が人権について考え、学びあう一日～」を開催します。今

年の全体テーマは「ともに生きる」としています。 

午前中の全体会では、樹木希林さん主演の映画「あん」の原作者であるドリアン助

川氏による「私たちはなぜ生まれてきたのか ～映画「あん」でハンセン病快復者の

人生を描いた意味～」と題したご講演をいただきます。 

午後からの分科会では、２つの分科会と１つの特別講座を予定。また、特別上映と

して映画「あん」の上映も予定しております。 
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 ◆「みんなの人権ひろば」：中央公民館ホワイエ 
    人権尊重作品展示（ポスター、標語、作文）、なのみ工芸「さおり織」作品 
    世界人権宣言 70 周年記念パネル 
  ■15 時閉会予定 

 

【問い合わせ先】 
  古賀市役所 人権センター 人権教育・啓発係 
  担当：小河 
  電話：092－942－1128 
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東京２０２０オリンピックに向け 

ルーマニア柔道チームの事前キャンプが始まります 

 
 
 
 

 

 

■ルーマニア柔道チーム概要（24 人） 
 ・シニア（21 歳以上）・・・・・・・・・・9 人 
 ・ジュニア・カデ（15 歳～20 歳）・・・・12 人 
 ・監督・コーチ・・・・・・・・・・・・・3 人 
 

■実施スケジュール予定（詳細は別紙のとおり） 
・平成 30 年 11 月 20 日（火）～12 月 1 日（土） 

 ・午前は、市内小中学校や事業所、市民との交流などを予定しています。 
 ・午後は、出稽古を中心に練習を行います。（近隣の大学や高校、実業団など） 

 
 ■キャンプ実施に関する基本合意書調印式 
  ・日時 平成 30 年 11 月 28 日（水） 17 時～ 
  ・場所 リーパスプラザこが交流館 多目的ホール 
   

■キャンプ実施の目的 
 東京 2020 オリンピック出場をめざす選手の強化合宿支援及び交流を通し、青少

年をはじめ市民が選手と交流することにより、東京 2020 オリンピック・パラリン

ピックへの関心を高め、国際理解や障がい理解を深めます。 
選手との交流を通して、夢の実現への努力を共有し、互いの文化を学び合うこと

で、改めて夢を持つことのすばらしさや、市の魅力を再発見し、スポーツをはじめ

さまざまな生活の活力につなげます。 
 

 

 

 

１１月２０日から１２月１日まで、ルーマニア柔道ナショナルチームの選手及び

監督、コーチあわせて２４人が古賀市・福津市で事前キャンプを行っています。 

期間中は、両市内に宿泊し、市民との交流やトレーニングなどを行います。 

オリンピックをめざす選手と市民が互いの文化を学び合い、また、東京２０２０

オリンピックへの機運を高めていく機会としていきます。 

【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：吉永、高井 
  電話：092－942－1347 



ルーマニア柔道チーム事前キャンプ中の交流等予定

※平成30年11月21日現在の予定内容です。
※練習スケジュール等により変更する場合があります。

月日 時間 場所 内容（午前）

11月21日（水） オフ（時差調整など）

11月22日（木） オフ（両替など）

11月23日（金） オフ

11月24日（土）
14：00～
15：00

古賀市 みかん狩り

11月25日（日）
11:00～
12:00

福津市
漁港スタート

市民（松林）ウォーキング大会

11月26日（月）
10：00～
13：30

古賀市
古賀中学校

体育授業（柔道・サッカー）、給食交流

11月27日（火） オフ

11月28日（水） 調整中（日本文化体験）

11月29日（木） オフ

11月30日（金）
10：50～
13：00

古賀市
舞の里小学校

歓迎集会、習字体験、給食交流

※午後は、近隣の大学、高校等に出稽古に行きます。

※11月28日（水）17：00～　基本合意書調印式　リーパスプラザこが交流館

　　　　　調印者：ルーマニア柔道チーム監督、県知事、古賀・福津両市長

別紙 
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