
 古賀市記者懇談会（１月）  
平成３１年１月２８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 博多大丸「九州探検隊」を「情報発信アンバサダー」に認定【P1】 
【古賀市役所】（問い合わせは経営企画課 中田＝092－942－1113） 

㈱博多大丸では、2018 年 6 月から、九州の各市行政と協力して、地域の情報を収

集・発掘し、顧客に広く紹介する「九州探検隊プロジェクト 」をスタートしました。

今回、㈱博多大丸を本市の「情報発信アンバサダー」として認定するため、認定式を

行い、古賀市の特産品などの PR や販路拡大に取り組んでいただきます。 
 

② 第 52 回「グッドカンパニー大賞」で㈱アクタが特別賞受賞！【P2~3】 
【古賀市役所】（問い合わせは商工政策課 井手＝092－942－1176） 

（公社）中小企業研究センターが主催する第 52 回「グッドカンパニー大賞」の受賞

者が決定し、古賀市からは㈱アクタが特別賞を受賞しました。2 月 4 日（月）に東京・

大手町の経団連会館経団連ホールにて表彰式が行われます。 

 

③ 新栄環美事業協同組合と災害時における一般廃棄物の収集運搬に関する協定の締

結について【P4~5】 
【古賀市役所】（問い合わせは環境課 安部＝092－942－1127） 

古賀市と新栄環美事業協同組合は、「災害時における一般廃棄物の収集運搬に関する

協定」を締結します。災害発生時に市内の業者が対応できない場合でも、組合加入の

業者が駆けつけ収集運搬を迅速に行うことができるようになります。 

 
④ ナイトミュージアム&ライブラリー開催【P6】 
【古賀市教育委員会】（問い合わせは文化課（歴史資料館） 黒田＝092－944－6214） 

歴史好きのイタズラおばけに乗っ取られた閉館後の歴史資料館と図書館を、子ども

たちが班で協力しながらミッションに挑戦し、クリアして脱出するイベントです。 

  

⑤ 立候補予定者説明会を開催します【P7】 
【古賀市役所】（問い合わせは総務課 市川＝092－942－1127） 

4 月 21 日（日）に行なわれる予定の、古賀市議会議員一般選挙の立候補予定者説

明会を 2 月 26 日（火）14 時リーパスプラザこが中央公民館大会議室にて開催します。 
◎《お知らせ》 

① 図書館で学ぶがんシリーズ「大腸がん」【P8】 

【古賀市教育委員会】（問い合わせは文化課（図書館） 篠﨑＝092－942－2561） 
 日時：2 月 23 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分 
 場所：リーパスプラザこが歴史資料館中会議室 
② 「こがっ子元気アップチャレンジ」に「福岡春日シーキャッツ」がやってくる【P9】 
【古賀市教育委員会】（問い合わせは生涯学習推進課 荒川＝092－942－1347） 
 日時：2 月 23 日（土）10 時～11 時 30 分 
 場所：古賀市立花鶴小学校体育館 

 

 

 

■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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博多大丸「九州探検隊」を「情報発信アンバサダー」に認

定 

 
 
 
 

 

■アンバサダー認定式 

日時：1 月 28 日（月）16 時から 

場所：古賀市役所 A 応接室 

出席者：株式会社 博多大丸 取締役営業推進部長 高田 徹 様 

    九州探検隊メンバー 角田 英一 様、箱崎 純史 様 

内容： 認定証署名、写真撮影 など 

 

■「九州探検隊プロジェクト」とは 
株式会社博多大丸が開業 65 周年の事業として「九州探検隊プロジェクト」を 

2018 年 6 月からスタート。九州の地域に根差した百貨店として、「もっと、大丸が

出来ること」をスロ ーガンに、九州のまだ知られていない特産品や工芸品、伝統、

文化、祭りなど、「モノ」・「コト」を行政と一緒に発掘し、顧客に広く紹介すること

によって、九州全体の活性化を目指しています。 
 

■認定後の具体的な活動内容 

（１）大丸パサージュ広場での物販、観光など PR 活動 
（２）博多大丸売場での商品展開 
（３）九州深発見全館イベント⇒4 月、10 月に開催 
（４）博多大丸外商部係員による拡販活動 
（５）博多大丸ホームページなどでの情報発信 
 
■古賀市からアンバサダーへの推薦商品（第１弾） ※詳細は別紙 

博多あまおう・デコポン（JA 粕屋）、ドレッシング(㈱ピエトロ)、米びつ（㈱増田

桐箱店）、ニンジンジュース（ヤスタケファクトリー）、ポン酢・焦がし醤油（青柳

醤油）など 

 

  

株式会社博多大丸では、2018 年 6 月から、九州の各市行政と協力して、地域の情

報を収集・発掘し、顧客に広く紹介する「九州探検隊プロジェクト 」をスタートし

ました。今回、株式会社博多大丸を本市の「情報発信アンバサダー」として認定する

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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第５２回「グッドカンパニー大賞」で㈱アクタが特別賞を受賞！ 
 
 
 
 
 
■企業紹介 

企 業 名：（株）アクタ 
所 在 地：福岡県古賀市鹿部 335-1 
創  立：1955 年 1 月 
事業概要：伝統工芸である博多曲物に端を発するプラスチック製食品容器の総合メー

カーであり、伝統技術と最新テクノロジーで唯一無二の容器を生み出して

いる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■グッドカンパニー大賞とは 

（公社）中小企業研究センターが主催。全国の中小企業の中から､ 経済的､社会的

にすぐれた成果をあげている企業を選んで贈られる中小企業のための賞。 

昭和４２年以来、受賞企業は６７９社におよび、受賞後、多くの企業が発展を遂げ、

我が国の有力企業に成長。 

特に特別賞は省資源、環境保全、内需開拓、雇用福祉、地域振興など現代社会の緊

要な要請に対して特に貢献度が高い企業であって、将来性があると認められる企業に

与えられるもの。 

第５２回では、グランプリ２社、優秀企業賞８社、特別賞５社、新技術事業化推進

賞１社が受賞しており、福岡県からは（株）アクタが唯一の受賞。 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 
  古賀市役所 商工政策課  担当：井手 
    電話：092－942－1176 

（公社）中小企業研究センターが主催する第５２回「グッドカンパニー大賞」の受

賞者が決定し、古賀市からは（株）アクタが特別賞を受賞しました。２月４日（月）

に東京・大手町の経団連会館経団連ホールにて表彰式が行われます。 

【問い合わせ先】 
 （株）アクタ   担当：工場長 篠﨑 
    電話：092－943－3936 

ワン折りの省スペース化のイメージ 
日本にしか作れない洋食器をコンセプトとし、有田

焼「仁窯」と連携することでプラスチックに陶器の

質感を再現した【和力‐WAJIKARA-】 
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■受賞概要（（公社）中小企業研究センターHPより抜粋） 

 https://www.chukiken.or.jp/citation/intro_h30.html#sp1 

 

https://www.chukiken.or.jp/citation/intro_h30.html#sp1
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新栄環美事業協同組合との 

災害時における一般廃棄物の収集運搬に関する協定の締結について 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実施日時 

  日時：1 月 29 日（火）11 時から 
  場所：古賀市役所 3 階Ａ応接室 
 

■目的 

古賀市内で災害が発生した場合に、災害廃棄物を含めた一般廃棄物の収集運搬を広

域連携により迅速かつ円滑に行うことで、市民生活の安全・安心を早期に確保するこ

とを目的とする。 

 

■経緯 

災害時における一般廃棄物の処分については近隣の市町※と平成 12 年 12 月 25 日

「一般廃棄物の処理に関する相互協定」を締結。 
また、災害廃棄物（木くず、がれき等）の撤去・収集・運搬・処分について（公社）

福岡県産業資源循環協会（旧産廃協会）と平成 29 年 9 月 11 日「災害廃棄物の処理等

に関する協定」を締結。 
今回「新栄環美事業協同組合」と災害時における一般廃棄物の収集運搬について協

定を締結することで、災害時の円滑な対応を補完する形となります。 
今年度末には「災害廃棄物処理計画」の策定を予定。 

※福岡市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 
 
■詳細 

〇新栄環美事業協同組合について 
（１）設立年月日 平成 12 年 8 月 
（２）組合員   宗像、粕屋、筑紫地区の一般廃棄物収集運搬業者 19 社 

        （宗像地区 6 社、粕屋地区 10 社、筑紫地区 3 社） 

古賀市と新栄環美事業協同組合は、「災害時における一般廃棄物の収集運搬に関する

協定」を締結します。このことにより、災害発生時に市内の業者が対応できない場合で

も、広域連携の強みを生かし、組合に加入している業者が駆けつけ腐敗の速い廃棄物な

どの収集運搬を迅速に行うことができるようになります。 

新栄環美事業協同組合は宗像・粕屋・筑紫地区の一般廃棄物収集運搬業者１９社で構

成されており、古賀市の業者２社も加入しています。 

協定を締結する自治体は宗像市に次いで二番目となります。 
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（３）役員    代表理事 三上 丈 
          副理事長 藤原 健二 
          専務理事 桑原 孝昭 
〇協定の内容 
災害発生時に市内の業者が対応できない場合、組合加入の業者が駆けつけるため、

腐敗の速い生ごみなどの収集を迅速に行うことができる。 
 本協定における「一般廃棄物」とは、一般世帯及び事業所並びに避難所から排出さ

れる一般廃棄物のうち、し尿等を除くものをいう。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

  古賀市役所 環境課 

資源循環推進係   担当：安部 

  電話：092－942－1127   
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ナイトミュージアム＆ライブラリー開催 

 
 
 
 

 

■ナイトミュージアム＆ライブラリー 

日時：2 月 2 日（土） 18 時 30 分～19 時 30 分 
    ※募集は定員満了につき締め切りました。 
場所：リーパスプラザこが歴史資料館・図書館 

参加者：小学生 51 人 

目的：歴史資料館や図書館を知ってもらい、親しみを持ってもらう。 

アピールポイント：いつもの雰囲気とは違う夜の歴史資料館と図書館で、 

ミッションを通して楽しみながら古賀の歴史について学ぶ 

ことができる。 

 

■内容 

閉館後の歴史資料館と図書館にて、船原古墳などの古賀の歴史に関するクイズや 

ミッションに、班で協力しながら挑戦してクリアを目指す。 

 

 

■主催 

市立歴史資料館 

市立図書館 

 

 

 

 

 

 

 

歴史好きのイタズラおばけに乗っ取られた閉館後の歴史資料館と図書館を、子ども

たちが班で協力しながらミッションに挑戦し、クリアして脱出するイベントです。 

 いつもの雰囲気とは違う夜の歴史資料館と図書館で、ミッションを通して歴史について

楽しく学びます。 

【問い合わせ先】 
  古賀市立歴史資料館  担当：黒田 
  電話：092－944－6214 



★日時      平成３１年２月２日（土） 

１８時３０分～１９時３０分 

★場所      リーパスプラザこが図書館・歴史資料館 

★対象      市内在住の小学生 ５０人 

（先着順・無料） 

★申込方法  歴史資料館窓口、または電話にて 

★申込期間 

★申込先    古賀市立歴史資料館 

           ☎０９２－９４４－６２１４（１０時～１８時） 

           ＊休館日：12/17、25、28～1/4、7、15 

ナイトミュージ

アム＆ライブラ

リー 

 
 

歴史資料館と図書館

を、イタズラおばけが 

乗っ取ったぞ！ 

脱出ゲームに参加して、歴史好きのイタズラおばけ 

から館を守ろう！ 

満了につき募集は終了しました。 
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立候補予定者説明会を開催します 

 
 
 

■立候補予定者説明会 
日時：2 月 26 日（火）14 時から 
場所：リーパスプラザこが中央公民館大会議室 

  対象：立候補予定者及びその関係者 
※1 候補につき、原則 2 人以内 

 
■内容 

 立候補の手続き、選挙運動の注意事項など。 

 当日お越しになる立候補予定者又はその代理の方に、立候補の届出などに必要な 

書類をお渡しします。立候補予定者又はその代理の方の印鑑が必要となりますので、 

お持ちください。 

 

■主催 

  古賀市役所総務課（選挙管理委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

４月２１日（日）に執行予定の古賀市議会議員一般選挙の立候補予定者説明会を開

催します。 

【問い合わせ先】 
  古賀市役所 総務課 

総務係  担当：市川 
  電話：092－942－1112   
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図書館で学ぶがんシリーズ「大腸がん」 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

■図書館で学ぶがんシリーズ「大腸がん」  
日時：2 月 23 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分 
場所：リーパスプラザこが歴史資料館中会議室 
定員：60 人 
参加費：無料 

 

■目的 

がんは日本人の二人に一人が一生涯に一度罹患するといわれ、死因第一位の身近

な 

病気です。病気に関する正しい知識や治療法に関する情報は、罹患の際の治療法の

決 

定やより良い療養生活を送るために欠かせないものとなります。 

  市立図書館の地域の情報拠点として市民の暮らしに役立つという活動方針に則り、 

がんに関する情報を広く市民のみなさんに伝えることを目的として、国立病院機構

福 

岡東医療センターとの共催により講座を開催しています。 

 

 

■実施内容 

  ・医師による講演 13 時 30 分～14 時 10 分 
  ・がんと栄養について～管理栄養士から～ 14 時 10 分～14 時 30 分 

・出張がん相談(個別・事前予約必要・先着 6 人) 14 時 30 分～15 時 30 分 
  ※相談は、がん専門相談員が対応します。 

 

 

■共催 

独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター、古賀市立図書館 

 

 

【問い合わせ先】 
  古賀市教育委員会 文化課 

図書館係  担当：篠﨑 
  電話：092－942－2561 

がんは他人事の話ではありません。 

あなたも、いつ当事者になるかわからないのです。 

急に病名を告げられて、なんの知識もなく病気と闘うことができるでしょうか？ 

日頃から病気に関する知識を蓄えておくことが、あなたや家族の手助けとなるかも

しれません。 

図書館で学ぶがんシリーズは、福岡東医療センターと図書館が共催で開催していま

す。講座に合わせて、がん相談支援センターによる個別相談も行っています。 

 



 

図書館で学ぶがんシリーズ 第２回  

大腸がん 
 

日時 平成 31年2 月23 日（土）13:30～ 

場所 リーパスプラザこが 歴史資料館 中会議室 

 ●講演 13:30～14:10 

●がんと栄養について～管理栄養士から～ 14:10～14:30 

●出張がん相談（個別※）がん専門相談員が対応します 

 14:30～15:30 
      

【共催】 国立病院機構福岡東医療センター、古賀市立図書館 

【問合せ・申込先】 古賀市立図書館 電話 092－942-2561 

■定 員 60人 
 
■参加費 無料 
 
※受付開始は平成 31年 1月 17 日(木)10:00～、 

カウンターまたは電話でお申し込みください。 
 
※出張がん相談は事前予約制です。（先着６人） 

 講座申込み時に、併せてお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

    講師 大賀
お お が

 丈史
たけふみ

 先生 

【略歴】 

 平成４年  九州大学医学部卒業 
         九州大学病院 
         産業医科大学病院 
         九州がんセンター 

福岡済生会病院 等勤務 
 平成 24 年 国立病院機構福岡東医療センター 
         外科部長 
 平成 25 年 同センター緩和ケア医療室長併任 

 

「がん」という病気について、あなたが知っているのは 

どんなことですか？ 

大腸がんは、日本人ががんで亡くなる原因の２番目の 

病気です。しかし、現在は手術で治る人も多いことをご存知

ですか？ 

今回は大腸がんという病気や治療法、食事による予防に

ついてお話しいただきます。 

「古賀市高齢者外出促進事業」対象講座です 
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「こがっ子元気アップチャレンジ」に福岡春日シーキャッツがやってくる 

 
 
 
 

 

 

■こがっ子元気アップチャレンジ 
日時：2 月 23 日(土) 10 時～11 時 30 分 
場所：古賀市立花鶴小学校 体育館 
参加費：無料 
目的：県内アスリートとの触れ合いバレーボールに興味・関心を持つきっかけづくり 

内容：バレーボールやビーチボールを使ったボール遊び、バレーボール体験 

 

■髙山侑
ゆう

花
か

 

福岡大学バレーボール女子部所属中はエースアタッカ―、卒業後の 3 年間は福岡大学スポー

ツ科学部助手としての仕事をしながらコーチとしてバレーボール女子部のインカレ上位入賞

に貢献。平成 30 年 4 月から九州産業大学人間科学部新設に伴い健康科学科の助手として勤務

しながら、福岡春日シーキャッツの選手として活動している。 
 

■福岡春日シーキャッツ 

2018 年 4 月に発足した 6 人制バレーボール女子クラブチーム。1996 年アトランタ五輪ビー

チバレー男子日本代表の高尾和行監督とともにバレーボール元日本代表の宝来麻紀子コーチ

がけん引する 6 人制女子バレーボールチーム。九州の女子チームは佐賀県鳥栖市に V１の久光

製薬があるが練習拠点は神戸市。そこで、福岡県バレーボール協会が V リーグを目指すクラ

ブ設置構想を掲げ、その練習会場の優先使用などで協力した春日市を拠点にして V リーグ参

入を目指すオール九州出身者のチーム。 
 

■主催 

古賀市教育委員会 生涯学習推進課 

 

 

 

子ども体力づくり事業の「こがっ子元気アップチャレンジ」は、各小学校の体育館やグ

ラウンドで多様なスポーツ体験を行い、心身共に活力ある運動好きな子どもを育てること

を目的に年に６回実施している事業です。今回、九州産業大学の髙山侑花先生に指導を依

頼したところ、本人所属の「福岡春日シーキャッツ」（県バレーボール協会所属）も協力し

て頂けることになりました。県内アスリートと触れ合う良い機会です。 

【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：荒川 

  電話：092－942－1347   
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