成人式の
実 行 委 員を募 集
市の成人式では︑毎年︑新

私たちのふるさと福津︒この福津という﹁郷﹂
で学 び︑﹁育﹂つこと ができたら︒そして︑地
ごういく
域 を 育てていけ た ら︒皆 さんも一緒 に﹁郷 育﹂
に取り組んでみませんか︒

ます︒
日程
日︵日︶

歳以上の人

像・福津が開催されます︒

今年もプリンセス駅伝

性別︑電話番号︑過去参加の

受付方法

受付期限
住所︑氏名︑年齢︑

８月

日︵火︶

市郷育推

進課☎６２・５０７９ ︑FA
X４３・９００４︑メール
goiku@city.fukutsu.lg.jp

区対抗バレーボール大会の
参加チームを募集します

郷育推進会議の
活動を紹介します

▶昨年度はオンラインで
の会議も開催しました

大会に関する詳しい情報は︑
市バレーボール協会にお問い
合わせください︒
日時 ９月 日︵日︶午前９
時 分〜
場所 津屋崎中学校ほか
費用 無料
受付方法 各自治会へ配布す
る参加申込書をファクス
受付期限 ８月 日︵金︶午
後５時
受付︑問い合わせ 市バレー
ボール協会 古川さん☎０９
０・４ ７ ７ ４・６ １ ５ ３︑Ｆ
ＡＸ５２・３３５９

スポーツ ﹁
を する﹂﹁みる﹂﹁支える﹂

企画︑準備を行っています︒
月に宮城県で開催される全国
有無を電話︑ファクス︑メー

市内コース沿道の交通

実行委員の役割は︑月に１︑
大会﹁クイーンズ駅伝﹂への
ルのいずれかで連絡

内容

定員 ５００人

対象

月

問い合わせ 市郷育推進課☎６２・５０７８

進課☎62・5078︑メール
goiku@city.fukutsu.lg.jp

プリンセス駅伝 宗像・
福津のボランティア募集

２回程度の会議を重ね︑成人
出場権をかけ︑日本のトップ

成人を中心とした実行委員が

式の企画︑運営を行うことで
アスリートが所属する実業団
受付︑問い合わせ

整理や応援者の整理など

す︒一生に一度の思い出に残
チームが集結し︑福津市と宗

宗

る成人式を自分たちの手で作
像市を走り抜けます︒

りませんか︒
令和４年１月
この大会を支えてくれるボ

成人式の日程
９日︵日︶
ランティアスタッフを募集し

市内在住で︑平成
年４月１

年

人

定員
対象
４月２日から平成

日︵火︶

住所︑氏名︑生年

８月

会議１回につき千円を

日までに生まれた人
費用
支給
受付期限
受付方法
月日︑電話番号︑メールアド

市郷育推

レスを電話またはメールで連
絡
受付︑問い合わせ

郷育推進会議は︑さまざま
な立場の市民や学識経験者で
構成された市の附属機関で︑
年６回程度開催しています︒
社会教育の充実や支援を協議
し︑市民へより良い学びの場
を提供できるように︑市に提
案しています︒
社会教育とは︑学校教育以
外の学びのことで︑家庭教育
や生涯学習を含みます︒学校
以外の学びは︑子どもたちの
可能性を広げます︒また︑大
人や高齢者の学びは︑生きが
いや健康寿命を延ばすことに
つながっているのです︒
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男子 ㎏ 級のスルカ・アド
リアン選手が︑５月に開催さ
れたヨーロッパオープン・ザ
グ レ ブ 大 会 で 優 勝 し ま し た︒
スルカ選手は︑２月のプラハ
大会でも優勝しており︑２０
２４年パリオリンピックへの
出 場 が 期 待 さ れ る 選 手 で す︒
また︑４月から日本大学に入
学し︑日本の地で文武両道に
励むことになりました︒要注
目の選手ですので︑ぜひ応援

です︒問い合わせ 市中央公民館☎４３・２１００

市内で活動する︑文化・芸術に関わる人たちの情報コーナー

文 化・
芸 術 のひろば

スルカ・アドリアン選手が
優勝しました

20

日︵火︶の消印有効

心の歌の作品を募集します︒
募集期間 ７月
募は無効

募集期間外の応
※

はがきに住所︑氏名︑電話番号︑俳句・川柳・短

市内在住の人

１位
２位
津屋崎 1 猪俣 征雄 冨永 直邦
囲碁会 2 井本 雅文 林田 健介
連絡先 井本雅文☎090・9796・1099

31

30

１位
２位
1 有山 伸司 尾崎 銀二
福津市 2 井本 雅文 今泉 武志
実年
孚 箱島
孝
囲碁会 3 中嶋
誠 森北 新吉
4 有岡
5 相部 清人 西岡 幸治
連絡先 満生忠雄☎43・2420

２２２番地

︻俳句︼
広報誌に吾子等の笑顔春兆す
歳時記にピンクの付箋春の雪

藤井

秀島

和子

通子

問い合わせ︑送り先 〒８１１ ３
‐２２４ 福津市手光２
福津市中央公民館☎４３・２１００

法による応募は無効︒掲載月などの指定はできません︒

一括応募は不可︒必要事項の記入漏れ︑応募方法以外の方

１枚︑期間ごとに１首に限る︒サークルなどの団体からの

い︑すべての漢字に必ずふりがなを振ってください︒１人

歌の別︑作品 １首を記入し郵送︒作品には︑常用漢字を使

応募方法

対象

20

24

してください︒

▲力強いアタックを打つ参加者
１位
２位
1 向井 麻郎 有山 伸司
福津市 2 宮崎 良一 的野 信行
囲碁会 3 満生 忠雄 吉田 幸博
4 広瀬 博喜 林田 健介
高之
5 冨永 直邦 堺
連絡先 井本雅文☎090・9796・1099
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▲交通整理をするボランティアスタッフ
▶ 優勝したスルカ・アドリアン選手

▲さっそうとスタートする選手たち

市郷育推進課職員や郷育カレッジ運営委員、講座
会場職員、講座当日の講師などが別途対策を追加す
ることもありますので、あらかじめご了承ください。

１位
福津市
２位
将棋 A 滝口 純一 川端 政憲
同好会 連絡先 村上良明☎080・3973・8932

18 10

73

日

郷ちゃん

1.発熱や風邪の症状など、少しでも自覚症状がある
ときは欠席をお願いします。※同居している人が
体調不良の場合も、欠席を検討してください
2.講座前後に手洗いや手指消毒を行い、講座会場内
ではマスクを常時着用してください。
3.座席指定を行い、受講生同士の身体的距離を確保
します。
4.定期的に講座会場内の換気を行います。※講座当
日の天候によって時間や頻度は異なります
5.年会費や入会金などのお支払い、お釣りや領収書
を渡すときはトレーを使用します。
6.感染者が出た場合などは、関係機関からの調査な
どに協力します。※名簿（氏名や連絡先などの個
人情報）の提出や各種調査、一定期間の自宅待機
要請などに応じます

の

育ちゃん

郷育カレッジの主な感染拡大防止対策

13

問い合わせ
▲協議会イン
市郷育推進課☎６２・５０７9
スタグラム
▲協議会
Facebook

14

31

チーム
令和3年度の郷育カレッジは、7月10日（土）に
開講し、7月13日（火）から講座が始まります。
昨年度同様、新型コロナウイルス感染症への対策
を行いながら運営していきますので、皆さんのご理
解とご協力をお願いします。なお、以下の対策は、
今後の状況に応じて変更する場合があります。

広報ふくつ 18
19 広報ふくつ

柔道ルーマニア
受講時の注意事項

地域

in

VOL.197

15

応援しよう
！

福津市と古賀市は柔道ルーマニア
チームの東京２０２０オリンピック
事前キャンプ地です

郷 育 カレッジ

囲碁・将棋会
４月 の
※上位者のみ掲載、敬称略
左【短歌】中【川柳】右【俳句】

in

郷育かわら版

ふるさと メッセージ

郷育かわら版

