あなたの周りの身近な出来事や話題をお寄せください。
〒811-3293（住所不要）
福津市役所広報秘書課 広報ふくつ行

餅つきでつながる地域
いこいの家 ちくぜんで餅つき

☎43・8113

１２月２４日、地域住民とのふれあいを目的に「 介護
施設

いこいの家

ちくぜん 」
（ 昭和２区 ）
でお餅と豚

汁が振る舞われました。もち米は郷づくりの福祉部会が

赤穂義士の討ち入りにちなんで

寄付。餅つきは地元の消防団や一心太鼓のメンバーが
若い力を発揮、
手際よく餅を丸めたのは地域婦人会でした。

新泉岳寺で四十七士義士祭

地域の人が力を合わせた餅つきは、６０人のお客さん
赤穂浪士が吉良上野介邸に討ち入った日に当たる

でにぎわっていました。

１２月１４日、新泉岳寺（ 天神町区 ）で 、「 四十七士
▲ユーモアを交えた内容に来場者は引き込まれていました

義士祭」が開かれました。福津の義士祭は「 四十七士

１２月４日〜１０日は人権週間です

をしのぶ会」が主催して 、今年で3 回目。
境内に設置された舞台では詩吟や居合、剣舞、琵琶

市中央公民館で人権講演会を開催

演奏などが披露されました。地元のかたたちにより

１２月１０日、人権週間の事業の一環として 、市中央

振る舞われた「 そば 」や「 ぜんざい 」を食べながら赤

公民館で 、福津市人権講演会が開催されました。講師

穂義士をしのびました。

は 、朝鮮半島専門誌「 コリアレポート」編集長の辺 真一

この日は 、福津市観光協会による津屋崎千軒の町

さんで 、
「 心の国際化をめざして〜人権感覚豊かな社

並みを巡るツアーも行われ 、多くの人が詰め掛けま

会実現を〜」と題して講演を行いました。

した。

自分の名前の呼ばれ方に苦労した体験談や 、文化や

▲義士祭の様子

歴史が異なると動物の鳴き声までもが違って聞こえる
という話など 、来場者は興味深く聞き入っていました。

▲地元の消防団がお手伝い

和太鼓とダンスの披露でにぎわいました
夕陽館新春祭
１月１５日、潮湯の里夕陽館で、新春祭が開催されま
した。和太鼓やよさこい踊り、子どものダンスなどが披
露され 、立ち見が出るほどの満員の会場から、たくさん
の拍手が送られていました。
また、当日のお風呂はゆず湯になり、たくさんの来場
者でにぎわっていました。

▲カメリアホールに美しいハーモニーが響き渡りました

子ども奉納相撲大会

東北に心温まる歌声を

小烏神社は、四百数十年前から村の守り神として地
域の人々にあがめられています。毎年１２月２日は秋
の大祭で大勢の人が集い、子どもたちの奉納相撲で
盛り上がります。
気温１４度の中、小学１年生〜６年生の男女２１人が
出場し、力と技を神に奉納して、成長を祈願しました。
【山本 武利】

津屋崎少年少女合唱団第１６回クリスマスコンサート
１２月２３日カメリアホールで 、恒例の津屋崎少年
少女合唱団クリスマスコンサートが開催されました。
クリスマスソングや音楽劇などを披露し 、満員の会場
からたくさんの拍手が送られていました。
コンサート終了後、団員１０人が夜行バスで東北に

フルートコンサート「Ⅹ'mas」
シルバーまつり・ほかほか福祉のつどい
自然ボランティア養成講座 生き物観察会

１２月２３日、福岡フルートオーケストラの楽団
員１６人が、津屋崎千軒なごみでクリスマスコン
サートを開きました。
「ピッコロからコントラバス
フルート」の６種類の楽器で演奏されていました。
勢ぞろいしたフルートを見るのは初めてという人が
多く、驚いていました。１時間余りの演奏に、聴衆
はとても満足していました。
【吉村 邦夫】

行き 、宮古市、仙台市、郡山市、福島市で歌を披露。心
温まる歌声を被災地に届けました。
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▲緊張しながらも一生懸命ダンスを披露

広 報 ふくつ
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泉 瑛斗ちゃん
平成１９年２月１０日生

泉 莉桜ちゃん

「寿」

平成２３年２月１７日生

あけぼの区

第７回 福津市成人式
瑛斗５歳、莉桜１歳のお誕生日おめでとう♪「莉桜ちゃんが一
番大好き」という瑛斗☆お兄ちゃんの「 いないいないばあ 」が大好
きな莉桜☆これからも仲良く元気に大きくなってね♪お父さん 、
お母さんも２人が大好きだよ♡

１月８日、市中央公民館で成人式が行われ 、４４４人
の新成人が参加しました。実行委員長の有田さんのあ
いさつにより開式。
お世話になった先生からのビデオレターが上映され

八尋 爽太ちゃん

ると、懐かしい顔に会場から歓声が上がりました。中学

平成２２年２月２５日生

花見３区

校区ごとの記念撮影やビンゴゲームなども行われ 、友人

２歳のお誕生日おめでとう！歌
と絵本が大好きな爽太。これからも
明るく元気いっぱいに育ってね。爽
太の笑顔がみんな大好きです。いつ
もたくさんの幸せをありがとう♡

▲中学生になっても相撲を頑張ります

▲スタート地点の津屋崎小学校

全国３位に輝きました

成人の門出を駅伝で祝う

第２４回全日本小学生相撲優勝大会

高田 はるかちゃん
平成２３年２月４日生

宮司２区
１歳のお誕生日おめでとう♡これ
からもお姉ちゃんと一緒にたくさん
の幸せをパパとママにちょうだいね。
パパとママを選んできてくれてあり
がとう♡大好きだよ、はるちゃん♡

第７回福津市成人祝賀駅伝競走大会結果

１２月４日、東京・両国国技館で 、ＪＯＣジュニア

１月８日、成人の門出を祝う第７回福津市成人祝賀駅

オリンピックカップ第２ ４回全日本小学生相撲優勝

伝競走大会が開催されました。津屋崎小学校をスタート

大会が開催され 、６年生の部で津屋崎小学校６年生の

ゴール地点とする６区間約２１キロメートルを、５０チー

大塔昂貴さん（ 宮司３区 ）が見事３位に輝き、１２月６

ムが健脚を競いました。

日に市長を表敬訪問しました。
大塔さんは「もっと上を目指して練習を頑張りたい 」
と抱負を語っていました。

1
2
3
4
5
6

順位
原町A
花見区A
若木台Aチーム
本木
桜川
緑町

１区
２区
３区
４区
５区
６区

区間賞（敬称略）
米倉 慎悟 （原町A）
船越
修 （花見区A）
阿部 泰治 （AKASE連合）
中野 敏明 （原町A)
國武 凛太郎（若木台Ａチーム）
森瀬 健太 （原町A）

福間スイミングで初泳ぎ

山崎鉄太郎さんのしめ縄

１月１７日、真愛保育園といろどり真愛保育園の園児

山崎鍼伮マッサージ院の鍼伮師 山崎鉄太郎さん（ 花

たち４０人が福間スイミングで初泳ぎをしました。

見２区 ）
は 、趣味でしめ縄やわらじなどを編んでいます。

福間スイミングでは、
１００％海水が使われています。

しめ縄作りを始めて４０年の山崎さんは 、
「 私は目が

海水にはさまざまなミネラルが含まれ 、体に良いことか

見えないので 、買ってきたしめ縄を分解して 、手の感覚

ら、この海水プールが利用され続けています。

で作り方を覚えた。失敗することもあるが 、苦にならな

水に慣れている園児たちは楽しそうに泳ぐ訓練を

いね。失敗が次の創作の活力になるよ。これまで２５

していました。

人の赤ちゃんに餅踏み用のわらじを手作りした 」と語っ
▲絵画のような押し花作品

きれいな押し花
ふしぎな花倶楽部 押し花作品展
１２月１日から７日間、藍の家で
「ふしぎな花倶楽部」
による押し花作品展が開催されました。
押し花の体験コーナーもあり、参加した人は、思い思い
のアレンジを楽しんでいました。講師は、自宅や夕陽館
で押し花教室をしている寺嶋三千代さん
（新東区）
です。
藍の家には、豪華な作品や風流な作品が並び、美術館
▲三羽鶴のしめ縄を作る山崎さん
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▲中学校区ごとに記念撮影

肌に優しい海水プール

日本を感じるしめ縄

ていました。

との再会を楽しんでいました。

のようでした。

▲福津市消防団

防災の祭典
宗像地区消防出初式を開催
１月９日、県消防学校で宗像地区消防出初式が開催さ
れました。式典には宗像地区消防本部と福津・宗像の両
消防団員が約３６０人が参加しました。
式典と団員表彰の後は、アトラクションが行われ、消防
署の隊員が高層ビルに取り残された人命を救助する
「訓
練展示」や福津市消防団による
「纏太鼓」が披露されま
した。太鼓の力強い音色と伝統ある勇壮な纏の舞いは、
観客の目と耳を釘付けにしていました。

▲福間スイミングの指導者と園児たち

広 報 ふくつ
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