手を取り合って
いつまでも

本市では、88歳・100歳以上
となる人を対象に長寿祝い品
を贈っています。９月２日に
なかがわ まさ
は、対象者のひとり、中川正
と
ふたば きみと
人さん（右）の自宅を二場公人
市長が訪問し、記念盾（下）な
どを渡して長寿を祝福しまし
た。大正10年生まれで１月に
100歳を迎える中川さんの健
康の秘訣は「食と趣味」。毎日、
こ
妻のアヤ子さんが作る食事を
夫婦仲良く食べ、趣味の野球
観戦や囲碁を楽しんでいます。
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NO. 1535
「ゆめっせ通信」を９〜12ページに掲載しています。

特集

マチの灯を
消さないで

約 年前︑市内にあるすべての炭坑が閉山︒
炭都田川からヤマの灯が消えました︒
経済の盛衰を何度も経験しながら︑
昭和・平成を駆け抜けて迎えた令和２年︒

みを吐き出し︑元気になったお

歌っていました︒ストレスや悩

お客さんが楽しくお酒を飲んで

はありません︒つい半年前まで︑

経営して 年︑今ほど辛い時代

伊田町で﹁メンバーズ柊﹂を

風 評 被 害 を 恐 れて 夜の 街 を 敬

絡が入りました︒誰もが人目や

い︒行ったら仕事を失う﹂と連

マごめん︑伊田の街に近づけな

返される毎日︒常連客からは
﹁マ

ない店は利用しないで﹂と繰り

で感染﹂
︑
﹁感染防止ができてい

報道︑市の放送などで﹁夜の街

家賃などの資金繰りに苦悩し︑

まま１日が終わります︒給料や

りませんが︑お客さんが来ない

のためにも営業をしなければな

ません︒自分やスタッフの生活

それを確認してくれる人すらい

店はたくさんあります︒しかし︑

カーを掲示して頑張っているお

感染防止に取り組み︑ステッ

もう︑限界です︒
４月〜５月に国が発令した緊急
事態宣言により︑感染拡大の防止
が図られた一方で︑経済は深刻な
打撃を受けました︒経済産業省が
発表した第３次産業活動指数︵サ
ービス産業の活発さを表す指数︶
によると︑緊急事態宣言の前後の
２月〜５月に突出して値が低下し
た業種は﹁生活娯楽関連サービス﹂
︒
この低下をもたらした主たる要因
は︑レストランや居酒屋など︑飲
食サービス業の低迷でした︒
感染拡大が落ち着きを見せ︑少
しずつ社会経済活動が回復し始め
た６月以降︑大都市を中心に再び
全国で感染が拡大︒この頃から報
道などで﹁夜の街﹂という言葉が
頻繁に登場するようになりました︒
国 や 自 治 体の見 解 や 対 応 策 が 揺
れ動く中︑感染が広がるにつれて
﹁震源地﹂
﹁利用控えて﹂などのマ
イナスイメージが社会に浸透︒よ
り一層客足が遠のきました︒本市
も同様で︑感染が広がり始めた７
月以降︑飲食店や居酒屋︑スナッ
クなどの来客が激減しました︒
ど
伊田町でスナックを経営する圡
た な み
田奈美さんは市役所を訪れ﹁もう
限界です︒助けてください﹂
と吐露︒
店を開けても人が来ず︑経営は苦
しくなるばかり︒感染防止などに
尽力していることすら知ってもら
えない現実を︑涙ながらに訴えま
した︒

が、お客さんの協力がなければ立ち行きません。お客さんが安心できるよう努力

よしのぶ

やしろ

新型コロナウイルス感染症によって︑
田川の経済が︑マチの灯が︑消えかかっています︒

客さんを﹁頑張って！﹂と送り

手 作 り のつ ま み を 捨 て 続 け る

INTERVIEW

この危機を乗り越えるためには︑
市民のみなさんの力が必要です︒

出す︒それが生きがいでした︒
遠するだけではなく︑近隣を歩

日々に︑心が折れそうです︒

⬆伊田町「ぷらっと」では、客席の間を隔
てるアクリル板を新設

ひいらぎ

４月 〜 ６月 は 行 政の 支 援 や
いているだけで悪い噂を流され
たのです︒社会経済活動を再開

国や県の支援金などあらゆる情報を組合員に周知し、これまで支えてきました

うわさ

常 連 客 の 支 えの 中 で 営 業 が 継
てしまうような状況になってい

川で感染が広がり始めた７月以

コロナと共存するしかないの

続できていました︒しかし︑田
降︑ぱったりとお客さんが来な

であれば︑やみくもに恐れて自
し︑感染防止ができている店に
は﹁行って良い﹂はずなのに・
・
・︒ 粛し︑誰かを攻撃するだけでは
何も変わりません︒行政や企業

くなりました︒国・県の発表や

している店がたくさんあります。組合として各店舗で田川市応援商品券が使える

よう取り組んでいきます。どうかみなさんの力でお店を助けてください。

八城 敬展組合長
田川社交料飲組合

みなさんの力でお店を助けてほしい

の長の方々から﹁感染防止がで
きている店には︑どんどん行こ
う︒経済を回そう﹂と呼びかけ
てもらえるだけでも︑気持ちや
環境が変わっていくと思います︒
私 た ち も 感 染 防 止に取 り 組 み
お客さんに安心してもらうため
の努力は惜しみません︒飲食店
や居酒屋とスナックやバーなど
が 連 携 し た サ ー ビス を 設 け て
﹁もう１軒行こう﹂を後押しで
お店によっては︑感染防止対

きないかと思案しています︒
策が十分ではないところもあり
ます︒ぜひ︑状況を確認したり
相談したりしながら︑みなさん
が安心できるお店を利用してく
ださい︒今日も明日も︑お店を
開けて待っています︒

田川社交料飲組合
田川市郡の飲食店など127店舗（賛助会員含む）で構成。
繁華街のＰＲや防犯・飲酒運転防止などに取り組んでいる。

今日も︑誰も来ないかも

夕刻になると
涙が出るんです︒
み

な

た

ど

⬆お客さん・スタッフともに検温や手指の
消毒を徹底しています
⬆「柊」のカウンター。ポールとビニール
ひまつ
シートで飛沫感染を防いでいます
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圡田 奈美さん
メンバーズ柊 代表

INTERVIEW

特集‖マチの灯を消さないで

特集‖マチの灯を消さないで
INTERVIEW

コロナと共存する
しかない
後藤寺商店街振興組合

ささはら

06

INTERVIEW

店舗を縮小して再出発

よしまさ

笹原 義正理事長

エスト

スパゲティハウス Est !

お客さんの中でも、特に年配のみ

なさんが不安を抱えて出歩かなく

きみかど

05

ています。これからは、コロナと

たかあき

えがしら

伊田商店街振興組合

さんが安心して訪れることが

クアウトのみの営業に切り替えました。感染防止

できるよう、消毒液の設置や

葛藤を抱えながら試行錯誤する

んでいます。外出が不安なお客

張って！」という言葉にどれだ

店舗を縮小して新た

染防止などに各店舗で取り組

なさんからの「大変やろ？」
「頑

さんのために、電話を受けて

け励まされたかわかりません。

あります。

新しいことに挑戦しながら

宅配を実施しているお店も

なスタートを

困難な時代ですが、今後も

ぜひ活用

頑張ります。

してくだ さい。

切りました。

今日も、明日も
みなさんのために。

⬅テイクアウトの
人気メニュー
「カレー弁当」

これからもずっと、
マチも人も、生き続ける。コロナと一緒に。
だから、恐れてばかりではいられない。
⬆看板メニューの
「地中海風スパゲティ」

感染防止や営業の改革に日々奮闘する商店街や飲食店の声を聞きました。

苦境の中でも変わらないもの。それは「お客さんに安心を届けたい」という思いでした。

正しく感染を防ぎながら、いっぱい買って、いっぱい食べよう。
マチの灯を、消さないように。

さあ︑経済を回そう︒

こ れ ま で︑昭 和〜平 成 と 時

代 が 進 む 中で 何 度 も 経 済

の危機を迎え︑乗り越え

てきました︒それは︑企

経 営 努 力 に 加 え︑市 民の

業や商店︑飲食店などの

みなさんの経 済活 動がまちを

支えてきたからです︒誰も経

験したことがない大変な時

代を迎えましたが︑古くか

らあるお店も新しいお店も︑

そ れ ぞ れ 経 験 やア イ デア を 駆

使して︑助け合いながら困難に

立ち向かっています︒市民のみ

なさんにお願いしたいことは︑

新型コロナウイルスの感染が続

く中で︑引き続き感染予防に取

飲んで・遊んで︑お金を使って

り組みながら︑買って・食べて・

経済を回してほしいということ

です︒家庭の経済も苦しい状況

品券の配布やキャッシュレス決

ですので︑本市は田川市応援商

済のポイント還元︵６〜７ペー

ジで紹介︶など︑さまざまな支

援策で市民のみなさんの経済活

動を後押しします︒

コロナ禍の前の社会に戻るこ

とはできなくても︑新しい社会

市民のみなさんと経営者のみな

を 創っていくことはできます︒

さんのご協力をお願いします︒

INTERVIEW

常に人の役に立ちたい
田川伊田駅舎鉄板焼き
「ジャムと球根とフラワーと。
」

さとう

04
けい

佐藤 圭さん

みなさんが困っているときこそ、人の役に立つ店
でありたい。その思いで、外出自粛
期間中は弁当１つからでも配達を

続けました。現在は、検温や消毒・

田川商工会議所
青年部が発行し

ている掲示用チ
ラシです。店舗
や事業所が掲示

広報たがわ
R2. 10. 1号

⬅おいしいお酒に、
安心を添えて

INTERVIEW

安心して
飲みに来てください
居酒屋しん

感染防止を図っています。
「安

心して飲みに来てください」
。

アウトにも力を入れてい

続いていますが、居酒屋と

信したいです。厳しい状況が

ます。誰かと接し、食事

スナックなどで相互にお

くお客さんの姿が何より

助け合って頑張ってい

をして、元気に帰ってい
の喜びです。

まさはる

新 雅春さん

は１組までに制限したりして、

このメッセージをどうにか発

けではなく昼のメニューやテイク

しん

03

消毒や検温のほか、席の間隔をあけたり、団体客

換気などの感染防止を徹底。夜だ

客さんを紹介するなど、

ます。今夜一杯、いか
がですか。

して感染防止対
持ち帰りや配達ができる田川地域
策を知らせます。 のお店を検索できるアプリです。

5

策や新しい営業方法の検討など、

組んでいます。そして、今後も細く

心して楽しんでください。

たがわテイクアウトマップ

国内で感染が広がり始めた３月以降、すぐにテイ

日々。いつも買いに来てくれるみ

を 強 化し て 臨 み ま す。安

ひろき

が大幅に落ち込んでいる店がほとんどです。お客

ひまつ

一緒に歩んでいけるよう、

01

御厨 広樹さん

ビニールシートによる飛沫感

長く、コロナ禍の中でもお客さんと

安心安全対策おしながき

みくりや

東町珈琲焙煎所 +Ｃ

き始めている現在、お客さんが安心

ンＱ市」を10月から再開しま

店頭で、アプリで、要チェック

励ましの言葉を力に

けんすけ

んに支えられ、何とか続けることが

して来店できるよう感染防止に取り

す。各店舗の感染防止対策

INTERVIEW

江頭 賢助代表理事

コロナ禍により、商店街の来客は激減。売り上げ

えなければなりません。後藤寺

商店街では、休止していた「サ

02

外出や外食がしづらい時期でも、テ

できました。少しずつ人や社会が動

共存するためにどうすべきかを考

各店舗で感染防止を

公門 孝明さん

イクアウトを利用してくれるお客さ

なっており、人通りが寂しくなっ

INTERVIEW

⬅多彩な鉄板焼き料理に舌鼓
ランチメニューがオススメです！

4
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10月限定! ポイント還元
いっＰＡＹ買って！いっＰＡＹ食べて！たがわ応援事業
ぱ

い

ぱ

い

全市民
県大生
10月上旬から郵送開始

田川市応援商品券

■みんなで経済を回そう

本市とPayPayが協力して特別なキャン

ペーンを用意しました。市内の PayPay
加盟店で、PayPayアプリで決済すると、
決済金額の最大20％相当のポイントが
還元されます（上限：1,000円相当／回、

新型コロナウイルス感染症が、

10,000円相当／期間）
。いっぱい買って、

市民のみなさんや福岡県立大学生の生活に大きな影響を与えています。

いっぱい食べて、支払いはPayPayで完

コロナ禍の中でもみなさんの生活を支え、地域経済を活性化させるため、

了。みんなで経済を回してコロナ禍で苦

全市民と福岡県立大学生に「田川市応援商品券」を配布します。

しんでいる市内事業者を支援しましょう。

■使えるお店をチェック

右記のチラシの掲示が目印です。また、

■対
象 ８月４日時点で市内に住民票がある人と福岡県立大学生
※申請手続きは不要です。
■配布方法 世帯主宛てに各世帯人数分の商品券（１人5,000円分）を封入して書留郵便
で郵送します。福岡県立大学生には大学を経由して配布します。
※商品券が使える店舗一覧（９月18日現在）を同封します。
■発送時期 10月上旬以降に郵送開始
※11月末までには全世帯に発送する予定です。
■利用期間 商品券が届いた日から令和３年１月 31日
（日）
まで
■問い合わせ 田川市応援商品券配布事業実行委員会（☎85-7184）

PayPayアプリで検索ができます。対象

店舗は、下図のとおりマップ上のアイコ
援」マークが付きます。
ンに「応援」マークが表示されます。

田川市応援

簡単１分

PayPayアプリの
ダウンロードは
こちら

注意

・ 商品券は再発行できません。
・ 国や県、市などの職員を名乗る人が自宅に来たり、不審な電話がかかってきたりした場

田川市キャンペーン

ンに

「田川市応援」を選択す
■問い合わせ PayPay カスタマーサポート窓口（24時間受付 ☎0120-990-634）
ると対象店舗が絞り込め
ます

インフルエンザワクチン接種時期ご協力のお願い
新型コロナウイルスの感染が心配される
中、今後はインフルエンザワクチンの需要

7
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問市保健センター（☎ 44-8270）

■10月1日～：65歳以上の人（※定期接種対象者）
※65歳以上の人や60歳以上65歳未満の慢性高度心・腎・

が高まる可能性があります。本年は過去５

呼吸器機能不全者など。

年間で最大量のワクチンを供給予定です。

■10月26日～：上記以外の人

より必要とされている人に確実に届くよう

医療従事者や基礎疾患がある人、妊婦、生後６か月～

に、対象者・接種時期を右記のとおり区分

小学校２年生で接種を希望する人は早めに申し込みく

します。ご協力をお願いします。

ださい。

※高齢者の予防接種に関する案内チラシを、今号と一緒に配布しています。

合は、すぐに最寄りの警察署に連絡してください。

感染が続いています。感染予防をお願いします。
市内では新型コロナウイルスの感染が続いてい
ます。また「ＧｏＴｏキャンペーン」などで人の
往来が頻繁になっており、全国でも感染が続いて
います。今後も「うつらない・うつさない」を合
言葉に、手洗いやマスクの着用、３密の回避など
に取り組み、引き続き感染予防をお願いします。

感染したかも？と思ったら
せき

「発熱や咳などが続く」「息苦しい、強いだるさ
を感じる」など、感染が疑われる場合は、田川保
健福祉事務所に相談してください。
●平日８時 30 分～ 17 時：☎ 42-9379
●夜間・休日：☎ 092-471-0264

6
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調査への回答を

お願いします

デートＤＶ予防のための出前講座

参加者感想文より

７月30日
（木）
に田川科学技術高等学校においてデート
ＤＶ予防講座を開催し、同校２学年の生徒164人が参加
しました。
フォスク
講師には、
ＮＰＯ法人ＦＯＳＣ理事長の野口真理子さん
をお招きしました。
野口さんは、デートＤＶ
（恋人同士の暴力）の種類やそ
の予防方法などについて触れ、
「性に関わることは命の
問題。相手の命を大切にすること。真剣に考えてほしい。
」
と話していました。
講座の終盤では、先生・生徒の有志が恋人同士に扮し
会話劇を披露。野口さんが大切と説く「自分が嫌だと感
じたらきちんと言葉で伝える」ことを皆で体験しました。

講 師

野口真理子さん

●お互いに気持ちを伝え合うのが大切だと思った。
●知らないうちに相手を傷つけていることもある
ので、相手の事を思いやる行動をしたいと思う。
●嫌なことは、きちんと断ることを学んだ。男性
でもＤＶを受けていることを知った。
●今後何かあれば相談しようと思った。

男女共同参画出前講座
募集中

男女共同参画小学生向け

リーフレットを作成しました
「男女共同参画ってなに？なぜ必要？」
「イクメン、
イクボスって？」
「ワーク・ライフ・バランスについて知りたい！」
「固定的性別役割
紙の調査票での回答を希望する人へ
本市では、平成29年３月に策定した「第２
分担意識って？」
次田川市男女共同参画プラン」の基本目標４
田川市男女共同参画センターでは、市民のみなさんに楽しく男女
すでに配付している紙の調査票に記入し、
「一人ひとりを尊重し、男女共同参画意識が
共同参画について学んでいただくために、出前講座を実施していま
次のいずれかの方法で回答をお願いします
浸透する」に掲げている「学校教育等におけ
す。地域やサークルの学習会や職場の研修等にお気軽にご利用くだ
る男女共同参画の推進」の取組の一環として、
インターネットで回答した人は、紙の調査票の提出
さい。
小学生への男女平等
●対
象 田川市に在住、通勤、通学されている概ね10人以上の
は不要です。
「郵送提出用封筒」に入れて
意識の啓発を目的とし
団体
投函してください（切手不要）。
まだ回答が済んでいない人は、配付している調査書
た「男女共同参画小学
●日
時 平日の午前 9 時から午後 9 時までの間で 2 時間以内
生向けリーフレット」
類を確認してください。
提出は
●場
所 田川市内。会場は申し込まれた団体でご用意ください。
を作成しました。
●講
師 田川市男女共同参画センター長
10月７日（水）までに
市ホームページに掲
●講 師 料 無料
お願いします。
載していますので、
「男
●申込方法 受講希望日の 1 か月前までにご連絡ください。
女共同参画がよくわか
なお、人数、日時については、上記に当てはまらなくても対応
らない！」という方も、
できますのでご相談ください。別の会議等と組み合わせたミニ講
ぜひご覧ください！！
座も開催できます。
後日

出前講座の実施は地域貢献活動評価項目の対象となります。

調査員が訪問したときに
提出してください。
今年４月の人事異動で、男女共同参画センターに配属となりました。
私は、以前から「ゆめっせ通信」の読者でしたが、書かれた記事の内容について深く考えた
９月に配付している調査書類
ことはありませんでした。この度、編集後記を書く機会を得て、過不足なく発信することの難しさを感じています。
日々勉強を怠らずに、歩を進めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。（久）

インターネットで回答ができます
10月７日（水）まで

調査に関する問い合わせ

※かけ間違いがないように注意してください。
（土日祝日も利用できます。）

８時〜21時
※ナビダイヤルの通話料金は、固定電話の場合、全国一律に市内通話料金で利用
できます。携帯電話の場合は所定の通話料金です。
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田川市男女共同参画センター
電話0947‑85‑7134

男女共同参画研修会

男性の家事応援講座

講 師

桑原 義行さん

〜正しく洗って
あなたも洗濯上手 !〜
福岡県クリーニング
生活衛生同業組合理事長

参加者の

声

●目からウロコの洗濯技を教えていただき、
参考になった。
●アルコールジェルやスクラブ洗顔料が漂
白に使えることを聞き、とても驚いた。
●学生の時以来洗濯をあまりしていなかっ
たので、これを機にやろうと思った。
●日々の洗濯に生かしていこうと思った。

9

広報たがわ
R2. 10. 1号

男女共同参画の意識啓発として、身近な生活の場である家庭にお
ける生活自立能力を高めるため、男性を対象とした家事参加促進研
修会を８月１日
（土）
に開催し、男女合わせて12人が参加しました。
この研修会は昨年度、新型コロナウィルス感染拡大の影響で開催
延期となった研修会で、当日は、ソーシャルディスタンス確保のた
めの定員縮小、マスクの着用、消毒液の設置、検温など予防策を施
したうえで実施しました。
講師には、福岡県クリーニング生活衛生同業組合理事長であり、
パステルクリーニングを営む桑原義行さんをお迎えし、新しい洗濯
表示の意味やしみ抜き方法やアイロンがけのコツなど、役に立つ情
報を教えていただきました。
また、しみ抜き体験では、しみ（ケチャップ、ファンデーション、
ボールペン）の付いた布に食器用洗剤、漂白剤、スクラブ洗顔料な
どをのせ、歯ブラシでたたいて押し込み、水ですすぐという作業を
参加者全員に体験してもらいました。
今回、知り得た知識を家族間で情報共有して、家族みんなで家事
を協力して分担するきっかけにしてもらいたいと思います。

男性の家事応援講座 ………………………………………… 1

デートＤＶ予防講座 ………………………………………… 4

アンコンシャス・バイアス ………………………………… 2

出前講座募集………………………………………………… 4

パワハラ対策の義務化 ……………………………………… 2

小学生向けリーフレット …………………………………… 4

センター登録団体の紹介 …………………………………… 3

編集後記……………………………………………………… 4

1

誰もが持っている

田川市男女共同参画センター
登録団体の紹介

「アンコンシャス・バイアス＜無意識の偏見＞」

特定非営利活動法人

こどもネットワーク

たがわ21女性会議
☎0947‑46‑3332（長尾）

☎0947-45-2500

●団体の紹介
『たがわ21女性会議』では、女とか男とかではなく、個人
と個人がともに支え合って、より豊かな人生を送れるような
「男女共同参画社会」の実現を願って、いろいろな活動を行
っています。
●活動内容
たがわ21女性会議には、
「福祉部会」「教育部会」及び「環
境部会」の３つの部会があり、それぞれの部会において、自
主的活動（調査・研究、研修・学習、情報の交換など）を行
っています。また、活動の一つに創作劇上演があります。こ
の創作劇は、脚本、演出、出演、裏方のすべてをメンバーで
行っています。1999年には、あすばるフェスタ演劇まつりで、
創作劇「お浦ものがたり」がグランプリを受賞しました。
現在も、田川地区をはじめ県内各地から要請を受けて講演
活動を行っています。
高齢化が進んでおり、若い会員を募集しています。田川地
区のために手を繋ぎませんか。

特定非営利活動法人

ちくほう翼の会

E-mail：cota@mx3.et.tiki.ne.jp

●団体の紹介
１年を通して、会員及び会員の家族、友人も親子参加ので
きる企画を実施しています。
また季節ごとに「CoCo 通信」を発行し、行事について
お知らせしています。行事はすべて会員の手で準備・実行さ
れます。会員を募集中です。（年会費：大人 1,000 円、子ど
も無料）※子ども会員は、4 歳以上です。大人会員の記名登
録で会員になることが出来ます。
主な行事は、こどもまつり、キャンプや山歩き、親子あそ
びの広場などがあります。
●活動内容 活動内容
①自主的体験活動（季節の行事、キャンプ）
②子どもの表現活動（専門講師を招いてのワークショップ）
③子育て支援活動（読み聞かせ・音読教室・出前活動など）
④子どものための鑑賞活動（舞台劇や人形劇、芸能など）も
実施

田川地区子育てネットワーク

たんたん

特定非営利活動法人

たがわ子育て支援コミュニティ

たがわんわ

☎090‑4999‑8195
●団体の紹介
『翼の会』は、福岡県「女性研修の翼」
で得た知識と体験をもとに会員相互の
研修を深め、また家庭・職場・地域な
どの場において活かし、女性の地位向
上をはかり、男女共同参画社会の実現
に努めています。
『ちくほう翼の会』は、福岡県を 5
つのブロックに分けたものの 1 つで、
「安心して生きるために」を大きな柱
にかかげ、研修会や実践交流など各地
で活動しています。
●活動内容 活動内容
①男女共同参画推進に関する行政調査
活動
②会員のエンパワーメントのための研
修
③情報の発信
（会報の発行・ホームページ）
④各種審議会委員等への女性委員登用
の働きかけ

●団体の紹介
田川地区の子育て・子育ち・親育ち
を豊かにできたらいいなと考えて活動
しています。田川地区を中心に活動さ
れている様々な団体とつながり、親も
子も地域も楽しく育っていけたらいい
なと思っています。
現在は多世代交流ひろば そだちの
森で主に活動しています。
●活動内容 活動内容
①ふれあい交流サロン「おやこっこ」
の開催（第２・第４土曜日、多世代
交流ひろば そだちの森）
②プレイパークの実施（NPO 法人た
がわ子育て支援コミュニティたがわ
んわと共催）
③情報誌「たん taka たん」の発行
（「こんなことやりたい！」とアイデ
アがでたときに、やれることをやれ
るだけ。）

☎080‑5606‑7141
●団体の紹介
自然の中で思いっきり遊ぶことので
きる、そんな居場所があったらいいな。
身近なところに親も子もホッとでき
る居場所があったらいいな。
たがわんわは、子ども達の育ちのた
めの「あったらいいな」をみんなで考
え、地域の中に作っていく、そんな活
動を目指しています。
●活動内容 活動内容
①プレイパークの実施
②子育て支援スキルアップ講座の実施
③乳幼児健診時のメディアリテラシー
向上のための啓発活動
④田川市ブックスタート支援
⑤その他講師派遣等

男女共同参画センターの登録団体になりませんか
詳しくは田川市男女共同参画センターホームページをご覧ください

アンコンシャス・バイアス＜無意識の偏見＞とは、自分
自身が気づいていない「ものの見方や捉え方のゆがみ・偏
り」のことをいいます。
私たちの脳は、これまでに経験をしたことや、見聞きし
たことに照らし合わせて、あらゆるものを「自分なりに解
釈する」という機能があります。

例えば、日常でこんなことはありませんか？

●つい、
「これまでのやり方」や「前例」にとらわれ
てしまう
●来客受付やお茶出しを男性が行うのは、違和感があ
る
●何をするにしても相手との「上下関係」を意識して
しまう
●
「普通は◯◯だ」
「それって常識だよ」という言葉を
使うことがある
●
「男のくせに」や「女のくせに」などと思ってしま
うことがある
●育休を長期間取得する男性社員は、昇格欲が低いと
思ってしまう
●ＤＶと聞くと被害者は女性だと思う

職場における

このように、アンコンシャス・バイアスは日常にあふれ
ていて、誰にでもあるものです。
ただ、あることそのものが悪いわけではありません。問
題なのは、
それらのことに気づかないうちに「思い込み」
「き
めつけ」
「押しつけ」となり、
周囲に悪影響を与えることです。
●個人への影響
日常の些細な言動、行動となって表れ、相手の意識に作
用することで人間関係や雰囲気を悪くします。
●組織への影響
採用、評価、昇進、育成、リーダーの意思決定や行動選
択に影響を与え、ビジネス上の問題を引き起こす恐れがあ
ります。
●認識し取り組むことでより良い方向に
自分が偏見を持っていることを認め、正しい知識を身に
つけ、より多くの視点、より幅広い視野を持つことができ
るようになると、より客観的で公平な判断ができるように
なります。
あなたも少し
意識してみませんか。

パワーハラスメント対策が事業主の義務になりました

６月１日から、通称「パワハラ防止法」と呼ば
れる「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇
用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が
施行されました。（中小企業は2022年４月１日）
。
パワハラ防止法は、パワハラの基準を法律で定
めることで、具体的な防止措置を企業に義務化す
ることを目的に作られました。

●パワハラの 6 つの行為類型
⒈身体的な攻撃
突き飛ばす、殴る、蹴る、物にあたるなど
⒉精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言など
⒊人間関係からの切離し
隔離・仲間はずし・無視など
⒋過大な要求
業務上不要なことや遂行不可能なことの
強要、仕事の妨害など
⒌過小な要求
能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を
命じる、仕事を与えないなど
⒍個の侵害
私的なことに過度に立ち入るなど

●企業に義務づけられる 4 つのこと
①社内方針の明確化と周知・啓発
②相談に適切に対応するための体制づくり
③相談者の不利益な取り扱い禁止
④パワハラが発生した場合の迅速・適切な対応
●パワハラの定義
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの（身体的若
しくは精神的な苦痛を与えること）
パワハラは、この 3 つの要素をすべて満たすも
のであると定義されています。
ただし、客観的に見て、業務上必要かつ相当な
範囲だと判断される適正な業務指示、指導はパワ
ハラにはあたりません。

今後は、新型コロナウィルスの影響で、これま
でとは違ったパワハラが出現してくる可能性があ
ります。しっかりとしたパワハラ防止措置の体制
整備は、従業員だけでなく、会社を守るためにも
重要です。就業規則の見直しや従業員への周知・
啓発を強化し、パワハラのない職場環境を目指し
ましょう。

https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0031473/index.html
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デートＤＶ予防のための出前講座

参加者感想文より

７月30日
（木）
に田川科学技術高等学校においてデート
ＤＶ予防講座を開催し、同校２学年の生徒164人が参加
しました。
フォスク
講師には、
ＮＰＯ法人ＦＯＳＣ理事長の野口真理子さん
をお招きしました。
野口さんは、デートＤＶ
（恋人同士の暴力）の種類やそ
の予防方法などについて触れ、
「性に関わることは命の
問題。相手の命を大切にすること。真剣に考えてほしい。
」
と話していました。
講座の終盤では、先生・生徒の有志が恋人同士に扮し
会話劇を披露。野口さんが大切と説く「自分が嫌だと感
じたらきちんと言葉で伝える」ことを皆で体験しました。

講 師

野口真理子さん

●お互いに気持ちを伝え合うのが大切だと思った。
●知らないうちに相手を傷つけていることもある
ので、相手の事を思いやる行動をしたいと思う。
●嫌なことは、きちんと断ることを学んだ。男性
でもＤＶを受けていることを知った。
●今後何かあれば相談しようと思った。

男女共同参画出前講座
募集中

男女共同参画小学生向け

「男女共同参画ってなに？なぜ必要？」
「イクメン、
イクボスって？」
「ワーク・ライフ・バランスについて知りたい！」
「固定的性別役割
分担意識って？」
田川市男女共同参画センターでは、市民のみなさんに楽しく男女
共同参画について学んでいただくために、出前講座を実施していま
す。地域やサークルの学習会や職場の研修等にお気軽にご利用くだ
さい。
●対
象 田川市に在住、通勤、通学されている概ね10人以上の
団体
●日
時 平日の午前 9 時から午後 9 時までの間で 2 時間以内
●場
所 田川市内。会場は申し込まれた団体でご用意ください。
●講
師 田川市男女共同参画センター長
●講 師 料 無料
●申込方法 受講希望日の 1 か月前までにご連絡ください。
なお、人数、日時については、上記に当てはまらなくても対応
できますのでご相談ください。別の会議等と組み合わせたミニ講
座も開催できます。

リーフレットを作成しました
本市では、平成29年３月に策定した「第２
次田川市男女共同参画プラン」の基本目標４
「一人ひとりを尊重し、男女共同参画意識が
浸透する」に掲げている「学校教育等におけ
る男女共同参画の推進」の取組の一環として、
小学生への男女平等
意識の啓発を目的とし
た「男女共同参画小学
生向けリーフレット」
を作成しました。
市ホームページに掲
載していますので、
「男
女共同参画がよくわか
らない！」という方も、
ぜひご覧ください！！

出前講座の実施は地域貢献活動評価項目の対象となります。

今年４月の人事異動で、男女共同参画センターに配属となりました。
私は、以前から「ゆめっせ通信」の読者でしたが、書かれた記事の内容について深く考えた
ことはありませんでした。この度、編集後記を書く機会を得て、過不足なく発信することの難しさを感じています。
日々勉強を怠らずに、歩を進めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。（久）
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10月1日は浄化槽の日
昭和60年10月1日に「浄化槽法」が施行されたことを記念して、毎年10月1日は「浄化槽の日」となりました。
浄化槽の日をきっかけに、浄化槽について考えてみましょう。

■合併処理浄化槽で川をきれいに

■単独処理浄化槽の転換

現在、くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理
浄化槽へ転換する人が増えています。市の補助金申請
件数は、本年８月時点で昨年度を上回っています（下
図参照）。合併処理浄化槽はトイレからの排水だけで
はなく台所や風呂・洗濯機などからの排水もきれいに
できます。合併処理浄化槽への転換が、美しい川を取
つな
り戻すことに繋がるのです。

■浄化槽補助金の
申請件数（８月31日現在）
令和
２年度

111

令和
元年度

83

平成
15
30年度
平成
29年度 9
0

44

44
45

単独処理浄化槽では、台所や風呂・洗濯機からの排
水は処理できません。そのため、平成13年に単独処理
浄化槽の新設が法律で禁止されましたが、市内にはい
まだ約3,000基の単独処理浄化槽が設置されています。
浄化槽の耐用年数は概ね30年といわれていることから、
合併処理浄化槽への転換に手厚い補助が受けられる今、
転換を検討しててみてはいかがでしょうか。

■補助の対象と補助金額
主な補助対象項目
建物用途

人
槽
本体工事

新

52
20 40 60 80 100 120 140 160
（件）

転換

すべての建物用途

専用住宅

5人槽

33.2万円

6 ・ 7人槽
8〜10人槽

21〜30人槽
31〜50人槽

転換は令和５年度までがお得です。

設

10人槽以下

41.4万円
54.8万円

11〜20人槽

■転換 □新設

ポイント

すべての人槽

令和元〜５年度 令和６〜８年度 令和９・10年度
83.2万円
91.4万円

104.8万円

143.9万円

補助対象外

51人槽以上
撤去・配管

197.2万円

253.7万円

282.6万円

63.2万円
71.4万円

84.8万円

123.9万円

43.2万円
51.4万円

64.8万円

103.9万円

177.2万円

157.2万円

262.6万円

242.6万円

233.7万円

213.7万円

［ く み 取 り 便 槽］撤去：６万円、配管：14万円
［単独処理浄化槽］撤去：９万円、配管：30万円

浄化槽の相談窓口を延長します［毎週木曜日17時〜19時］

一人でも多くの人から浄化槽設置に関する相談を受けられるよう、相談窓口の開
設時間を延長します。通常の時間帯では相談が困難な人など、どなたでも気軽に連
絡してください。電話や窓口での相談のほか、訪問による相談の希望にも対応します。

問い合わせ
環境対策課
汚水処理対策室
（☎85‑7160）

詳しい情報はＨＰで検索

糖尿病教室からこんにちは 〜糖尿病のお話（検査編）〜
●糖尿病でよく聞くインスリンの働きとは？
膵臓から分泌されるインスリンは血糖値を下げますが、インスリンが糖を分解するわけではなく、代謝によりエネ
ルギーとして使えるように筋肉や脳などに割り振っているだけです。余れば脂肪になって蓄積され、肥満の原因にな
ります。つまり「太ることができる」
＝
「インスリンの分泌がいい」とも言えます。しかし、インスリンは年齢を重ね
るにつれて分泌量が減り、食生活を改善しなければ血液中に糖分があふれ出します。これが「糖尿病」です。
●合併症を防ごう！
糖尿病になると血管が傷つき、硬くなったり詰まったりして腎臓や網膜など血液を多く必要とす
る臓器にダメージを与えていきます。これを「合併症」と言います。現在、血糖値やヘモグロビン
A1C などの血糖値の推移を調べる検査や、
インスリン分泌量などの膵臓の機能を調べる検査に加え、
腎機能や眼底、下肢動脈脈波検査など合併症を調べる検査が多くなっています。
検査をして早い段階で糖尿病を発見できれば、合併症を避けられるかもしれません。健康診断や
健診などで糖尿病予備軍と言われた人は、定期的に検査を受けましょう。
すいぞう
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田川市社会福祉協議会「田川市ボランティアサークル連絡協議会」

【会の紹介】たんぽぽの綿が風に乗り、飛んでいろいろな場
所で花を咲かせるように、手話の輪が広がることを願い「た
んぽぽ手話の会」を設立しました。聞こえない人（聴覚障害
者）の耳（聞こえ）と声（話す）の手伝いと通訳ができる会
員を育てるため、日々手話の学習に励んでいます。どんなと
きでも、聞こえる人と同じ情報を提供できる手話の会であり
たいと思っています。昨年、田川市でも手話言語条例が制定
されました。今後も聴覚障害者と一緒にさまざまな取り組み
をし、聴覚障害者に対しての理解を広め、誰もが住みやすい
地域になるよう頑張って活動を続けたいです。
【活動内容】聴覚障害者と一緒に学習し、交流会などを開催
しています。また、さまざまな行事で手話通訳を担い、手話
の普及に努めています。初めて手話を学習する人への入門講
座と基礎講座を毎年開催しています。
【活動日】毎週金曜日 19時〜20時40分
毎週土曜日 13時〜15時
はらだ さちこ
【代表者】原田幸子さん【設立】昭和50年
【連絡先】 ☎44‑5757 田川市社会福祉協議会

【会の紹介】
「できることをできる範囲で」をモットーに、障
害者が安心して暮らすことができる街や社会になるように活
動しています。例年、つくしの里バザー「つくし市」（９月
開催）や作品展（３月開催）の支援をしていますが、本年度
は残念ながら新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「つ
くし市」は中止となりました。新型コロナウイルスが早くお
さまり、いつものように活動できることを願っています。
【活動内容】つくしの里利用者の軽作業のお手伝いや、利用
者とのレクリエーションを一緒に楽しんでいます。
【活動日】毎週、ボランティアの都合の良い日に活動し「つ
くし市」や作品展などのイベントを支援しています。
かとう いくろう
【代表者】加藤育朗さん 【設立】平成６年
【連絡先】☎44‑5757 田川市社会福祉協議会

▲ふくしまつりでの手話体験

【会の紹介】目や身体の不自由な仲間たちとボランティアス
タッフが音楽を通じて共に学び、笑顔のある時間を共有しな
がら活動しています。リコーダーや木琴・鉄琴、和太鼓など、
触ったこともなかった楽器に挑戦。演奏だけではなく、合唱
や手踊り、寸劇を取り入れるなど、見る人も出演する人も楽
しむことができる音楽隊です。発足以降、先生の優しく楽し
い指導のお陰でほとんどの仲間が休むことなく練習を続けて
きました。一昨年に10周年を迎え、記念コンサートを開催
することができました。本年は新型コロナウイルスの影響を
▲「東京 2020 大会１年前イベント in 田川」で
受け、４月から練習ができていません。早く元の生活ができ
演奏。ドイツ・ベラルーシ選手団と記念撮影
るように、そして楽しく活動ができるようになりたいです。
送迎を含め、みんなと一緒に楽しい時間を共有できるスタッ
フを募集しています。楽器ができなくても大丈夫です。気軽
に連絡してください。
【活動内容】唱歌・童謡・民謡・懐メロなどの演奏と合唱。
手踊りや寸劇も。ドリーム音楽隊ならではの音楽スタイルで
共に楽しめるような演奏を模索し、練習に励んでいます。
【活動日】第２・４木曜日 13時30分〜15時30分
おばた てるこ
【代表者】尾畑照子さん【設立】平成20年
【連絡先】 ☎44‑5757 田川市社会福祉協議会
▲ふくしまつりのステージで演奏
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※新型コロナウイルス感染症の流行前に撮影したため、 マスクを着用していない写真があります

▲利用者の活動を支援中

▲お楽しみ会は楽しい企画がたくさん
▲つくし市での企画イベント

小物づくりの会 〜赤い羽根に貢献〜
【会の紹介】スマイルプラザ田川で月に２回、裁縫や編み物、
互いに教え合い
和気あいあいと
ビーズ細工などの小物づくりに取り組んでいます。例年、夏
活動しています
から秋にかけて多くのイベントに参加し、小物の販売を行っ
ています。今年はコロナ禍でイベントの中止が続いているた
め、手作りマスクや帽子、ブローチなどの制作に励んでいます。
小物は、スマイルプラザ田川で販売し、収益の全額を赤い羽
根共同募金に寄付しています。商店街での活動やオリンピッ
ク・パラリンピックに向けた制作など、地域に貢献する活動
にも挑戦しています。特技をいかし、楽しみながらできるボ
まつえだ のりこ
【代表者】松枝紀子さん【設立】平成28年
ランティア活動です。ぜひ見学にきてください。
【連絡先】 ☎44‑5757 田川市社会福祉協議会
【活動日】毎月第２・第４水曜日 10時〜12時

ボラセンに登録している団体が
提供する情報を掲載
10月

16 金
10月
31 土
11月

7 土

14時〜16時 内容未定（palette）※詳しくはお問い合わせください
主催 : いいかねカフェ ☎42‑7244（猪位金校区活性化協議会）
15時〜16時30分 測量日記を読み解く会（市図）
主催 : 田川郷土研究会 ☎44‑0384（市図）
13時〜15 時 市民公開講座（市会）
主催 : 田川郷土研究会 ☎44‑0384（市図）

palette: いいかね palette（旧猪位金小学校） 市図 : 市図書館

市会 : 市民会館

イベントは新型コロナ
ウイルス感染症の影響
により、変更となる場
合があります。
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福智山系徹底踏査！

捜査一課式防犯ＢＯＯＫ

純喫茶パオーン

挟間 照生

佐々木 成三

椰月 美智子

市
立
図
書
館

創ーン」。店主の孫である「ぼ ひき巣、振り込め詐欺…。元 北系の山々を、安全に楽しく
業約 50 年の「純喫茶パオ

く」が、小学生・中学生・大学
生時にそれぞれ出会った不思議
な事件と温かな日々を描く

ったくり、あおり運転、空

部九州を南北に貫く福智山

捜査一課刑事の経験と知識を活
歩くためのガイド本。分岐や危
かした 116 の防犯テクニックを、 険箇所、標高差や傾斜の緩急な
イラストとともに紹介
ども含め、25 ルートを紹介

北村 裕花
（絵）

やばいことわざ

あおいの世界

かしたつもり×
もらったつもり

齋藤 孝
（監修）

花里 真希

大いちに貸したつもりだった。 空ていた小 5 のあおい。父 苦てはことを仕損じる…。「こ
切な恐竜図鑑を、れんはだ

想癖のせいでクラスで浮い

だけど、だいちはもらったつも
りでいて…。 聞きまちがいのけ
んかと仲直りの物語

親の都合でカナダに転校するこ
とになった。転校先ではふつう
にしようと決めていたが…

れはまさにいまの自分のこと⁉」
とハッとするような、面白くて
役立つことわざを紹介

ブックスタートとは、赤ち
ゃんに絵本を開く楽しい体験
と一緒に絵本を手渡す活動で
す。保健センターの４か月児
健診会場で絵本と保護者向け
アドバイス集、おすすめ図書
リストなどを布製バッグに入
れて渡しています。受診の際
はブックスタートコーナーに
お寄りください。

図書館カレンダー 10月
日

月

4
11
18
25

5
12
19
26

●は休館日です
火 水 木 金 土

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

※開館時間 9時30分〜
20時（火〜金曜日）、9時
30分〜18時（土日祝日）

新着図書名

たなか よういちろう
（絵）

斉藤 洋
（原作）
松丸 亮吾
（監修）

加藤 英明
（監修）
伊藤 柚貴
アンナ・クレイボーン
八束 澄子

著者名

●一般書
海洋プラスチックごみ問題の真実 磯辺 篤彦
スキマワラシ
恩田 陸
二百十番館にようこそ
加納 朋子
四畳半タイムマシンブルース
上田 誠
（原案）
首里の馬
高山 羽根子
偽りの君と、
十四日間の恋をした 櫻 いいよ
はじめまして更年期
（コーネンキー） 永田 京子
感染を恐れない暮らし方
本間 真二郎
２マスあきから始める詰めオセロ１００問ドリル 日本オセロ連盟
（監修）
Ｓｋｙｐｅスマートガイド
リンクアップ
新谷 友里江
重信 初江
材料を袋に入れるだけで、
定番の冷凍食品がおうちでできた！

味つけご飯とおみおつけ
●児童書
おばけずかんクイズＢＯＯＫ
東大松丸式ナゾトキスクール
さわがにのあぶく
いきものやばいすみか図鑑
さかな博士のレアうま魚図鑑
すごいぞ！進化
団地のコトリ

ストラップ付のオリジナル豆本作
りに挑戦しませんか。
●と き 10月25日（日）
14時～16時
●ところ 図書館視聴覚室
●定 員 ８人
※申し込みが必要です。
※小学３年生以下は保護者１人が同
伴してください。
●参加費 100円
●申し込み方法 図書館カウンター
または電話で申し込み
※当日はマスクの着用にご協力をお
願いします。

ほかにも多くの新着図書があります。
ぜひ利用してください。

豆本づくり講座

しいときの神だのみ。急い

ブックスタートを
行っています

◆レコードコンサート 10月15日
（木）
19時～図書館２階視聴覚室 特集：ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77など
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相談料無料・秘密厳守

日
（土） 時～

28
10

時

11

▼申し込み・問い

合わせ 文化生

涯学習課（☎

・５１１０）

44

イ ル ス 感 染 予 防 対 策 に つ い て、

月

11

改めて学んでみませんか。

分

ルス感染症にかからないために

▼とき

シルバー人材センターは、県知

時

き ひろ

13日㈫
10：00〜
22日㈭
14：00〜

生きがいを持って働きませんか

事の許可を受けた公益社団法人で

さ

の
談

市民会館

～ウィズコロナの時代を迎えて、

す。高齢者のみなさんが長年培っ

さ

ろ
相

▼ところ

新型コロナウイルスと正しく付

母 子・児 童 相 談 月〜金（祝日を除く） 市役所１階 ☎44-0678
８：30〜16：30 子育て支援課
こ
康

45

10 月
日

4

月

5

6

水

7

木

金

土

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

令和２年 ８月末現在

人

口

46,925人（前月比 31減）

男 21,787人
世帯数
出生

▲専用申し込み
フォーム

火

女 25,138人

24,225（前月比17減）
29人

転入 120人

死亡

48人

転出 132人

※都合により相談日は変更されることがあります。
★印の相談の問い合わせは市民課
（☎85-7135）

日時（受付時間） 場
所 備
考
市役所１階
19日㈪
10：00〜15：00
12会議室
市役所１階 ★
20日㈫
10：00〜14：30
12会議室
市役所１階 ★
14日㈬
９：00〜16：00
12会議室
８日㈭
市役所４階 ☎85-7112
17：00〜19：00 見える化ルーム
28日㈬
市役所４階 前日までの予約制
13：00〜16：00 見える化ルーム ☎85-7145
月〜金（祝日を除く）男女共同参画センター ☎44-0159
９：00〜17：00
ゆめっせ
１日㈭（予約制） 男女共同参画センター 前日までの予約制
ゆめっせ
☎85-7134
13：30〜15：30

（児童虐待含む）

こ
健

シルバー人材センター会員募集

月９日
（月） 時～

き合う方法～【講師】佐々木宏

16

▼内容 【講演】新型コロナウイ

田川総合庁舎２階第４

14

高次脳機能障害家族支援相談会

▼とき

会議室

▼ところ

子 育 て 女 性
就職支援相談

た知識や技能をいかし、さまざま

談

かず

相

な場で安心して働くことができま

性

ク院長）

女

和さん（ささきこどもクリニッ

談

問い合わせください。

相

※申し込みが必要です。詳しくは

働

（産業振興課）

す。仲間との活動を通じて地域で

労

社会貢献し、充実した日々を送り

納税窓口相談

10

人※先着

く ら し・行 政
なんでも相談
行 政 書 士
無 料 相 談

人（託児は

交通事故相談

順）

称

▼定員

ませんか。

歳以上で、健康で

名

産業医

子どもの保護者または興

働く意欲がある人。シルバー人

▼入会条件

められた会費を納入できる人。

10月の 定 例 相 談

科大学病院高次脳機能障がい支

▼対象

専用の申し込み

日
（火）

60

▼申し込み・問い合わせ

ありかわ

味がある人

▼申し込み方法

月

日
（金）

材センターの趣旨に賛同し、定

※詳しくは問い合わせください。

月

24

フォームまたは電話で申し込み

▼申し込み・問い合わせ （公社）

▼申込期限

※託児は、

田川地区シルバー

※当日はマスクの着用をお願いし

人材センター（☎

せき

痛 み な ど の 症 状 が あ る 場 合 は、

・８９２５）

ます。また、発熱や咳、のどの

参加を控えてください。

20

11

援コーディネーター蟻川（☎０

９３・６０３・１６１１）

家庭教育講座
参加費無料

日常生活の中での新型コロナウ
44

11

50

11

名
称
身障なんでも
相
談
聴力言語障害
生 活 相 談

日時（受付時間） 場
所 備
考
25日㈰
９：30〜12：30
14日㈬・28日㈬ スマイルプラザ ☎44-5757
13：00〜16：00
田川
13日㈫
９：30〜10：00

13日㈫
福岡法務局 法テラス福岡
弁 護 士 無 料
法 律 相 談 予約制、条件・定員あり 田川支局 ☎050-3383-5502
月〜金（祝日を除く）福岡県弁護士会筑豊部会 ★注１
13：00〜16：00 田川法律相談センター
電話受付可
ふ れ あ い 月〜金（祝日を除く）スマイルプラザ 悩みご
と110番
福祉総合相談
10：00〜15：00
田川
☎46-4848

補 聴 器 相 談

５日㈪
13：00〜14：00

市役所１階 高齢障害課
12会議室 ☎85-7130

面接相談
（予約制）
福岡県
女性の健康相談 ７日㈬13：30〜16：30 嘉穂・鞍手 （専用ダイヤル）
不 妊 相 談 電話相談（祝日を除く） 保健福祉 ☎0948-29-0277
月〜金９：00〜17：00 環境事務所

福岡県
要予約
田川保健福祉 ☎42-9307
隣 保 館 の 月〜金（祝日を除く）中央☎44-8181、弓削田☎
事務所
人権・生活相談
９：00〜16：00 44-3318、上伊田☎44-3410

注１）
市内に住む人対象、
予約制。
市民課で発行する紹介状が必要
（受付：平日８時30分〜17時・木曜日
［祝日除く］
は19時まで）

17

広報たがわ
R2. 10. 1号

10月の市民課窓口時間延長日：１日、８日、15日、22日、29日（いずれも木曜日）17時～19時 ◆問い合わせ 市民課市民年金係（☎85－7136）

★募集の続き

施設内訓練生募集４月期入校生

月８日
（木）
～

月

小竹・田川高等技術専門校
６日
（金）

▼申込期間

３年

月

▼受験資格
の人、②③
人
月

歳以上

歳以上

日
（土）

①

①

月

▼受験料 ８千１００円※福岡県

（福岡市博多区吉塚本町）
歳未満
領収証紙で納入してください。

▼とき

就職説明会
たがわ情報センター

月

日
（土）【 ３ 次 試

時

④小児慢性特定疾病の施策以外の
児童福祉法による施策の対象と
ならない人
⑤障害者の日常生活及び社会生活
による施策の対象とならない人

を総合的に支援するための法律

※郵送の場合、封筒に「砂利採取

日（金）

工業保安課採石係（☎０９２・

職員採用試験実施

福岡県町村議会議長会

次試験】

日
（火）

福岡県自治会館（福岡

験】令和３年１月中旬予定
▼ところ
市博多区千代）
月

日常生活用具給付事業
（補助制度）

保健福祉課
小児慢性特定疾病によって日常
生活を営むことが困難な人を支え

▼申込期限
るため、日常生活用具の購入に必

事務局職員１人

日
（金） 時～

次の①～⑤すべてに該当

保健福祉課福祉政

わせください。
・７１１８）

▼問い合わせ
策係（☎
古墳同時公開
（秋季）
を中止します

夏吉１号墳・ 号墳
遠賀川流域の古墳同時公開の一
号墳（市指定史跡）の公開

環として、本市では毎年夏吉１号
墳・
を行っていますが、新型コロナウ
イルスの感染予防のため、秋季の
文化生涯学習課文

公開を中止します。
・５７４５）

▼問い合わせ
化係（☎

福岡県麻薬・覚醒剤乱用防止月間

月１日～ 月 日

麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー
および危険ドラッグなどの乱用は、

①本市に住所がある人
物乱用は『ダメ。ゼッタイ。』」を

人の生活にも害を及ぼします。「薬

故や犯罪の誘因となるなど周りの

乱用者個人の健康だけでなく、事

②小児慢性特定疾病医療受給者証
合い言葉に、薬物乱用を絶対に許

時

時

歳で体重

歳で体重

福岡県保健医療介

た な かて る お

日本オストミー協

◎香典返しとして

▼田川市社会福祉協議会へ寄付

（☎０８０・１１６０・５０５０）

会福岡県支部筑豊分会田中昭生

▼問い合わせ

ます。

６４３・３２８７）

護部薬務課麻薬係（☎０９２・

▼問い合わせ

さない社会環境をつくりましょう。

を所持する人（ 歳未満。ただ

た人

が安定していると医師が判断し

③在宅で療養が可能な程度に病状

未満）

し治療の継続が必要な人は 歳

する人

▼対象

要な費用を助成します。

▼採用予定人数
合わせください。

※申し込み方法など詳しくは問い
福岡県

町村議会議長会事務局（☎０９

▼申し込み・問い合わせ
２・６５１・２９５８）

砂利採取業務主任者試験
福岡県
砂利採取に伴う災害防止に必要
月

な知識や技術の試験を実施します。
▼とき

きの方法など、詳しくは問い合

※事業内容や給付対象用具、手続

月

福岡地方協力本部飯塚地域事務
６４３・３４３８）

▼申し込み・問い合わせ 福岡県

※詳しくは問い合わせください。

※消印有効

▼申込期限

書きし、簡易書留で送付。

業務主任者試験受験申込」と朱

たは郵送してください。

▼申し込み方法 願書を持参、ま

歳未満の

日
（火）
②

設計科・自動車整備科・機械加
▼ところ

福岡県立小竹高等

・１６７６）

日
（日）
②

回自衛官候補生

田川市小児慢性特定疾病児童等

所（☎０９４８・ ・４８４７）

自衛隊

時

日
（月）
③令和３年１月６日

▼申込期限

工エンジニア科・建築科・塗装

（水）

科・ 介 護 サ ー ビ ス 科【 田 川 校 】
※申し込み不要・参加費無料

月４日
（日） 時～

電気工事科・自動車整備科・木
▼申し込み・問い合わせ

ＯＡ事務科

①第
日
（土）
または
日
（日）

または

日
（月祝）
③陸上自衛隊

【推薦】令和３年１月

陸上自衛隊高等工科学校生徒

月

▼試験日

第４回自衛官候補生・陸上自衛隊
高等工科学校生徒
【推薦】【一般】

自衛官採用試験

技術専門校（☎

６ ４ ４ １）
、福岡県立田川高等

技術専門校（☎０９４９６・２・

▼問い合わせ

のホームページをご覧ください。 ▼とき 【１次試験】書類選考【２

または福岡県立高等技術専門校

定所で配布する訓練生募集要項

※詳しくは、最寄りの公共職業安

▼試験日

月 日
（月）

工家具科・エクステリア左官科・

▼募集科 【小竹校】プログラム

33

福岡県吉塚合同庁舎

分～

日（水） 時～

献血にご協力を

あなたの支援が命を救う
月

分、 時

▼とき

歳～

▼ところ 市役所玄関前駐車場
▼対象 男性
㎏以上

㎏以上、女性 歳～

歳まで

小峠貴彬（亡父隆弘）中央団地３区

歳以上は、 歳から

に献血の経験がある人に限る。

※

越知作光（亡母アヤ子） 三井大藪
岡部トシ子
（亡夫劭一）

▼持参するもの 献血カードまた
は献血手帳。持っていない人は

◎社会福祉事業資金として

丸山町

本人であることが確認できるも

（敬称略）

年６月に開催した「上條

がりから、パレスチナ・ガザの画

展。このときの上條さんとのつな

陽子とパレスチナの子どもたち」

平成

パレスチナ・ガザの画家たち展
囚われのアーティスト

○これからの展覧会

宮尾町

香春仲哀の名水愛好者一同

参加費無料
日（日） 時～ 時

友末寺門徒会

の（運転免許証、保険証など）
▼問い合わせ 保健福祉課福祉政
策係（☎ ・７１１８）

月

オストメイトのための医療研修会

▼とき

いいづか（飯塚市柏の森）

家３人と子どもたちの作品を紹介

▼ところ サン・アビリティーズ

数に応じたケアについて」講師

▼内容 【講演】
「ストーマ経験年

（日）

▼とき

月

日
（金）
～

なれば幸いです。
月６日

芸術の意義について考える機会と

つ い て 理 解 を 深 め、 自 由 や 平 和、

ことをきっかけに、パレスチナに

します。彼らの作品に直接触れる

やぶもと な お こ

排泄ケア認定看護師）

藪本斉子さん（飯塚病院皮膚・
人工肛門・人工膀胱を持
つ本人（オストメイト）とその

▼対象

家族、医療・介護関係者など
※新型コロナウイルス感染症の影
響により中止となる場合があり

▼観覧料

▼ところ

一般２００（１００）
円、

中央展示室
高校生以下無料
）内は市内在住者（身分証の
提示が必要）の料金

※（

田川市美術館（☎
・６１６１）

▼問い合わせ

月の乳幼児健診
場所は市保健センター
新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、予定を変更する場合
があります。

※健診の対象者には、健診日の１週間程度前に世帯主宛に案内を郵送します。
（転入してきた場合などは、健診日が異なることがあります）
●問い合わせ 市保健センター（☎44-8270）

広報たがわ
R2. 10. 1号

18
防災行政無線の音声案内 ☎0120－894－215 ◆問い合わせ 安全安心まちづくり課
（☎85-7114）
編集後記「リロード」：ＰＡＹＰＡＹを使い始めた。市内には使える店舗がたくさん。さらに今ならポイント還元中。詳しくは７ページへ。
（麻）
広報たがわ
R2. 10. 1号

平成31年
３月生まれ

◆有料広告の申し込み ： 株式会社NOTE
（☎0948−52−3244）

19

当日の朝とった尿を
送付した容器に入れ
て持参してください。

平成29年
９月生まれ
10月27日
（火）
３歳児健診

令和２年１月26日
～２月23日

10月23日
（金） 13：15
～
１歳６か月児 10月６日 14：30
（火）
健診
８か月児
健診

10

69

64

42

20

11
50
15

10

10月９日
（金）

令和２年５月12日
～６月９日
４か月児
健診

18

16

69
13

備考

30 21

17

18

60

29

ブックスタートで本
の配布のみを行って
います。

30

12

18

11

19

21

11

16

23
15

12

85

10

11

12

44

22

10

●問い合わせ 文化生涯学習課（☎44‑5110）

▼ところ

田川市公民館まつりを中止します

17

と命を守るため中止することが決まりました。

22

10

高等工科学校生徒【一般】令和

令和２年度

11

13

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎ、多くの来場者や関係者の健康

44

4

10
16

対象生年月日
健診日

12 10

85

11

16

10
11

21

11

21

29

10

受付時間
健診名

30

65 50

11

15

11

17

10

10

10

1

30

本年10月11日
（日）
に開催を予定していた「田川市公民館まつり」は、

11

ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた
見やすいデザインの文字を採用しています。
ー「広報たがわ」は再生紙を使用していますー

20
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R2. 10. 1号

