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今月は敬老会が催されます今月は敬老会が催されます今月は敬老会が催されます 2

豊前市を訪
れた被災

地の子ども
たち

夏夏
♪♪のの思思いい出出出



　高齢者の長寿をお祝いするため、各地区で「敬老会」が催されます。
７５歳以上（昭和１２年４月１日以前出生）の方はご参加ください。
　年に１度の各地区での「敬老会」です。同じ地域にお住まいの方との交流の場でもありま
すのでご近所の皆さんお誘い合せの上、楽しいひとときをお過ごしください。

● ９月１日現在住民基本台帳・外国人登録原票に登録されている方
　（９月１４日までに死亡・転出した方は対象外）
●平成23年度内に下記年齢になる方      
　① 77歳・・・・・・・・・７千円（昭和９年４月２日～昭和１０年４月１日出生）
　② 88歳・・・・・・・・・１万円（大正１２年４月２日～大正１３年４月１日出生）
　③ 99歳以上・・・・３万円（大正２年４月１日以前出生）

当日会場で、敬老祝金（豊前お買物券）をお渡ししますので、案内状と印鑑を忘れないよ
うにしてください。また、当日会場で受け取りができない方は、9月20日以降案内状と印鑑
を持参の上、豊前市福祉課 高齢者介護対策係でお受け取りください。

※ 印鑑がない場合は受領できませんのでご注意ください。     
※ 家族等代理の受領もできます。     
　　　
問合せ／福祉課 高齢者介護対策係   
       　 TEL0979－82－1111（内線1234、1235）
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《「敬老会」式典日程表》

※敬老祝金支給対象の方  

※向陽荘、亀保の里、豊前サンビレッヂ、望海荘、ケアポートぶぜん、豊前病院、大川病院に入所・入院中の方に
　つきましては各施設、病院内で実施いたします。
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第
豊前市みなと祭り協賛御礼
豊前市みなと祭りにご協賛くださいまして誠にありがとうございました。

回５9

（有）愛三
あおい美容室
（株）石田組豊前支店
石田ランドリー
（有）井上工業
(有)井上興産
宇島瓦斯（株）
宇島工業団地港会
宇島港振興協会
（株）宇島製作所
宇島太陽交通（株）
宇島郵便局
（有）エコー商会
エトワール美容室
(有)恵良工務店
大分製紙（株）豊前工場
オカモトスポーツ
岡本製材所
荻野電気工業所
お茶の中村園
緒林畳店
介護老人保健施設ほうらい山荘
割烹旅館　宇島汐湯
勝目電気工事
亀田クリーニング店
辛島内科クリニック
カレー＆中華料理インド
（株）カワムラ九州
菊池クリニック
（福）亀保の里
九州エノキ（株）
九州高圧コンクリート工業（株）
九州電力（株）豊前発電所
九州旅客鉄道（株）宇島駅
（株）九電工　豊前営業所
九電産業（株）豊前事業所
（医）清田整形外科医院
求菩提温泉「ト仙の郷」
倉富医院
黒のれん本店
郡司掛歯科医院
（有）小石組
コカ・コーラウエスト（株）
後藤自動車工場
後藤酒造合資会社
寿屋フロンテ（株）九州工場
是石ストアー
ザ・カクテル・エムズ
（有）三栄自動車整備工場
（株）サンナー

（株）三福
（株）サンレー　豊前紫雲閣
四季の味　麻以虎
司法書士　髙瀬事務所
写真のみどり
（有）小路設備工業
白水サッシ
（株）進栄海運
（株）スーパー大栄Ｄ＆Ｄ豊前店
（株）スーパー細川豊前店
（福）周防学園
西部産業（株）豊前営業所
（有）卵の里・まこと
築上印刷（有）
恒成医院
坪根建設(有)
（株）テクノステート
でんき館昭和堂
でんき館むらぐち
ＴＯＴＯプラテック（株）
（有）内藤水産
中野塗料（有）
（有）中本製作所
西日本ケーシング(株)
西日本花火（有）
西日本プラント工業（株）豊前事業所
(株）ニッケン鋼機九州工場
日章教販
日鐵住金建材（株）
（有）ニッポウ文具・事務機
能徳工業団地　能徳会
八屋第一診療所
ハヤシ時計店
ひごろ食堂
久永内科・皮膚科医院
樋田電機店
福井本家
（社）福岡県建築士会　豊前支部
（社）福岡県土木組合連合会　豊前支部
福岡豊築農業協同組合
（株）富士菊
豊前液化ガス協同組合
豊前温泉「天狗の湯」
豊前銀行協会
ぶぜんケアサービス（株）
(特養)豊前サンビレッヂ
豊前市建設業協会
豊前市管工事協同組合
豊前市商店街連合会
豊前商工会議所

（株）豊前清掃社
豊前石油（株）
（社）豊前築上医師会
豊前東芝エレクトロニクス（株）
（福）豊前東明会ケアハウスさくら
豊前ロータリークラブ
（株）古見産業
フレゼニウスメディカルケアジャパン（株）豊前工場
文化太陽交通（株）
望海荘
（株）豊成建設
豊築漁業協同組合　八屋支所
豊築漁業協同組合
豊築漁業協同組合　松江浦支所
（医）豊和会豊前病院
(福)保誠会豊前アニマノ
堀建産業（株）
毎日新聞八屋販売店
まえだ小児科医院
（株）増田ホームリビングセンター
（有）松川蒲鉾店
（有）松川冷熱
(有)松永建設
松本工業（株）
松山建設（株）
（株）マルショク豊前店
三国屋
道の駅「豊前おこしかけ」
みやこハム（株）
ミヤフサ建設（株）
宮本食料品店
（株）ムクノ
（有）武蔵屋
ムロオカ産業（株）九州工場
明治安田生命保険（相）豊前営業所
山崎建設
山田歯科医院
（有）山田農場
（有）ヤマユウ
郵便事業（株）豊前支店
洋裁の店ありよし
(有)吉田建設
吉野プラスチックス（株）
両備トランスポート九州（株）豊前営業所
ローソン豊前千束店
わたなべ歯科クリニック
（有）渡辺保険事務所
渡邊モータース
豊前市課長会
豊前市課長補佐会

※順不同・敬称略



このページについてのお問い合わせは…市民健康課　医療保険係（⑤番窓口）　内線1207・1291

国保に加入するとき、またはやめるときは、
下記の日から14日以内に国保担当窓口に
届け出が必要です。

会社や役所を退職して、年金(厚生年金な
ど)を受けられる65歳未満の人とその被
扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受
けます。

❶国保に加入している人
❷65歳未満の人
❸厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期
　間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人

退職被保険者本人と生活を共にし、主に退職被保険者本人
の収入によって生計を維持している下記の人です。
❶退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と３親等以内の親族、
　または配偶者の父母と子
❷国保に加入している65歳未満の人
❸年間の収入が１３０万円(60歳以上の人や障害者は１８０万円)未満の人

すこやか医療

●ほかの市区町村から転
入した日(職場の健康
保険に加入していない
場合)

●職場の健康保険をやめ
た日

●子供が生まれた日
●生活保護を受けなくな
った日

国保に
加入するとき

●ほかの市区町村へ転出する日

●職場の健康保険に加入した日
●死亡した日

●生活保護を受け始めた日
●後期高齢者医療制度
の対象となった日(75
歳になって対象となる
ときは届け出不要)

国保を
やめるとき

対象となる人

年金の受給権の発生した日が、退職被保
険者となる日です。年金証書を受け取った
ら14日以内に、国保担当窓口に届け出て
ください。「国民健康保険退職被保険者
証」が交付されます。

対象となる日

退職者医療制度は、本人の自己負担と保険税のほか、職場の
健康保険などからの拠出金が財源となっています。退職者医
療制度の対象となっているにもかかわらず届け出がないと、
拠出金で負担すべき医療費分まで国保が負担することになり
ます。みなさんの負担軽減にもなりますので、対象となったら
必ず届け出をお願いします。

被扶養者とは

対象となったら必ず届け出を！

会社などを退職しても、一定の条件を満たせば、
引き続きその職場の健康保険に加入することが
できます。

任意継続

届け出に必要なもの

保険証・年金証書・印かんひっこし便

●保険証がないため、その間の医療費は全額自己
　負担となります。
●加入資格を得た時点まで、さかのぼって保険税
　を納めます(遡及賦課)。

加入の届け出が遅れると

　平成２３年７月より後期高齢者医療保険料の普通徴収（納付書払い・口座振替）が始まっています。
保険料の普通徴収の納期限は、毎年７月から翌年３月までの、毎月末です。

　後期高齢者医療制度は、皆様からの保険料が主要な財源となります。制度を安定的に運営するために
も、期限内納付をお願いいたします。
　また、納め忘れを防ぐためにも、口座振替での納付をおすすめいたします。

　万が一、納期限内に納めて頂けない場合には、督促手数料や延滞金が加算される場合があります。
　また、特別な事情がなく、未納が続いている場合には、有効期限の短い保険証(短期被保険者証)や病院
等での支払いが全額自己負担となる資格証明書が交付される事があります。
　納付に関してお困りの際は、分割納付等もできますので医療保険係の窓口へご相談ください。

そきゅう ふ か
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平成２３年度 福岡県後期高齢者医療広域連合 
長寿・健康増進事業

◎当日は混雑が予想されます。駐車場に限りがありますので、できるだけ乗り合わせでのご来場、
　もしくは公営の豊前市バスを利用してご来場ください。
◎豊前市バスを利用してご来場の場合は、『市役所前』 または 『豊前郵便局前』で下車してください。
◎後期高齢者医療保険の加入の有無に関わらず、どなたでもご来場いただくことができます。
◎座席の指定、予約などは受け付けておりませんので、当日直接会場へお越しください。

明治３９年８月１６日北海道釧路生まれ。
広島師範学校・広島高等師範学校・広島文理科大学を卒業後、九州大学医学部
では精神医学を学んだ。昭和２９年「しいのみ学園」を創立。現在も社会福祉法
人「しいのみ学園」理事長・園長。三歳児教育学会会長。日本国内は勿論、世界中
に出かけて講演。
９９歳から１０２歳まで連続４年にわたり世界一周講演旅行。通算５回、１３カ国地
域に上る。
著書：「百三歳児」、「しいのみ学園」、「小さきは小さいままに」、「禍を転じて福と
為す」など。

講師  昇地 三郎 先生
しょうち さぶろう

豊前市役所　市民健康課  医療保険係（後期高齢者医療担当）
電話　８２－１１１１（内線 １２０４・１２０８） 

【問合わせ先】

※旧・築上北高校跡地、新図書館の隣です。
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保健だより
☎82-1111（健康係）まで

■日　　時　９月７日（水）、20日（火）、10月5日（水）
　　　　　　10：00～11：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■内　　容　保健師による育児相談、
　　　　　　離乳食等の相談、身体計測等
■持ってくる物　母子健康手帳　　　　　　　　

乳幼児相談

健康相談

■日　　時　９月30日（金）　10：00～11：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■内　　容　尿検査、血圧測定、生活栄養相談
■持ってくる物　印鑑
★都合の悪い方は、豊前市総合福祉センター窓口
にて随時(平日8：30～17：00)交付しています。

■日　　時　９月30日（金）　10：00～11：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■内　　容　尿検査（尿中塩分測定できます）、
　　　　　　血圧測定、生活栄養相談、
　　　　　　体脂肪測定（希望者）
■持ってくる物　健康手帳

市民健康相談

妊婦健康相談・母子手帳交付

この予防接種を受けた後、27日間は
他の予防接種は受けられません。BCG

■日 　 時 　9月6日(火)、10月4日(火)
              　 14：30～15：00
■対 象 児　生後３～６ヶ月未満
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■持ってくる物　母子健康手帳・体温計・筆記用具
★予約の必要はありません。

＊接種回数・方法：３回（２回目：初回接種から１ヵ月後、
　３回目：初回接種から６ヶ月後）。筋肉注射。
★予約は、接種を希望される医院に
　直接ご連絡ください。
★同意書は健康係（総合福祉センター
　内）にあります。助成手続き等に関し
　ては健康係にご連絡ください。

この予防接種を受けた後、27日間は
他の予防接種は受けられません。MR（麻疹・風疹）１・２・３・４期

■日　　時　10月17日（月）～22日（土）
■場　　所　市内指定医院
■持ってくる物　同意書（必要な方）・予診票・体温計
              　 母子健康手帳・筆記用具
■対 象 者
　第1期：生後12～24ヶ月未満
　第2期：H17.4.2～H18.4.1生まれの方
　第3期：中学校１年生に相当する年齢の方
　　　　(H10年4月2日～H11年4月1日生れの方)
　第4期：高校３年生に相当する年齢の方
　　　　(H5年4月2日～H6年4月1日生まれの方)
★予約が必要です。10月7日(金)まで健康係
にお申込ください。

平成19年に中学生～大学生を中心に麻しん（はし
か）が流行したため、麻しんの流行を防ぎ、風しん
制圧を目的として平成20年度からMR（麻しん・風
しん混合）予防接種は２回接種となっています。ま
た、今年、麻しん・風しんともに患者数は増加して
います。今年度の接種機会を逃すと、任意接種（自
費接種）となりますので、今年度末（平成24年3月
末）までに接種しましょう。
今年度（平成23年4月から今まで）すでにMRワク
チンを接種されている方は対象となりません。下
記期間以外にも接種期間は予定しています。下記
期間での接種ができない方は健康係にご連絡くだ
さい。
※第３期・４期対象の方：原則として保護者同伴ですが、都合に
　より保護者が同伴できない場合は、保護者がサインをした同
　意書と予診票が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。

今年度、平成7年4月2日～平成11年4月1日生ま
れ（中学１年生～高校１年生）の女子を対象に子宮
頸がん予防ワクチン接種の助成を行っています。
昨年度の対象となっていた平成6年4月2日～平成
7年4月1日生まれ（高校２年生）の女子も、助成の
対象となります。任意接種のため、保護者の判断で

接種を希望された方のみが対象となります。（助成
を受ける場合は同意書（捺印）が必要となります）

平成２３年３月に全国的なワクチン不足のため、
当分の間、初回接種を差し控えるようお願いして
いましたが、厚生労働省より、ワクチンの供給量を
確保でき、今年度の対象の方全ての接種を再開で
きるとお知らせがありました。助成の対象となる
のは、今年度末（平成24年3月31日）までの接種と
なりますので、助成を受けるためには、初回接種を
9月末までに接種されるようご注意ください。

子宮頸がん予防接種についてお知らせ

８ページにも保健だよりの記事があります!
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このコーナーについてのお問い合わせ、各種申込は
市民健康課　健康係 （豊前市総合福祉センター内）
このコーナーについてのお問い合わせ、各種申込は
市民健康課　健康係 （豊前市総合福祉センター内）
このコーナーについてのお問い合わせ、各種申込は
市民健康課　健康係 （豊前市総合福祉センター内）

※ご予約いただいた方に問診票･大腸がん検診検査セットを
　事前に郵送します。健診の10日前までにお申込ください。
　定員になり次第締切ります。
※10月19日の午前中の特定健診・その他がん検診は定員に達し
　ました。

特定健診・がん検診

日 程 時 間

13：30～14：3010月19日
（水）

予約可能な検診
特定健診・胸部・大腸がん・
前立腺がん検診

特定健診・がん検診はすべて予約制です。

【場所】豊前市総合福祉センター
【対象者・料金】
◎特定健診（800円）　定員 午前100名、午後50名
　豊前市国民健康保険加入者で40～74歳の方

◎胸部（300円）・大腸がん検診（500円）
　豊前市に住民票のある４０歳以上の方
　(昭和47年3月31日以前に生まれた方）
◎ 胃がん検診（1,000円）　定員 午前60名
　豊前市に住民票のある40～74歳までの方
　(昭和12年4月1日から昭和47年3月31日生まれ)
◎前立腺がん検診（800円）
　豊前市に住民票がある50歳以上の男性
　(昭和37年3月31日以前に生まれた方)
【持ってくる物】
問診票・国民健康保険証（特定健診を予約された方）
料金・大腸がん検査容器（申込みされた方）
めがね（必要な方）・受診券（緑色：お持ちの方のみ）

９：０0～11：00

13：30～14：30
11月29日
（火）

特定健診・胃がん・胸部・
大腸がん・前立腺がん検診
特定健診・胸部・大腸がん・
前立腺がん検診

９：０0～11：00

13：30～14：30
12月12日
（月）

特定健診・胃がん・胸部・
大腸がん・前立腺がん検診
特定健診・胸部・大腸がん・
前立腺がん検診

要予約要予約要予約

予防接種

■料　　金　600円
■定　　員　各会場80名（※定員になり次第締め切ります。）

子宮がん検診

■対 象 者　20歳以上の女性で奇数年生まれの方
　　　　　　 例）大正、昭和元､3､5…年生まれ
※偶数年生まれの方も、昨年度未受診で今年受診を希望される方 
　は受けることができます。

要予約要予約要予約

マンモグラフィ及び視触診の併用検診です。
（どちらか一方のみの検診はありません。）

乳がん検診 要予約要予約要予約

■料　　金　40歳代：2,000円
　　　　　　（視触診＋マンモグラフィ2方向）
　　　　　　50歳以上：1,400円
　　　　　　（視触診＋マンモグラフィ1方向）
■定　　員　各会場60名
※定員になり次第締め切ります。
※乳がん検診は、豊胸手術をされている方、ペースメーカーを装着
　されている方、授乳中の方は受診することができません。

■日　　程（子宮がん・乳がんとも）

■対 象 者　40歳以上の女性で奇数年生まれの方
　　　　　　 例）大正、昭和元､3､5…年生まれ
※偶数年生まれの方も、昨年度未受診で今年受診を希望される方
　は受けることができます。

■持ってくる物　受診票・問診票・料金・めがね（必要な方）
※ご予約いただいた方に受診票・問診票を事前に郵送
　します。検診の10日前までにお申込ください。
※９月２日（金）の総合福祉センターの乳がん検診は、
　定員に達しました。

月　日 曜日

9月2日 金

場　所 時　間
総合福祉センター 9：00～11：00
山田公民館 13：30～15：00
三毛門公民館 9：00～11：00
角田公民館 13：30～15：00
宇島小学校 9：00～11：00

総合福祉センター 13：30～15：00
市民会館 9：00～11：00
合河公民館 13：30～15：00

9月16日 金

10月17日 月

10月21日 金

9：00～11：00総合福祉センター
13：30～15：00

10月29日 土

この予防接種を受けた後、６日間は
他の予防接種は受けられません。

(ジフテリア･百日咳・破傷風)

三種混合

■実施期間　10月3日（月）～8日（土）
■対 象 児　１期初回：生後３ヶ月～12ヶ月
                    （20日～56日までの間隔で３回接種）
　　　　　　１期追加：初回（３回）終了後、
　　　　　　１年～１年半後（１回接種）

生後90ヶ月(７歳半)未満まで接種可能
■実施場所　市内指定医院
■持ってくる物　母子健康手帳・体温計・筆記用具
★予約が必要です。9月22日(木)までに健康係
までお申込ください。

★特定健診では血液検査にて腎機能の指標となるGFR（糸
　球体ろ過量）検査、糖尿病発見の手がかりであるヘモグロ
　ビンA1c検査も実施しています。
★結果はお一人ずつ説明いたします。（異常がない方はご自
　宅へ郵送いたします。）



講話、調理実習を行い、バイキング形式で自分に
合った食事を試食します。
■日　　時　9月15日（木）
■時　　間　9：00～13：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター（調理実習室）
■参 加 費  300円
★参加ご希望の方は9月8日（木）までに
　健康係までお申込ください。

じぶんみがき塾参加者募集
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■時　　間　13：20～14：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■持ってくる物　母子健康手帳、問診票
★対象児には封書でお知らせします。
＊４ヶ月児健診では、市から絵本のプレゼントがあり
　ます（ブックスタート）。
＊１０月の４ヶ月児健診は、４日（火）に実施します。

乳幼児健診
9月 対 象 児
6日（火）
20日（火）

27日（火）3歳児

７ヶ月児
４ヶ月児 満４ヶ月児 身体計測、診察

離乳食相談等

内 容

身体計測、小児科
歯科診察等

満７ヶ月児
平成20年

7月・8月生まれ

♪参加者募集のお知らせ♪

健康診断のお知らせ

おなかの赤ちゃんのために、そして健康なマタニティ
ーライフを送るために、一緒に楽しく勉強してみませ
んか？
■日　　時　9月17日（土）　1３：30～16：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■対　　象　妊娠中の女性とその家族
■内　　容　沐浴指導、尿検査、妊婦体験、試食
■持ってくる物　母子健康手帳、上履き
■定　　員　先着10組
★9月15日（木）までに
　予約が必要です。

パパママ学級参加者募集

■時　　間　11：00～12：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター（調理実習室）
★参加希望の方は健康係までお申込ください。
　＊定員：10組まで
★試食ができますので、お子さん用の
　エプロンをお持ちください。

離乳食教室参加者募集
日　程 対　  象　  者

5、6ヶ月児とその保護者
7ヶ月以上の乳児とその保護者

９月７日、10月5日(水)
9月20日、10月18日(火)

財団法人平成紫川会による健康診断を下記のとお
り実施します。受診できる人数に限りがあります
ので、希望される方はお早めにお申込ください。
■日　　時　11月1日（火）　9：30～11：00
※健診開始時間を30分毎に区切って予約受付します。
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■健診内容　胸部レントゲン、問診、聴打診、計測、
　　　　　　検尿、心電図、血液検査（肝臓、脂質、
　　　　　　腎・泌尿器、糖代謝、痛風、貧血、腫瘍
　　　　　　マーカー等）
■料　　金　1,100円（後期高齢者医療制度の保
　　　　　　険証をお持ちの方は800円）
■対　　象　35歳（S51.4.1～S52.3.31生まれの方）及び
　　　　　　　 40歳以上の方（S47.3.31以前に生まれた方）
　　　　　　　（健康保険の種類は問いません）
■定　　員　先着30名
★予約は9月7日(水)から
　受付を開始します。
　定員になり次第締め切り
ますのでご希望の方は健
康係までお早めにお申込
ください。

　朝起きたら、「おなかが空いたなぁ･･･。」と
思うのは自然なことです。でも、おなかだけで
なく、脳もエネルギーが不足しています。
　寝ている間も、脳はエネルギーを使ってい
ます。昼間と同じように働いているのです。脳
で使うブドウ糖は、食事からとった糖質を、一
度、肝臓でグリコーゲンとして貯えたものを
ブドウ糖にして使います。
　睡眠中でも副交感神経が働き、脳はエネル
ギーを使うので、朝起きた時には、肝臓のグリ
コーゲンが少なくなります。そのため、朝の脳
はエネルギーが不足しています。
　しっかりと朝食を食べることで、脳が働き、
学校での授業の理解が進み、仕事の能率も上
がるのです。
けれど、脳は絶え間なく働いているため、朝食
だけでなく、１日３食、きちんと食べることが
必要です。

朝ごは
んコラ

ム
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9月のごみ収集日
区　　　分 　　収 集 地 区 収　集　日

可 燃 ご み
（燃えるごみ）

プラスチック製
容器包装

カン・ペットボトル

・生ごみ・貝殻・革類・プラスチック類
・ふとん・木製家具類・じゅうたん その他の地区

八屋・宇島・赤熊
青豊・大村地区

八屋・宇島・赤熊
青豊・大村地区

八屋・宇島・赤熊
青豊・大村地区

その他の地区

その他の地区

毎週火・金曜日

毎週月・木曜日

毎週木曜日

毎週水曜日

ビン

古　　　　紙
紙製容器包装
古　　　　布

毎週金曜日

市　内　全　域

不 燃 ご み
（燃えないごみ）

上町・本町・上町団地

角　　　　田

毎週月曜日

毎週火曜日

合　　　　河

神明・元町・日の出・周防

千　　　　束

下町・住吉・明神
前川・大村

山　　　　田

岩　　　　屋

 横　　　　武

 教校・昭和・赤熊
青豊・戸津田

三毛門(中・下・出屋・西)
三毛門団地・沓川・久松

三毛門(上・東)・恒富・小犬丸
市丸・清水町・三楽・六郎・森久

二葉・ 中央・東八幡町

黒　　　　土

＊電気製品
（家電５品目及びパソコンを除く）
＊ガラス
＊陶器     ＊金属製家具類
＊刃物類
＊有害ごみ（蛍光灯・電球）
＊日用不燃雑物
＊カンやビンのふた

5日

6日

7日

8日

9日

１2日

１3日

１4日

１6日

19日

２0日

２1日

２2日

２3日

※通常、土・日・祝日の可燃ごみ収集は行いません。
※夏期（7月～9月）の祝日は、各地区の該当収集品目のみ収集します。

※ごみは決められたステーション以外には出さないでください。
　　ごみを不法投棄すると法律で処罰されます。

※カン・ビン・ペットボトル・不燃物（小物）を出す場合は、
　 無色透明な袋に入れて出してください。（他市町村のごみ袋は不可）

※陶器・ガラス類と金属類は別の無色透明な袋で出してください。

新聞バック作り新聞バック作り新聞バック作り

申込期間 9月5日（月）～9月30日（金）9月5日（月）～9月30日（金）9月5日（月）～9月30日（金） 申込先 豊前市外二町清掃センター(リサイクルセンター)　☎82‐２１９２豊前市外二町清掃センター(リサイクルセンター)　☎82‐２１９２豊前市外二町清掃センター(リサイクルセンター)　☎82‐２１９２

開催日 10月7日（金） 午前10時～12時10月7日（金） 午前10時～12時10月7日（金） 午前10時～12時 募集人数 20名20名20名
Let’s try!!

ごみの収集日や分別の仕方など、わからない事がありましたら生活環境課までお問い合せください。
【生活環境課廃棄物対策係　TEL0979-82-1111　内線1153】

講座名

平成23年度

トイレットペーパーやラップ等の紙芯を紙製
容器包装として出されている方が多く見受
けられます。紙芯については、
可燃ごみの日に市の指定袋に
入れて出してください。

ごみの処理やリサイクルには膨大な費用が
かかります。
まずは、一人一人がごみを減らすことが大切
です。『R』ではじまる3つの取組をはじめて
みましょう。

・詰替え商品を利用しましょう。
・マイバックを持参しましょう。

ごみはきちんと分別し、収集日の
朝8時30分までに決められたス
テーションに出してください。

●

お買い物には、マイバックを持
参しましょう。

●

豊前市外二町清掃施設組合リサイクル講座受講生募集!豊前市外二町清掃施設組合リサイクル講座受講生募集!豊前市外二町清掃施設組合リサイクル講座受講生募集!

９月１９日（月）、
９月２３日（金）の祝日は、
ごみの収集を行います。

９月１９日（月）、
９月２３日（金）の祝日は、
ごみの収集を行います。

９月１９日（月）、
９月２３日（金）の祝日は、
ごみの収集を行います。

３Rとは？３Rとは？３Rとは？３Rとは？３Rとは？

R1. educeeduceeduce（ごみを減らすこと）　
リデュース

リサイクル

リユース

３Ｒを心掛けましょう!
３Ｒを心掛けましょう!
３Ｒを心掛けましょう!
３Ｒを心掛けましょう!

・フリーマーケット、リサイクルショップを利 
　用しましょう。

R2. euseeuseeuse（繰り返し使うこと）　

・資源物とごみを正しく分別しましょう。
R3. ecycleecycleecycle（資源として再利用すること）　

９月１９日（月）、9月２３日（金）の祝日
は豊前市のごみ収集日となっています。
清掃センターでは通常通りのごみの受
入れをいたしますので、一般の方もご利
用ください。

受入れ時間/８時３０分 ～ １６時３０分
清掃センター　☎８２－２１９２
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○（哲学）愛する人を喪ったあなたへ／保阪正康
○（哲学）「理想の金曜日」を過ごしなさい！／松島弘典
○（宗教）海外版百寺巡礼　インド１／五木寛之
○（歴史）中世災害・戦乱の社会史／峰岸純夫
○（歴史）写真が語る日本空襲／工藤洋三
○（人物）高炉の神様　宿老・田中熊吉伝／佐木隆三
○（社会）トーキョー・ストレンジャー　都市では誰もが異邦人／姜尚中  
○（社会）象の背中で焚火をすれば／広瀬隆  
○（社会）日本中枢の崩壊／古賀茂明
○（社会）彼女が会社を辞めた理由／影山惠子
○（社会）間違いだらけの子育て／ポー・ブロンソン  
○（理科）宇宙誕生　原初の光を探して／マーカス・チャウン
○（技術）原発のウソ／小出裕章
○（技術）鉄　（メタルカラー烈伝）／山根一眞
○（家庭）家事セラピスト、はじめました　（家事塾ＢＯＯＫＳ）／辰巳渚  
○（家庭）愛しのローカルごはん旅もう一杯！／たかぎなおこ
○（家庭）巴里の空の下オムレツのにおいは流れる／石井好子
○（芸術）岡本太郎の宇宙／岡本太郎
○（芸術）さだのはなし　さだまさしステージトーク集／さだまさし  

○（文学）サヴァイヴ／近藤史恵
○（文学）ちよの負けん気、実の父親／佐藤雅美
○（文学）トッカンｖｓ勤労商工会／高殿円  
○（文学）ヘッドライン／今野敏  
○（文学）唄う都は雨のち晴れ　トロイメライ／池上永一
○（文学）銀の島／山本兼一
○（文学）熊金家のひとり娘／まさきとしか
○（文学）湖底の城　呉越春秋　２巻／宮城谷昌光  
○（文学）天上紅蓮／渡辺淳一
○（文学）白樫の樹の下で／青山文平
○（文学）白鳥殺人事件／内田康夫
○（文学）密売人／佐々木譲
○（文学）無花果の森／小池真理子  
○（文学）龍馬奔る　少年篇／山本一力
○（文学）絆回廊　（新宿 ）／大沢在昌
○（文学）きょう一日。／五木寛之
○（文学）水の透視画法／辺見庸  
○（文学）生きてるかい？／南木佳士
○（文学）母／石牟礼道子  
○（文学）老年のぜいたく／三浦朱門
○（文学）年をとる楽しさ／曽野綾子
○（文学）蛙鳴／莫言  
○（文学）あなたに不利な証拠として／ローリー・リン・ドラモンド
○（文学）春嵐／ロバート・Ｂ．パーカー刑務所図書館の人びと

̶ ハーバードを出て司書になった男の日記 ̶
アヴィ・スタインバーグ/著【柏書房】

図書館だより ■開館時間／午前10時から午後6時

メール librarybuzen@piano.ocn.ne.jp
☎ 82-6500

豊前市立図書館

NEW BOOK

September
201120112011

I　BOOK

Check it !! 新着の棚から

大学は出たけれど、進むべき方向を見
失っていたアヴィ。偶然手にした求人
広告を見て、刑務所で働くことに。犯
罪者といっても、人間味あふれる彼ら
にしだいに心を動かされていく。
看守と受刑者、いったいどちらが正当
なのか…悩みながらも奮闘する、ひと
りの青年の実録。

9月のお休みカレンダー
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図書館３階の大小の会議室は一般のご利用が可能です。
○小会議室：１０～１５名程度
○大会議室：５０～６０名程度
利用は有料となっています。事前申し込みが必要です。詳しくは２
階カウンターにお尋ねください（図書館ＨＰにも詳しく掲載してい
ます）。プロジェクターやスクリーンのご利用も可能ですので、パワ
ーポイントなどを使った会議にもご利用ください。

会議室のご利用案内 戦前の豊前市地図を公開

第145回直木賞に池井戸潤の「下町ロケット」（小学館刊）が決まりま
した。芥川賞は該当作なしです。
受賞作は、東京都大田区にある町工場の人々が、資金繰りに苦しみ
ながらも大企業と張り合い、自社製品をロケットに搭載させようと奮
闘する姿を描くもの。次点は、島本理生の「アンダスタンド・メイビ
ー」（中央公論新社刊）でした。両作品ともに図書館にありますので、
ご利用を。

直木賞に「下町ロケット」
集英社創業85周年記念企画「コレクション戦
争と文学　戦争文学　全20巻別巻1」の刊行
が始まりました。第１回配本は⑧アジア太平洋
戦争、⑲ヒロシマ・ナガサキです。全く新しい
形の文学全集として注目されています。今後、
順次受け入れていきます。

新しい文学全集刊行開始

昨年４月より新規に運用していました図書館ホームページを全面的にリニューアルし、いろいろ
な図書情報や楽しい児童書コーナーなどのあるページにしました。今後も充実を図ってまいりま
すので、ご利用をお願いいたします。
図書館のホームページは http://buzen.uxt.cknet.co.jp/ です。

●ホームページをリニューアルしました●

このほど昭和９年の豊前市中心部の貴重な地図を収集しました。以
前より所蔵しています大正７年の５万分の１地図とあわせて、公開
いたします。宇島鉄道の路線などが詳しくわかる貴重な地図ですの
で、是非、ご覧ください。期間は９月１日より２９日までです。また、
定例の児童室ミニ企画は「アジアを知ろう」です。アジア諸国の生活
や文化を紹介した児童書を展示します。











◇参 加  料：高校生以下／５００円　一般・親子ペア／１,０００円　（保険料含む）
◇申込方法：申込書と誓約書に記入の上、参加料を添えてお申し込みください。また、遠方の方については、郵便局の定額小為替にて
　　　　　 受け付けます。なお、参加申込後の参加料の返金はいたしませんのでご了承ください。

◇表　　彰：（１）それぞれの種目１位～３位までに表彰・メダル（市内小学生は別に１位～６位まで）
                （２）参加者全員に参加賞　その他ラッキー賞・遠来賞・高齢者賞等
　　　　　　　 ※閉会式終了後、お楽しみ抽選会を行います。
◇イベント：地元特産物の即売・飲料販売・軽食販売
◇そ の 他：

第24回 豊前天地山ジョギング大会参加者募集

参加募集!市民ニュースポーツ祭

【申込み・問合せ】教育委員会内　豊前市体育協会事務局　電話 82-１１１１(内線１２２５)【申込み・問合せ】教育委員会内　豊前市体育協会事務局　電話 82-１１１１(内線１２２５)【申込み・問合せ】教育委員会内　豊前市体育協会事務局　電話 82-１１１１(内線１２２５)

申込期間：９月1日（木）～11月4日（金）※郵送の場合も11月4日必着

期　日：平成２3年１２月4日（日）【雨天決行】
日　程：受付 8：30～9：30（多目的グラウンド内）　開会式 9：30～
期　日：平成２3年１２月4日（日）【雨天決行】
日　程：受付 8：30～9：30（多目的グラウンド内）　開会式 9：30～
期　日：平成２3年１２月4日（日）【雨天決行】
日　程：受付 8：30～9：30（多目的グラウンド内）　開会式 9：30～

種　
　

目

距　離

〒828-8501 豊前市大字吉木955番地　TEL 0979-82-1111（内線1223・1225）
豊前天地山ジョギング大会事務局（豊前市教育委員会内）

１０ｋｍ １０：００
１０：０５
１０：１５
１０：３５
１０：５０
１０：５５

1ｋｍ
2ｋｍ
2ｋｍ
3ｋｍ
5ｋｍ

親子ペア（親と小学３年生以下の子ども１名）
高校生・一般

小学１年生～３年生
小学４年生～６年生
中学生・高校生・一般
高校生・一般

参加資格 スタート時間

●競技中並びに参加途中の事故については、主催者側では保険の範囲内での補償といたします。
　また、貴重品の紛失等につきましては、主催者側では一切責任は負いませんのでご了承ください。
●参加者は事前に健康診断を受けるなど、各自の責任において参加してください。なお参加選手は、健康保険証（写し）
　を持参してください。
●災害等が発生した場合、大会を中止することがあります。その場合の返金の有無、金額などについてはその都度主催
　者が判断します。
●参加料に含まれる保険は、スポーツ傷害保険ですので、傷害のみ保険の適用対象となり、心不全等には適用されま
　せんので、予めご了承ください。

24TENCHIZAN
JOGGING MEET

天地山多目的グラウンド会　場

市内一般対　象

９月22日(木)申込締切

能徳公園パークゴルフ場会　場

市内一般対　象

９月22日(木)申込締切

（　    　）
豊前市民武道館会　場

市内小学生　低学年・高学年の部(１チーム２～４名)対　象

９月22日(木)申込締切

豊前市民体育館会　場

市内一般女子対　象

９月30日(金)申込締切

10月４日（火）
19時30分～
市役所第７会議室

抽選会

月10 日（日）9開催日

参加費

無料!!
教育委員会・各公民館に

用意しています。

要項・申込書

申込・問合せ先
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豊前市美術展出品者募集
第９回

〒828-8501 豊前市大字吉木955番地  豊前市教育委員会 教育課文化芸術係  豊前市美術展実行委員会事務局
TEL 0979-82-1111（内線1227）　FAX 0979-82-5240

豊前市立多目的
文化交流センター11月23日水 27日日2011年

10：00-16：00（最終日15：00まで）

2011年10月23日［日］ 10：00～16：00●搬入期日／
豊前市立埋蔵文化財センター●搬 入 先／

※上記以外の分野は受け付けません。

応募は作品を直接指定された日時に搬入するものとし、搬入時に併せて出品申込書に出品料を添えて手続きをしてください。

（豊前市立図書館および豊前市立多目的文化交流センター横）

◎日本画（額装もしくは軸装。ただし、額装の場合、ガラスは不可。）
・10号以上50号以内とし、水墨画を含みます。

◎洋　画（全て額装。ただし、ガラスは不可。）
・油彩、水彩、パステルは50号以内。版画は6号相当以上50号相当以内

◎　書 （額装もしくは軸装。ただし、額装の場合、ガラスは不可。）
・1.2㎡以内（縦横自由）で、裏面に釈文を貼付して下さい。（例）164cm×45cm、51cm×182cm、91cm×91cm 等
  篆刻は縦のみ40cm×30cm　　巻子本は縦45cm以内

◎写　真 単写真のサイズは六つ切り以上とし、マット付き枠張り又は木製マットフレーム（75cm×60cm以内）仕上げ
を基本とする。組写真の貼り付け写真は六つ切り以上とし、マット付き枠張り又は木製マットフレーム（75cm
×60cm以内）仕上げを基本とする。ただし、いずれもプラスチック製額縁など簡易な装丁での出品も可。デジ
タルプリントによる作品も出品可。なお、制作に使用された映像は全て作者本人による撮影であること。

・

◎工　芸（彫刻・陶芸・ちぎり絵・押し花）
・重量30kg以内。ちぎり絵・押し花は特に号数を定めない。

会場展覧会
期日

募集作品

問合せ

〈一般〉1点につき1,000円、同一部門の2点目は500円
〈23歳以下〉1点につき500円（2点目も同額）

出 品 料

応 募 資 格 豊前市内及び築上郡内に在住もしくは在勤、通学及び関係者の方で、高校生以上とします。また、作品は公募展に未発表のものに限り、一人1部門
２点までとします（ただし、入賞対象は1部門1点のみ）。個人出品のみでグループ出品は不可。また、応募作品は出品者によるオリジナル作品に限
る。なお、本美術展でこれまで優秀な成績を修められた方は、本美術展の正会員として委嘱出品にて別枠での展示となり、審査対象外となります。

● ／

審 査 作品は審査の上、入選作品（総数100点程度）を決定し、入選作品の中から特に優秀なものについては市長賞（賞状及び副賞5万円）1点、（社）福岡
県美術協会賞（賞状及び副賞3万円）1点、各部門賞（賞状及び副賞2万円）5点 、奨励賞(賞状及び5千円程度の記念品)を若干名に贈ります。なお、
入選作品については、上記の通り展覧会を開催します。審査結果については、直接本人に郵送にて通知します。
※高校生については、賞金は図書カードにて対応します。

● ／

表 彰 式 平成23年11月23日（水）11時より　豊前市立多目的文化交流センターにて● ／

注 意 事 項 応募要項は豊前市教育委員会教育課、豊前市市民会館及び各公民館に用意しています。応募要項の郵送での請求は返信用封筒に80円切手を添えて、教育課文化芸
術係に請求してください。応募された作品については保管・保護に十分注意しますが、不可抗力による毀損には責任を負いかねます。万が一破損等生じた場合は、主催
者が加入している保険の範囲内での補償となります。審査に関する問い合わせ、並びに異議については一切応じかねますので御了承ください。搬入出に関する費用は
全て出品者の負担とします。

● ／

応募作品搬入

　市議会の様子を知る最もよい方法です。多数
の方の傍聴をお待ちしています！！
　議会に関する情報については、豊前市公式
ホームページ「市議会の動き」にも掲載してい
ますのでご覧ください。 

TEL 0979-82-1111
(内線 1311,1312)

豊前市議会事務局

※議会日程については、変更になる場合がありますのでご了承ください。

日　時 会　議 備　考
本会議
休会
本会議
本会議
本会議

決算特別委員会
決算特別委員会
常任委員会
常任委員会
常任委員会

開会、会期の決定、議案上程、提案理由説明
議案審査等
一般質問
一般質問
一般質問

委員長報告、質疑、討論、採決

　8月  31日（水）
　9月 1日～6日
　9月    7日（水）
　9月    8日（木）
　9月    9日（金）
　9月  12日（月）
　9月  13日（火）
　9月  14日（水）
　9月  15日（木）

予備日
本会議

　9月  16日（金）
　9月  20日（火）
　9月  21日（水）

9月議会日程表（予定）























豊 前 市 食 育 推 進 計 画

食育コーナーSHOKUIKU
CORNER
Vol.12

東東日日本本大大震震災災東日本大東東東東東東東東東東東日日日日日日日日日日本本本本本本本本本大大大大大大大大大震震震震震震震震震震災災災災災災災災災災災
義義義義義義義義義援援援援援援援援援金金金金金金金金ににににににににつつつつつつついいいいいいいてててててててて
東日本大震災
義援金について

◆義援金額一覧

１７，３７５，３１１円
7月中に市民の皆様・企業・
団体等から寄せられた義援金 ５３０，６１２円

合計 １７，９０５，９２３円

6月３0日までに寄せられた
義援金

＜７月中に義援金をお寄せいただいた方々＞
敬称略・順不同　●団体・法人分のみ掲載しています。
豊前市謡曲部清謡会、アイルスポーツ豊前、永しん、豊前エコクラ
ブ、株式会社サンナー、東八商店連盟、豊前市職員退職者友の会、豊
前市史跡ガイドボランティアの会、浦野バレエスクール

　東日本大震災及び福島原発事故による被災者・避難
者のための義援金について、現在も市役所ロビーに募金
箱を設置し、総務課において受付を行っております。
　７月中にお寄せいただいた義援金につきまして、下記の
とおり報告いたします。また、同義援金につきましては、日
本赤十字社豊前市支会（豊前市社会福祉協議会）を通
じて義援金口座へ送金をいたしました。
　これまでの皆様のご厚意に深く感謝申し上げますとと
もに、今後とも被災・避難された方々へ、引き続き皆様の
ご支援ご協力を賜りますようお願いいたします。

今月の旬の食材は「なす」です。
○なすはナス科の植物で高温高湿を好む
夏野菜の代表です。「茄子（なす）は成すに

通じる」ことから、縁起物として扱われています。縁起のよい
初夢「一富士、二鷹、三茄子」になすが入っているのはその
ためです。
○紫紺色の皮にはナスニンという色素が多く含まれており、
ガンや生活習慣病のもとになる活性酸素を抑える力が強く、
また、コレステロールの吸収を抑える働きもあるそうです。
○使う用途は非常に幅が広く、煮ても焼いても炒めても漬
物にしてもおいしくいただけます。ただし、あくがあるので、
新鮮なものでも生ではいただけません。真水か塩水につけ
てあく抜きをしてください。

＊お知らせ ＊
毎月19日は豊前市食育の日です。
家族みんなで旬のものを食べよう！
『早寝　早起き　朝ごはん』

元々熱帯性の植物なので、冷蔵庫で保存すると
かえって早く痛みやすくなるので注意しましょう。
元々熱帯性の植物なので、冷蔵庫で保存すると
かえって早く痛みやすくなるので注意しましょう。
元々熱帯性の植物なので、冷蔵庫で保存すると
かえって早く痛みやすくなるので注意しましょう。

ワン

ポイントワン

イン

土 開　演 
18:00

開　演 
14:00日

●主催／豊前市文化を支える人づくり委員会
●後援・問合せ／豊前市教育委員会℡82-1111（内線1227）

またまた成長した子ども達の姿を是非ご覧下さい。

入場券
取扱い
入場券
取扱い
入場券
取扱い

入場料
円500

豊前市教育委員会・豊前市市民会館
ぶぜん子どもミュージカル保護者会

豊前市市民会館
好評発売中!好評発売中!好評発売中!

出演団体　南原神楽講（苅田町） 稲童神楽保存会（行橋市） 寒田神楽講（築上町） 中村神楽保存会（豊前市）
山内神楽講（豊前市） 土屋神楽講（吉富町） 唐原神楽講（上毛町） 成恒神楽保存会（上毛町） 友枝神楽講（上毛町） 

主催　京築連帯アメニティ都市圏推進会議（行橋市・豊前市・苅田町・みやこ町・吉富町・上毛町・築上町・福岡県）、
　　　神楽の里づくり推進協議会
後援　九州旅客鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社、スターコーンFM

●チケット販売所 ・京築神楽伝統文化会館（電話予約可 0979-53-9535）・京築各市町（行橋市・豊前市・苅田町・みやこ町・吉富町・上毛町・
 築上町）企画担当窓口・小倉井筒屋プレイガイド（井筒屋新館8階）・北九州芸術劇場（リバーウォーク北九州8階）

◎10：30開場 
◎11：00開演～16：009月25日（日）日 時

場 所
京築神楽伝統文化会館
（豊前市立多目的文化交流センター）豊前市大字八屋1776-2
京築神楽伝統文化会館
（豊前市立多目的文化交流センター）豊前市大字八屋1776-2
お問合せ：0979‐53‐9535お問合せ：0979‐53‐9535

入場料：当日1,000円  前売900円 高校生以下無料  全席自由高校生以下無料  全席自由
なお、この収益は全額 福岡県を通じて東日本大震災の義援金として寄付させて頂きます。

0開場

豊前の人は優しい中にも力強さ
があるので、そういう感じを出せる
ように書きました。

［青豊高校２年］
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御礼、贈答用にもご利用ください。
発行元：プロジェクトボダイ


