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展示コーナー　　　　問い合わせ　東部公民館へ

役場

地域・学校

校区コミュ二ティ

 1 日㈷～　●初詣
もう

で（高倉神社など）
 1 日㈷～ 3 日㈰　●元朝修正会（成田山不動寺）
 8 日㈮　●３学期始業式（町内小中学校）
15 日㈮　●疝

せんじゃ
癪封じ（龍昌寺）

●稲
い な り

荷祭（高倉神社）
●どんど焼き（高倉神社）
●どんど焼き（成田山不動寺）10:00

17 日㈰　●伊賀彦祭（高倉神社）

■山田校区コミュニティ運営協議会
 8 日㈮　●あいさつ運動（山田小学校）7:30
15 日㈮　●あいさつ運動（岡垣東中学校）7:50
　　　　 ●徒歩による防犯パトロール（岡垣交番集合）18:00
17 日㈰　●もちつき（山田小学校）9:30
　　　　 ●どんど焼き（山田小学校）11:00

【展示コーナー】
15 日㈮まで　児童・生徒の人権作品展
16 日㈯から　駅前ぎゃらりー年賀状展

地域交流センター

【東部公民館】
バードカービング作品展

（岡垣バードカービングクラブ）
【中央公民館】
13 日㈬まで　若潮学級作品展（はがき絵）
25 日㈪から　成人講座ゆうま作品展
　　　　　　 （かな書道）

【西部公民館】
小物・さげもん作品展（太田美代子・
俵口澄江）

公民館ロビー
15 日㈮まで　駅前ぎゃらりー年賀状展
16 日㈯から　ヴィラハウス海老津園・デイ

サービス海老津園作品展

駅前ぎゃらりー

10 日㈰　●遠賀郡消防合同出初式（町民総合グラウンド）9:30
●成人式（岡垣サンリーアイ）14:30
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施設情報 岡垣町の公共施設で行われるイベント情報や講座・
教室の開催スケジュールなどをお知らせします施設情報

5 日㈫ リフレッシュ体操教室（西部） 10:00

9 日㈯ キッズ三味線教室（東部） 9:00

12 日㈫ リフレッシュ体操教室（西部） 10:00

13 日㈬ 若潮学級（中央） 10:00

16 日㈯ リフレッシュ体操教室（中央） 10:00

19 日㈫ 親子読み聞かせ教室（中央） 10:00

リフレッシュ体操教室（西部） 10:00

23 日㈯ キッズ三味線教室（東部） 9:00

25 日㈪ 成人講座ゆうま（中央） 10:00

26 日㈫ リフレッシュ体操教室（西部） 10:00

27 日㈬ 若潮学級（中央） 10:00

30 日㈯ リフレッシュ体操教室（中央） 10:00

※１日㈷～４日㈪・18 日㈪は休館日

9 日㈯ ふれあいイベント：新舞踊末広会 12:30

おもちゃ図書館 13:00

10 日㈰ ふれあいイベント：新春ふれあいイベント 12:30

16 日㈯ ふれあいイベント：演歌みち 12:30

17 日㈰ ふれあいイベント：新舞踊翼流 12:30

21 日㈭ おもちゃ図書館（３歳児まで利用可） 10:00

23 日㈯ ふれあいイベント：旭台カラオケクラブ 12:30

おもちゃ図書館 13:00

24 日㈰ ふれあいイベント：華みさ子音楽事務所 12:30

28 日㈭ おもちゃ図書館 10:00

30 日㈯ ふれあいイベント：ジョイフルの会 12:30

31 日㈰ ふれあいイベント：舞踊宗家西川流 12:30

※１日㈷～ 4 日㈪は休館日

いこいの里 ☎ 283-2940

情報プラザ人の駅 ☎ 281-2005

岡垣サンリーアイ ☎ 282-1515

町立公民館 東部　☎ 282-0035
中央　☎ 282-0162
西部　☎ 281-5006

人の動き
11 月末
32,350 人 (＋ 21 人）

男　性……15,284 人（＋ 4 人）
女　性……17,066 人（＋ 17 人）
世帯数……13,503 世帯（＋ 24 世帯）

納
期

○町県民税４期分�……………………………………… ２月１日㈪
○国民健康保険税８期分�……………………………… ２月１日㈪
○保育所保育料１月分（延長保育は12月分）� ………１月29日㈮
○後期高齢者医療保険料７期分�……………………… ２月１日㈪
○町営住宅家賃１月分�………………………………… ２月１日㈪

11 月　岡垣町から出た
ご
み

10 月　13 件
死亡０人・重傷１人・軽傷 18 人

燃えるごみ　588.3t
・前年同月比　　　�－ 23.8t
・１人当たり　　　　18.2kg

資源ごみ　　41.0t
・前年同月比　　　＋ 2.4t
・１人当たり　　　��1.2kg

救急 11月
出場 144 件・搬送 136 件 火災 11月

出火 0 件・り災 0 件
人身
事故

出生 16 人・死亡 30 人・転入 95 人・転出 60 人
※（　）は前月との比較

8 日㈮ いちご畑のコンサート ｢ とまり木合奏団（フ
ルート・オーボエ・ピアノ）｣ 18:30

9 日㈯ おはなし会 14:30

10 日㈰ おはなし会 14:30
11 日㈷～

21 日㈭
カルチャーフェスタ　西川幸夫スケッチ淡彩

「四季彩」木屋瀬教室　「遠賀川 61 キロの旅」

15 日㈮ いちご畑のコンサート ｢ 吉田実奈子・江﨑舞 ( マ
リンバ・ピアノ )｣ 18:30

17 日㈰ おはなし会 14:30

23 日㈯ おはなし会 14:30

24 日㈰ おはなし会 14:30
29 日㈮～
2 月7日㈰ カルチャーフェスタ ｢ サンリーアート作品展 ｣

31 日㈰ おはなし会 14:30

※１日㈷～ 3 日㈰は休館日

5 日㈫ ＢＧＭ入りスライドショーを作ろう① 9:30

7 日㈭ ワードで基本的な文章を作る① 9:30

11 日㈷ 新春！岡垣にぎわい寄席 13:00

12 日㈫ ＢＧＭ入りスライドショーを作ろう② 9:30

14 日㈭ ワードで基本的な文章を作る② 9:30

18 日㈪ デジカメ＆画像処理活用術① 13:00

19 日㈫ ＢＧＭ入りスライドショーを作ろう③ 9:30

初めてのタブレット体験講座① 13:00

エクセルスキルアップ講座① 19:00

21 日㈭ ワードで基本的な文章を作る③ 9:30

25 日㈪ デジカメ＆画像処理活用術② 13:00

26 日㈫ ＢＧＭ入りスライドショーを作ろう④ 9:30

初めてのタブレット体験講座② 13:00

エクセルスキルアップ講座② 19:00

28 日㈭ ワードで基本的な文章を作る④ 9:30

毎週㈮ パソコン相談室 9:30

※１日㈷～３日㈰は休館日
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