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展示コーナー　　　　問い合わせ　東部公民館へ

【前半】「世界から見た岡垣町」写真展
【後半】岡垣バードカービングクラブ作品展

地域交流センター

【東部公民館】
バードカービング作品

（岡垣バードカービングクラブ）
【中央公民館】
絵はがき作品展（新婦人絵手紙同好会）
作品・パネル展示（岡垣町文化協会）

【西部公民館】
手編み作品（あみもの会）

公民館ロビー
【前半】岡垣バードカービングクラブ作品展
【後半】サンリーアイ文化講座
 「油絵・水彩画作品展」

駅前ぎゃらりー

地域・学校
15 日㈰　●町立中学校体育祭（各中学校）
　　　　 ●疝

せ ん じ ゃ

癪封じ（龍昌寺）
　　　　 ●稲荷祭（高倉神社）

■吉木校区コミュニティ運営協議会
28 日㈯　●ほたるまつり（高倉神社）19:00※ 雨天時は翌日に順延
■山田校区コミュニティ運営協議会
 2 日㈪　●あいさつ運動（山田小学校）7:30
16 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

校区コミュ二ティ

役場
12 日㈭　●第７回チャリティゴルフ大会（玄海ゴルフクラブ）7:00
21 日㈯　●本格焼酎「岡垣」の原料黄金千貫の植え付け（糠塚区内）9:00
29 日㈰　●フリーマーケット（地域交流センター）9:30
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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

人の動き
３月末
32,275 人 ( － 65 人）

男　性……15,270 人（－ 17 人）
女　性……17,005 人（－ 48 人）
世帯数……13,537 世帯（±０世帯）

納
期

○固定資産税１期分�………………………………５月31日㈫
○軽自動車税�………………………………………５月31日㈫
○保育所保育料５月分�…… ５月31日㈫（延長保育は４月分）
○町営住宅家賃５月分�……………………………５月31日㈫

２月　８件
死亡０人・重傷０人・軽傷９人

人身
事故

出生 16 人・死亡 34 人・転入 211 人・転出 258 人
※（　）は前月との比較

情報プラザ人の駅 ☎ 281-2005

7 日㈯ 初めて使うワード① 9:30

10 日㈫ 仕事に役立つワード・エクセルビジネス活用④ 19:00

12 日㈭ いまさら聞けない！
パソコン＆インターネット入門① 19:00

13 日㈮ 初めて使うワード② 9:30

17 日㈫ 仕事に役立つワード・エクセルビジネス活用⑤ 19:00

19 日㈭ いまさら聞けない！
パソコン＆インターネット入門② 19:00

20 日㈮ 初めて使うワード③ 9:30

もっと使える！ウインドウズ入門① 19:00

24 日㈫ 仕事に役立つワード・エクセルビジネス活用⑥ 19:00

26 日㈭ いまさら聞けない！
パソコン＆インターネット入門③ 19:00

27 日㈮ 初めて使うワード④ 9:30

もっと使える！ウインドウズ入門② 19:00

31 日㈫ 仕事に役立つワード・エクセルビジネス活用⑦ 19:00

毎週㈭ パソコン相談室 9:30

８日㈰ ふれあいイベント：龍成会 12:30

12 日㈭ おもちゃ図書館 10:00

14 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

15 日㈰ ふれあいイベント：新舞踊翼流 12:30

19 日㈭ おもちゃ図書館（３歳児まで利用可） 10:00

21 日㈯ ふれあいイベント：応援 SUN の会 12:30

22 日㈰ ふれあいイベント：日本舞踊新若峰流 12:30

26 日㈭ おもちゃ図書館 10:00

28 日㈯ ふれあいイベント：千草会 12:30

おもちゃ図書館 13:00

29 日㈰ ふれあいイベント：永友会 12:30

いこいの里 ☎ 283-2940

11 日㈬ 若潮学級開級式（中央） 10:00
17 日㈫ リフレッシュ体操教室（西部） 10:00

親子読み聞かせ教室開級式（中央） 10:00
21 日㈯ キッズ三味線教室開級式（東部） 9:00
23 日㈪ 成人講座ゆうま開講式（中央） 10:00
24 日㈫ リフレッシュ体操教室（西部） 10:00
25 日㈬ 若潮学級（中央） 10:00

成人講座ゆうま（中央） 10:00
28 日㈯ キッズ三味線教室（東部） 9:00
31 日㈫ リフレッシュ体操教室（西部） 10:00

※ 2 日㈪・16 日㈪は休館日

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

岡垣サンリーアイ ☎ 282-1515

１日㈰ おはなし会 14:30

７日㈯ サンリーアイ名画シアター
「あなたをずっとあいしてる」

① 10:30
② 13:00
③ 15:00

おはなし会 14:30

８日㈰ おはなし会 14:30

13 日㈮ いちご畑のコンサート
「伊藤みどり（ギター弾き語り）」 18:30

14 日㈯ おはなし会 14:30
カンタービレサロンコンサート

「中西久美とさえきまゆこのメモリー・オブ・ミュージック」 19:00

15 日㈰ おはなし会 14:30

20 日㈮ いちご畑のコンサート
「古木雅士・安武秀晃（ピアノ・バイオリン）」 18:30

21 日㈯ おはなし会 14:30

22 日㈰ おはなし会 14:30

28 日㈯ おはなし会 14:30

いちご塾文化講演会「井筒和幸（映画監督）」 18:15

29 日㈰ おはなし会 14:30
※４日（水・祝）は開館。６日㈮は振替休
※ 30 日㈪～６月３日㈮は蔵書点検のため、図書館は休館

ご
み

燃えるごみ　646.1t
・前年同月比� － 18.8t
・１人当たり� 20.0kg

資源ごみ　　36.8t
・前年同月比� －２.7t
・１人当たり� 1.1kg

救急 ３月
出場 153 件・搬送 146 件 火災 ３月

出火０件・り災０件

３月　岡垣町から出た
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