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展示コーナー　　　　問い合わせ　東部公民館へ

【東部公民館】
はがき絵「二人展」（江嵜紀久子・宮本潤治）

【中央公民館】
25 日㈪まで　リフォーム洋裁作品展

（成人講座ゆうま　リフォーム洋裁コース）
【西部公民館】
２日㈯から　陶芸作品展（岡垣楽陶会）

公民館ロビー
15 日㈮まで　 第 20 回おはようスケッチ

大会作品展
15 日㈮から　初心クラブ「うつわ」作品展

駅前ぎゃらりー

15 日㈮から　 第 20 回おはようスケッチ
大会作品展

地域交流センター

■吉木校区コミュニティ運営協議会
 9 日㈯　●ふれあいグラウンドゴルフ（吉木小学校グラウンド）9:30

※雨天時は 9:00 からすぱーく岡垣
■山田校区コミュニティ運営協議会
 1 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

●防犯パトロール（旧岡垣交番集合）18:00
■戸切校区コミュニティ運営協議会
15 日㈮　●災害に関する講演会（東部公民館）19:00
■海老津校区コミュニティ運営協議会
27 日㈬　●出前講座　転ばぬための身

か ら だ
体づくり（東部公民館）10:00

校区コミュ二ティ

役場
 2 日㈯　●話し合いの場（いこいの里）9:30
17 日㈰　●中部保育所運動会 8:30
28 日㈭　●健康増進イベント　みんなで楽しく広げよう元気の「わ！」

（いこいの里）10:00

地域・学校
 1 日㈮　●始業式（町立小中学校）
15 日㈮　●疝

せんじゃ
癪封じ（龍昌寺）11:00

●高倉稲荷祭（高倉神社）
16 日㈯　●日韓友好囲碁大会（いこいの里）9:00
23 日㈷　●彼岸法要（成田山不動寺）10:30
30 日㈯　●運動会（町立小学校）
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1 日㈮ ワードの操作をチラシ作りで学ぶ① 9:30

3 日㈰ 押し花しおりづくり 13:00

5 日㈫ ゆっくり学べるパソコン入門講座⑦ 16:00

動画編集入門講座⑦ 19:00

8 日㈮ ワードの操作をチラシ作りで学ぶ② 9:30

12 日㈫ ゆっくり学べるパソコン入門講座⑧ 16:00

動画編集入門講座⑧ 19:00

15 日㈮ ワードの操作をチラシ作りで学ぶ③ 9:30

16 日㈯ イベント「カレンダーと名刺を作る」 10:00

22 日㈮ ワードの操作をチラシ作りで学ぶ④ 9:30

毎週㈭ パソコン相談室 9:30

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
7 月末
32,091 人（＋ 9 人）

男　性……15,191 人（＋ 5 人）
女　性……16,900 人（＋ 4 人）
世帯数……13,716 世帯（＋ 14 世帯）

納
期

○国民健康保険税４期分�………………………… 10月２日㈪
○後期高齢者医療保険料３期分�………………… 10月２日㈪
○保育所保育料９月分�…… ９月29日㈮（延長保育は８月分）
○町営住宅家賃９月分�…………………………… 10月２日㈪

６月　9 件
死亡 0 人・重傷 1 人・軽傷 10 人

人身
事故

出生 24 人・死亡 35 人・転入 88 人・転出 68 人
※（　）は前月との比較

ご
み

燃えるごみ　624.6t
・前年同月比� － 71.4t
・１人当たり� 19.5kg

資源ごみ　　39.8t
・前年同月比� －２.0t
・１人当たり� 1.2kg

７月　岡垣町から出た

救急 ７月
出場 160 件・搬送 156 件 火災 ７月

出火 0 件・り災 0 件

7 日㈭ おもちゃ図書館（３歳児まで利用可） 10:00

9 日㈯ ふれあいイベント：応援 SUN の会 12:30

おもちゃ図書館 13:00

10 日㈰ ふれあいイベント：舞踊宗家西川流 12:30

14 日㈭ おもちゃ図書館 10:00

17 日㈰ ふれあいイベント：新舞踊末広会 12:30

21 日㈭ おもちゃ図書館（３歳児まで利用可） 10:00

24 日㈰ ふれあいイベント：千草会 12:30

28 日㈭ おもちゃ図書館 10:00

いこいの里 ☎ 283-2940

岡垣サンリーアイ ☎ 282-1515

2 日㈯ おはなし会 14:30

3 日㈰ おはなし会 14:30

8 日㈮
~18 日㈷ 第 16 回岡垣アートフェスティバル 2017 9:00

9 日㈯ おはなし会 14:30

10 日㈰ おはなし会 14:30

15 日㈮ ミュージックスペース「福岡サクソフォー
ンオーケストラ（サクソフォーン四重奏）」 18:00

16 日㈯ おはなし会 14:30

17 日㈰ サンリーアイ・カルチャーフェスタ「三曲
演奏会（お琴教室・尺八教室）」 11:00

おはなし会 14:30

23 日㈷ おはなし会 14:30

いちご塾文化講演会「葛西紀明（土屋ホーム
スキー部監督兼選手）」 18:30

24 日㈰ おはなし会 14:30

30 日㈯ おはなし会 14:30
町立公民館 東部　☎ 282-0035

中央　☎ 282-0162
西部　☎ 281-5006

2 日㈯ リフレッシュ体操教室（中央） 10:00

5 日㈫ リフレッシュ体操教室（西部） 10:00

親子読み聞かせ教室（中央） 10:00

11 日㈪ 成人講座ゆうま（中央） 10:00

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㈯ キッズ三味線教室（東部） 9:00

リフレッシュ体操教室（中央） 10:00

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

親子読み聞かせ教室（中央） 10:00

27 日㈬ 若潮学級（中央） 10:00

※４日㈪・19 日㈫は休館
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