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１
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定■山田校区コミュニティ運営協議会

 9 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
21 日㈰　●もちつき（山田小学校）9:30

●どんど焼き（山田小学校）11:00

校区コミュ二ティ

展示コーナー　　　　問い合わせ　東部公民館へ

【中央公民館】
10 日㈬まで　  色鉛筆画作品展（若潮学級　色鉛筆

画コース）
10 日㈬から　  陶芸作品展（若潮学級　陶芸コース）

【東部公民館】
 4 日㈭から　  バードカービング作品展（岡垣バー

ドカービングクラブ）
【西部公民館】
 4 日㈭から　さをり織作品展（稲富安子）

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　 南北墨画会岡垣東部

教室作品展

駅前ぎゃらりー

15 日㈪まで　 平成 29 年度児童生
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

役場
 7 日㈰　●遠賀郡消防合同出初式（水巻南中学校）9:30
　　　　 ●成人式（岡垣サンリーアイ）15:00

 1 日㈷から　●初詣（髙倉神社など）
 1 日㈷～ 3 日㈬　●元朝修正会（成田山不動寺）
 9 日㈫　●３学期始業式（町内小中学校）
14 日㈰・15 日㈪　●どんど焼き（髙倉神社）8:00
15 日㈪ ●どんど焼き（成田山不動寺）9:30
　　　　 ●疝

せんじゃ
癪封じ（龍昌禅寺）

　　　　 ●稲荷祭（髙倉神社）
17 日㈬ ●伊賀彦祭（髙倉神社）11:30

地域・学校
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情報プラザ人の駅 ☎ 281-2005

5 日㈮ ワードで読みやすい文書作成① 9:30
7 日㈰ 押し花のしおりづくり 13:00

11 日㈭ ワード・エクセル中級講座⑨ 19:00
12 日㈮ ワードで読みやすい文書作成② 9:30
13 日㈯ 新春にぎわい寄席 14:00
16 日㈫ タブレット初級講座① 16:00

デジカメ＆画像処理講座① 19:00
18 日㈭ ワード・エクセル中級講座⑩ 19:00
19 日㈮ ワードで読みやすい文書作成③ 9:30
21 日㈰ 雑誌のコラージュづくり 13:00
23 日㈫ タブレット初級講座② 16:00

デジカメ＆画像処理講座② 19:00
25 日㈭ ワード・エクセル中級講座⑪ 19:00
26 日㈮ ワードで読みやすい文書作成④ 9:30
30 日㈫ タブレット初級講座③ 16:00

デジカメ＆画像処理講座③ 19:00
毎週㈭ パソコン相談室※ 4 日は休み 9:30

※平成 30 年１月１日㈷～３日㈬は休館

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
11 月末
31,999 人（－ 25 人）

男　性……15,157 人（－ 14 人）
女　性……16,842 人（－ 11 人）
世帯数……13,710 世帯（－ 2 世帯）

納
期

○町県民税４期分�…………………………………１月31日㈬
○国民健康保険税８期分�…………………………１月31日㈬
○後期高齢者医療保険料７期分�…………………１月31日㈬
○保育所保育料１月分�… １月31日㈬（延長保育は12月分）
○町営住宅家賃１月分�……………………………１月31日㈬

10 月　15 件
死亡 0 人・重傷 0 人・軽傷 19 人

人身
事故

出生 17 人・死亡 40 人・転入 63 人・転出 65 人
※（　）は前月との比較

ご
み

燃えるごみ　584.6t
・前年同月比� － 68.1t
・１人当たり� 18.3kg

資源ごみ　　41.5t
・前年同月比� － 0.8t
・１人当たり� 1.3kg

11 月　岡垣町から出た

救急 11 月
出場 155 件・搬送 149 件 火災 11 月

出火 1 件・り災 1 件

11 日㈭ おもちゃ図書館 10:00
13 日㈯ ふれあいイベント：新春ふれあいイベント 12:30

おもちゃ図書館 13:00
18 日㈭ おもちゃ図書館（３歳児まで利用可） 10:00
20 日㈯ ふれあいイベント：新舞踊末広会 12:30
21 日㈰ ふれあいイベント：野間カラオケ同好会 12:30
25 日㈭ おもちゃ図書館 10:00
27 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
28 日㈰ ふれあいイベント：演歌みち歌謡同好会 12:30

※平成 30 年１月１日㈷～１月３日㈬は休館

いこいの里 ☎ 283-2940

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

6 日㈯ リフレッシュ体操教室（中央） 10:00
9 日㈫ リフレッシュ体操教室（西部） 10:00

10 日㈬ 若潮学級（中央） 10:00
13 日㈯ キッズ三味線教室（東部） 9:00
16 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

健康麻
マージャン

将指導者養成講座（中央） 13:00

20 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

22 日㈪ 成人講座ゆうま（中央） 10:00
23 日㈫ リフレッシュ体操教室（西部） 10:00

健康麻
マージャン

将指導者養成講座（中央） 13:00

24 日㈬ 若潮学級（中央） 10:00
27 日㈯ キッズ三味線教室閉室式（東部） 9:00
29 日㈪ 成人講座ゆうま：閉講式（中央） 10:00
30 日㈫ リフレッシュ体操教室（西部） 10:00

※平成 30 年１月１日㈷～１月３日㈬、15 日㈪は休館

岡垣サンリーアイ ☎ 282-1515

6 日㈯ おはなし会 14:30
7 日㈰ おはなし会 14:30

13 日㈯ おはなし会 14:30
14 日㈰ おはなし会 14:30
18 日㈭

~29 日㈪
岡垣町　未来につなぐ美術展
～岡垣町小中学校合同美術展～

19 日㈮ ミュージックスペース「岡本麻子（ピアノ）」 17:30
20 日㈯ おはなし会 14:30
21 日㈰ おはなし会 14:30
27 日㈯ おはなし会 14:30

28 日㈰ エンジョイ・ブラス！金管五重奏コンサート
with 岡垣町民吹奏楽団 14:00

おはなし会 14:30
※平成 30 年１月１日㈷～３日㈬は休館
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