町民
ふれあい広場

住人十色

町の輝いている人や元気な人を紹介します

第47回

高校で兄の分まで頑張りたい

ひらやま

平山

なおき

尚樹さん

岡垣東中学校３年生。ラグビーで中学生の県代
表に選ばれ、
「第 24 回全国ジュニア・ラグビーフッ
トボール大会」で優勝。

Ｑ ラグビーを始めたきっかけは？
Ａ ラグビー好きの父と一緒に、小さいころからプロの試合を見に
行っていました。そんな中、クラブチームのコーチを務めている知
り合いから誘われ、小学１年生のときからラグビーを始めました。
Ｑ 県代表チームでの練習や試合はどうだった？
Ａ チームのメンバーに選ばれたときはとてもうれしかったです。こ
れまでは試合に勝っても優勝には程遠く、勝ったことを素直に喜
べないこともありましたが、全国大会での優勝は、頂点に立てた
ことがうれしくて初めて心から喜ぶことができました。
Ｑ 今後の目標は？
Ａ 春からはこれまで憧れていた東福岡高校でラグビーをします。
同じ高校に通っていた兄は、高校１
年生のときに２回ほどレギュラーと
して試合に出たことがあるので、そ
の兄の成績を越えたいです。また、
３年生のときにレギュラーになれず、
全国大会に出場できなかった兄の
分まで、僕が試合に出て結果を残
▲ボールを進めていく尚樹さん
したいです。

岡垣町歴史文化研究会

吉木地区の史跡を巡ろう
1496 年に麻生家延が岡城
を築き、城下町となった吉木。
当時の町並みや地名は、今も
一部残っています。昔の様子
を思い浮かべながら、歩いて
散策しませんか。
と き ３月 16 日㈯ 午前 9
時から

集合場所 中央公民館
コ ー ス 高 蔵 宮道、 門司家
こて え
こうしん
の鏝 絵、熊野神社、庚 申塚、
岡城址、三福寺、隆守院、安
照寺、西園寺（三吉）など
費 用 200 円
問い合わせ 岡垣 歴史文化
研究会（入江）☎ 282-6380

新年度生受付中
１対１での解説と解答

個別指導

豊富な経験と圧倒的な受験知識、一人一人への適切な
進路指導を約束します。
個々の学力レベルや志望校に合わせて教材を作成し、
理解度を確認しながら、無理なく進めます。

成績や進路で悩んでいる高校生のみなさん、待っています！
よ～く考える習慣を！

志望大学の難易度はいくら高くても構いません！

小学５・６年生～トップレベルの大学受験生
遠賀郡岡垣町東松原 2-2-18
TEL/FAX 093-283-3880

向陽塾

詳しい内容はホームページでご覧ください。

https://www.koyojuku.com

koyoschool@yahoo.co.jp

広告内容に関しては、広告主に直接お問い合わせください。
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▲岡城址の石仏。
「ふるさと岡垣写真集」
（ 田中睦生編）か
ら援用

成年後見なんでもご相談ください！
◯成年後見ってなに？◯どんな手続きが必要？
成年後見なんでもご相談ください！
福岡県社会福祉士会所属
福岡県司法書士会所属
◯成年後見ってなに？◯どんな手続きが必要？

独立型 社会福祉士

福岡県社会福祉士会所属

平原智恵
独立型 社会福祉士
平原智恵

簡裁代理認定 司法書士

福岡県司法書士会所属

簡裁代理認定 司法書士 平原嘉章

平原嘉章

相続遺言・債務整理・各種登記

相続遺言・債務整理・各種登記
も承ります
も承ります

☎(093)282-2615
☎（093）282-2615

アドボカシー法務事務所 岡垣町松ケ台
岡垣町松ケ台 4
16-12
アドボカシー法務事務所
4丁目
丁目
16-12

町民
ふれあい広場

２月生まれ

年
月

２

日生まれ（山田峠）

５

年
月 日生まれ（東高陽）

日生まれ（東高陽）

15

なかの れいな

平成
２

中野礼菜ちゃん（３歳）

28

みうら

平成
29

三浦みのりちゃん（２歳）

年２月

なかの まなと

平成

３歳おめでとう♡
いつも弟のお世話ありがとう♡

日生まれ（吉木）

１歳おめでとう♡
元気いっぱい育ってね

17

兄妹仲良く、元気いっぱい
育ってね☆

月

日生まれ（松ケ台東）

30

やまもと つむぎ

年

２

17

中野真人ちゃん（１歳）

平成
29

山本紬稀ちゃん（２歳）

月

２歳の紬稀くん♪
すくすく元気に強く育ってね

年

あおき ここね

平成
２

18

青木心夢ちゃん（３歳）

３歳おめでとう♪
元気に育ってくれてありがとう

28

４月・５月生まれの子どもを募集中 ―５月号掲載―
誕生月と掲載号を合わせるため、４月・５月生ま
れの子どもたちを５月号に掲載します。対象となる
子どもたちの写真を投稿してください。
●対 象 町内に住み、４・５月で１～３歳になる
子ども

●申 し込み ３月15日㈮までに投稿する写真・住
所・親子の氏名（ふりがな）・子の生年月日・電話
番号・子どもへのコメント（22文字以内）・広報お
かがきへの意見を広報情報課に窓口、郵送または
メール（koho2@town.okagaki.lg.jp）で提出

６月号以降の掲載例：６月号（5 月 25 日発行）は６月生まれ、７月号（６月 25 日発行）は７月生まれを掲載

カラオケ喫茶

シニアの 「健康長寿」 をサポート！
・貸切（要予約） ～料理・飲み物持込自由～

営業時間：
（昼の部）12：00 ～ 16：00
（夜の部）16：00 ～ 20：00
日曜・祝日休館
歌い放題・フリードリンク付

電話：093-555-3290

岡垣町旭台 2-26-1（旭東バス停前）

（通信カラオケ・120 インチ DVD スクリーン完備）
（午前）10：00 ～ 12：00（午後）18：00 ～要相談
※詳しくはお問合せください
・頭の健康サロン 「作文倶楽部」随時受付！

・若松吾郎同好会

会員募集！

楽しく歌ったり、お喋りしたり ･･･ 若松吾郎先生からの
ワンポイントアドバイスなど頂き楽しく過ごしましょう！
日時：第１・第３火曜日 10：00 ～ 12：00 参加費：お一人様１回 1,000 円

岡垣町広告掲載要綱に基づき掲載しています。
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運動クラブ「スバル」の会員を募集

簡単な運動で気分転換しませんか

【一般の作品】

【青葉短歌会】

えびつキッズ（未就園児教室）とならし保育は

えびつキッズ（未就園児教室）とならし保育は園舎完成後（8 月中旬予定）スタートします。
えびつキッズ（未就園児教室）とならし保育は
園舎完成後
（8月中旬予定）スタートします。
月中旬予定）スタートします。 （詳細は園へお尋ね下さい。）
園舎完成後（8
ＴＥＬ 282 - 1135

の ど か

初春の瑞兆賀して金比羅に
日章旗掲げ君が代歌う
南里和昭

冬の雨静かに傘に受けながら
文一通をポストへ向う
石松清美

赤バイクの配達員の通る町
長閑な風景昔も今も
井上冨美登

物忘れじわじわ押し寄せくるからに
百人一首のなぞり書き買う
早川京子

広告内容に関しては、広告主に直接お問い合わせください。


【サンリーアイ俳句会】

ＴＥＬ 282 - 1135

堂々と謝罪会見殿さま級
馬場とき子

本年は喜寿と記す初日記
山村英之
育毛剤にそれまでだよと諭される
小田和彦
祖谷の里雲海ながむ息をのむ
井上アヤノ
寒風の天を目指して伸び〳〵と
青さみなぎる新緑の松
籏生照未
春肥を待つびわの実の小さかり
姿はすでにびわと成りおり
曽宮六四

戦なき平成の御代屠蘇を酌む
井村晴代

しばらくを波のくれなゐ初日出
川原和子

便利さの裏に危ふさ背の寒さ
中村和信

同じ干支祝ふ新年爺と孫
沼田捷子

【岡垣短歌教室】

（詳細は園へお尋ね下さい。）

【岡垣川柳会】
手を焼いた子ほどやさしく恩がえし
野中よう子

機を織る道具は持たぬ恩返し
宇都宮福夫

今は亡き先輩の恩胸に秘め
俵 澄子

恩返しいりませんよと恩を売る
廣渡憲峰

【青嶺岡垣俳句会】

新春の箱根路駆け来しランナーは
やさしく肩押しタスキを托す
飛髙弘子

初風呂の鬼柚子の香を楽しめば
始めて詠みし短歌思ほゆ
藤原一子


お正月の音のない夜を「ピーポー」と

新年の祈りは無病息災

黒瀬里美

亡き父のいつもの口ぐせ思い出す

2019.3
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わらづと

恵方とて大橋に潮満ち来る
廣橋いたる

白波の三里松原淑気満つ
木下武久

藁苞を寄辺としたる寒牡丹
平村久恵

音たてて榾火崩るる初観音
岩崎要子


「いろいろあるけどまあ頑張ろう」

石田眞智子


（詳細は園へお尋ね下さい。
）
ＴＥＬ 282 - 1135

（5月号は3月15日㈮）
までに住所・
申し込み 掲載号の前々月15日
氏名・電話番号・原稿などを広報情報課に窓口、
郵送またはメール
（koho2@town.okagaki.lg.jp）
で提出※応募多数のときは抽選

町民ふれあい広場では、お知らせ、サークルなどの
紹介、イラスト・写真、俳句などを募集します。※営
利・政治・宗教に関するものなど、掲載できないものもあります

募集

と き 毎週木曜日午後２時～３時
ところ 町民武道館
費 用 月 1,000 円
問い合わせ 今別府☎ 080-33744192
軽い筋トレやリズム体操などを中
心に、楽しく体を動かしています。
みんなで健康な体をつくりましょう。
対 象 町内に住むおおむね 60
歳以上の男性

