中学生

若松税務署長賞

あなたの税がつくる、明るい未来
税についての作文コンクール表彰

11 月 11 日～ 17 日の「税を考える週間」にあわせ、全国の中学生を

対象に催された作文コンクール。今回は、岡垣町長賞に２人、若松税

務署長賞に２人が選ばれました。おめでとうございます。また、作文
募集への協力が特に顕著な中学校として、全国納税貯蓄組合連合会か
ら、岡垣中学校に感謝状が贈呈されました。

このコンクールは、中学生の皆さんに税への理解と関心を深めても

おくむら

奥 村 ゆめさん（岡垣東中３年）

らうことを目的に行われています。

「税というバトンをつなごう」

いしずえ

「当たり前の礎」

えなか

り

な

江中 莉菜さん（岡垣東中３年）
「当たり前の毎日」

岡垣町長賞

岡垣町長賞

若松税務署長賞

かじわら ぜん

梶 原 善さん（岡垣中３年）

おおたに も も は

大谷 桃羽さん（岡垣中３年）
「税金の行方」

まちの新しい特産品が誕生！
12/4 「岡垣びわ酒」発売イベント

岡垣町の特産品を育てる会が、本格焼酎「岡垣」と町特産の高倉

びわを使った「岡垣びわ酒」の発売を記念して、ハローデイ岡垣店
で催しました。当日は製造者である鹿児島酒造株式会社の弓場杜

氏らも参加し、来店客一人一人にＰＲしました。
ブースに立ち寄った人たちからは「広報お

かがき 12 月号でびわ酒を見たよ」
「どんな味
かな」などの声が聞かれ、発売を心待ちにし
ていた様子が感じられました。

生前整理・遺品整理・空家整理
一般社団法人ゆうき・ゆうき行政書士事務所
頼れる町の法律家（行政書士）が行っている家財整理団体です。
終 活 の 全 て を 法 律 家 に お 任 せ く だ さ い。
無料でお見積りします。
万全なコロナ対策しております。

岡垣町野間2丁目7-17プレミールⅠ２０２号

☎０９３－８６３－１５９９
岡垣町広告掲載要綱に基づき掲載しています。
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※集合写真の撮影時などは、一時的にマスクを外しています。

健やかな１年を祈って―。
12/31・1/1

行く年

来る年

大晦日から元旦にかけて、町内の神社や寺院には多くの参拝客

が訪れました。コロナ禍の影響で昨年は帰省や参拝ができず、久

しぶりに会った家族や友人とともに、お
参りをする人の姿も見られました。

１年の厄落としに除夜の鐘を突く人や

新年に向けた抱負や願いを込めて祈る人、
おみくじで新年の運勢を占う人。それぞ

れの思いを胸に、新しい年を迎えました。

100歳おめでとうございます
12/1

松𠩤政子さんが百寿

松𠩤政子さん（海老津園）が満 100 歳の誕生日を迎えられました。

おめでとうございます。

毎朝４時半に起き、部屋の掃除とお地蔵さんへのお参りをしてい

るという政子さん。
「山の空気と水がきれいな岡垣町で生活できてい
ることが、長生きの秘けつです」と話してくれました。また、川柳が
趣味で、新聞にも何度か載ったことがあるほどの腕前だそうです。

町からは敬老祝金とお祝状、社会福祉協議会からは花束が贈られ

ました。

美しい日本画の寄付に感謝
12/20

日本画家・江藤紀世さんが作品を寄付

江藤紀世さん（高陽区）
が、ご自身作の日本画３点を町に寄付

してくださいました。江藤さんは福岡県美術展覧会（県展）
で会

員として数多く受賞されるとともに、明治時代に横山大観が創
設した伝統ある院展では、院友として現在も活躍。さらに、北九
州市立美術館にも作品が所蔵されている著名な日本画家です。

いただいた日本画は有明海の川辺の風景が描かれたとて

【写真の作品】2018 年福岡県美術展覧会（県展） 会員の部
山本文房堂賞受賞「向こう岸」

も美しい作品で、役場庁舎と岡垣サンリーアイに飾らせてい
ただいています。

作品展をします！
今年のテーマは ････
TEL 282-0235

「スーパーマリオのせかい」です！！
１月 30 日（日）✿９：00 ～ 13：00 ✿

http://www.okagaki-daiichi.com

みんなで力を合わせて作りました。おたのしみに !!

＊＊令和４年度新入園児、若干募集中です！お問い合わせください。見学も受け付けております。
体験保育（満３歳児の学年以上が対象）も受け付けています。＊＊
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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考えよう、
「差別と人権」
。
11/30 「人権週間・障害者週間」

街頭啓発
  12/4 人
 権講演会

12 月の人権週間と障害者週間にあわせて、町と教育委員会、岡

垣町人権教育推進協議会、障害者団体が街頭啓発を行いました。
JR 海老津駅やショッピングセンターなどで、買い物客や通勤客な

どに啓発物品を配りました。

また、岡垣サンリーアイで催された人権

講演会には 94 人が参加。舞台女優の有馬

理恵さんが、自身の経験から学んだ「差別や

▲舞台女優の有馬理恵さんが「いのちをみつめて」をテーマ
に登壇

人権」について、芝居を交えて講演しました。

みんなの力で美しい松原に
12/12

三里松原で松葉かき

三里松原防風保安林保全対策協議会が主催する松葉かきが、東黒

山地区で行われました。当日は、保全活動に取り組むメンバーをはじ
め、約 150 人のボランティアが参加。およそ１時間かけて、地面に積
もった松葉やコケを取り除き、松が育ちやすい環境を整えました。

ボランティアの皆さんは「開催されたときは毎回参加しています。

多くの人が参加してくれてうれしい」
「若い人がいると、作業がより
スムーズになるので頼もしいです」などと話してくれました。

町の田畑や松林を守るために
12/21

シカ・イノシシ被害対策に関する協定を締結

町内の国有林にいるシカやイノシシを捕獲するため、福岡

森林管理署と遠賀郡猟友会、町の３者で協定を結びました。

この協定を結ぶことで、国有林内での効率的な捕獲活動が

できるようになり、大切な松林や田畑を有害鳥獣から守るこ
とができます。

町では、今後も有害鳥獣による被害を減らすためにさまざ

まな取り組みを進めていきます。

岡垣町広告掲載要綱に基づき掲載しています。
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※集合写真の撮影時などは、一時的にマスクを外しています。

交通安全活動が評価され
交通安全功労者表彰

NPO 法人里山宮の森の会員として活動されている神崎宣昭さ

ん（公園通り東区）
、
橋内政則さん（松ケ台西区）
、
白石博子さん（東

高倉区）が、交通安全功労者として県知事から表彰されました。
おめでとうございます。

受賞された皆さんは、海老津小学校の新１年生に対する交通

安全指導のほか、日ごろから海老津校区を中心に防犯パトロール

【写真左から】門司町長、橋内政則さん、白石博子さん、
神崎宣昭さん、
「NPO 法人里山宮の森」の手嶋会長

を行っています。

皆さんの温かい支援に感謝
12/2

遠賀郡４町

子ども食堂の寄贈式

遠賀信用金庫が昨年 11 月８日～ 19 日に寄付によって集

めた食品を、遠賀郡内の４つの子ども食堂に寄贈しました。
主な食品は缶詰やインスタント食品など。これらは、家庭

などで余った食品を募り、福祉施設などに提供する「フード
ドライブ」という活動によって集められました。

町内で子ども食堂を運営する清田さんは「多くの食品を寄

贈していただいたことに感謝します。子どもたちの未来のた
めに、今後も温かい支援をお願いします」と話しました。

日常生活に
「防犯」をプラス！
12/4

吉木校区コミュニティ

ながら防犯活動発足式

吉木校区コミュニティ運営協議会がいこいの里で催し、同校区から18

人が参加しました。
「ながら防犯活動」
は、買い物や散歩などの日常生活の

中で、子どもや高齢者を見守る活動です。
吉木校区コミュニティ運営協議会の波

田会長は「活動を通じて犯罪を抑止する

とともに、住民同士のつながりを強め、
非常事態にいち早く気付けるような関係

性を築いていきたい」とあいさつしました。

▲活動に使用する帽子や名札が交付された

新 年 度 生 は ２/ １
（ 火 ）か ら 受 付 を 開 始 し ま す !!

２/１
（火）
～２/２３
（水）国公立大二次対策講座
よ～く考える習慣を！

受付中

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

国公立
私立

個別指導

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。

「長時間 + 多量の問題 + 宿題」に頼らなくても、得点力の高い学力
が得られることを実感してください。

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！

〔創立～今春：大学受験と進路〕

北見工業・室蘭工業・東北・茨城・筑波・千葉・一橋・東京工業・横浜国立・横浜市立・防衛・名古屋・京都・大阪・岡山・広島
山口・愛媛・高知・北九州市立・九州工業・福岡教育・福岡女子・九州・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・琉球
東京理科・早稲田・金沢工業・同志社・立命館・同志社女子・徳島文理・福岡・西南学院・福岡女学院・筑紫女学院
福岡工業・九州産業・日本赤十字九州国際看護

2-2-18
向陽塾 遠賀郡岡垣町東松原
TEL/FAX 093-283-3880

詳しい内容はホームページでご覧ください。 https://www.koyojuku.com

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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１対１での解説と解答
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