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「OGORIギャラリー」展示報告

展示作品募集中

「谷口武弘油絵展」（4/5～6/6）
開催中です
「小郡交流センターだより」は、２か月に１回、奇数月の１５日発行になりました。
【発行】 小郡校区コミュニティセンター

【TEL・FAX】 ０９４２‐７２‐２８４６

【携帯】 ０８０-７４７８‐８４１７

【担当】 甲 斐

地域にお住いの方の応援のため、下
記の要領で「OGORIギャラリー」の展
示スペースをお貸ししております。
「ちぎり絵」や「水彩画」「油絵」
「俳句」など展示希望の方は交流セン
ターまで連絡をください！
○対
象 どなたでも
○料
金 無料
○展示期間 原則として１カ月

（谷口武弘さんの紹介）
小郡市内在住。 1935年生、会社を退かれたのち、
同好会などに所属され絵画を始め、示現会展（東
京）入選3回、地方展（久留米地区）は数々の入選
経験がある方です。数々の作品の一部を、地域の皆
様にご覧いただくため、展示されました。

展示情報はホーム
ページで随時更新
しています

谷口作品を10点展示中

≪共通の仲間探し≫
交流センター駐車場で今年も桜が綺麗に咲きまし
た。もう終わりましたけど😿
来年もお楽しみに🌸 2021年3月22日撮影

頭の体操

仲間を円で囲っています。？に入る「どちらの円にも共通している」ものを候
補から１つえらびましょう。

候補

？
おもしろ川柳

毎年、サラリーマン川柳を読むたびに「うまいなぁ～」と感心
するばかりです。年代別に募集をします。
哀愁ただよう気持ちやグチなど、川柳にしてみませんか。

受付期間 ： ５月１日（土）～６月２９日（火）
備え付けの用紙にご記入の上、事務所へどうぞ
「ホトトギス」の方々の厳正なる審査のうえ
年代別に最優秀賞・優秀賞を決定します。

ゴキブリ対策によく効く“ホウ酸だんご”‼
がんこな汚れもよく落ちる“廃油石けん”‼
日
時
： ６月 ２日 （水） １０：００～
場
所
： 小郡交流センター 調理室
対
象
： 成人の方
講
師
： おごおり環境クラブ
募集人数 ： １５名
参 加 料 ： １００円
持って来る物 ： 牛乳パック・菜箸・軍手・新聞紙
受付期間 ： ４月１９日（月）～５月３０日（日）

食器・換気扇・運動靴
プラスチック製品・作業服など
万能な石けんです。

こちらは「小郡市南地区地域包括支援センターシマダ」様ご協力のもと掲載しております

館長異動のお知らせ
（令和3年4月1日付）

蚊取り線香作り

ホウ酸だんご＆廃油石けん作り

食器棚・流し台下
ガスレンジの隙間へポン！

エ「
孫サデ
にはジ
きなカ
くんメ
」だの
と

ここで1句「ママと 結婚 言った息子は 人のもの」

コロナ禍の中、窓を開ければ入ってくる蚊
お弁当や健康の為に欠かせない梅干し！
簡単に出来て、とってもマイルドな味わい！ 冷房の入れっぱなしは体に悪いし……
誰でも出来る作り方を紹介します！
そんな時に、昔ながらの製法で自分で色
々な形に作ってみませんか。
梅酢を使った
ドレッシングも
紹介

日

時

：６月１７日（木） ９：３０～
１８日（金） ９：３０～
場 所 ：小郡交流センター 調理室
各日定員：１５名
参加料 ：８００円（１㎏分）
※梅持参の方は３５０円
持って来る物：梅干しを入れる容器
※ビンや陶器が望ましい
受付期間：５月２０日（木）～６月１０日（木）

日

時

２日（金） ９：３０～
３日（土） ９：３０～
場 所 ：小郡交流センター 研修室１
対 象 ：成人の方
（小学生以下は保護者同伴）
各日定員： １５名
参加料 ： ４５０円
持って来る物：厚紙
（作った線香を乾燥させる間、乗せる）
受付期間：５月１７日（月）～６月１０日（木）

②

①

渡邊 純子

③

④

答えは裏面にあります！

荒巻由加 御原校区コミュニティセンター館長→小郡校区コミュニティセンター館長
渡邊純子 小郡校区コミュニティセンター館長→御原校区コミュニティセンター館長

小郡の館長として3年勤務させていただ
き、4月より御原へ異動となりました。小
郡では地域の皆様、サークルの皆さまと
一緒に、たくさん楽しい思い出を作るこ
とができました。ありがとうございまし
た。これからも交流センターをご愛顧いた
だきますよう、どうぞよろしくお願い申し
上げます。

4月より小郡交流センターの館長
に着任いたしました。
御原校区コミュニティセンターで
学んだことを糧に、微力ながらでも、
小郡校区をより一層よい街になるよ
う努めてまいります。どうぞよろし
荒巻 由加 くお願いします。

：７月

5月・6月・7月のお知らせ

【移動図書館しらさぎ号】

【小郡校区コミュニティセンター休館日】

( 10：20 ～ 10：50 )

5月 3日（月）・4日（火）・５日（水）・16日（日）・31日（月）
6月 20日（日）・30日（水）
7月 18日（日）・22日（木）・23日（金）・31日（土）

小郡交流センターホームページ
◆交流センターだよりは、ホームページでもご覧いただけます。⇨

5月 14日（金）・28日（金）
6月 11日（金）・25日（金）
7月 未定（4月13日現在）

アクセスマップ

http://ogori-k-kominkan.ogori.net

小郡校区まちづくり協議会（まち協）のご紹介
非常持ち出し袋展示中（防災部会）
防災部会では地域の皆さんが、災害に備えるための参考と
して、防災グッズや設置方法などを展示しております。ぜひ
ご覧ください。
なお、防災部会では交流センターをはじめとして、各自治
公民館での巡回展示を計画しております。

○まち協って何？
小郡校区に暮らす１４行政区のみ
なさんが集まって、小郡校区を
もっといいまちにするために様々
な活動をしている団体です。
市内全８校区に「まち協」が設立
され、取組が広がっています。

○まち協の目的は？
小郡校区全体で取り組んだほうが
おもしろいイベントや、共通する
困りごとを解決する取組を、みな
さんの力やアイデアを集めて行い、
暮らしやすい地域をつくることで
す。

「家庭での備蓄、減災用品」👉

○誰が関わっているの？

家具固定具・給水バック・救急セット
アルミ食器・ろうそく・ヘルメットなど
計：20点

行政区から選出されたみなさん
をはじめ、区長さん、PTAや
小・中学校の先生方、そして有
志のボランティアの方など、
様々なみなさんに協力していた
だいています。

👈「非常持ち出し袋」
簡易トイレセット・遮熱アルミシート
携帯ラジオ・簡易おかん器
ウェットティッシュなど 計：19点

○具体的な活動は？
小郡校区では、５つのセクション
のメンバーのみなさんが力を合わ
せ、様々な活動にとりくんでいま
す。これまでの活動の一部をご紹
介します。

・防災部会
・青少年育成部会
・環境衛生部会
・健康福祉部会
・スポーツ部会

【環境衛生部会】
快適に暮らす環境づくりの講座や、
リサイクル推進の啓発を行ってい
ます。ペットとの暮らしにも注目
していて、「犬のしつけ方講座」
なども行っていす。

まち協の活動への
参加・応援・協力を
お願いします

【防災部会】
多発している災害に対応するため
の「防災講座・訓練」を行ってい
ます。学んだ知識を行政区にもち
帰ってもらえるよう、工夫しなが
ら継続的に活動しています。

【健康福祉部会】
地域のみなさんが、健康で元気に
暮らすための講座やイベントを
行っています。特に、高齢者のみ
なさんに届くような事業をメイン
にしています。

【青少年育成部会】
子どもたちを対象の取組がメイン
です。登下校の見守り活動「まな
ざしパトロール」や、地域を楽し
く学ぶ「まちあるき」などのイベ
ントを行っています。

【スポーツ部会】
スポーツをとおした校区内の交流
機会づくりを行っています。春の
「ペタンク大会」と、秋の「ソフ
トダーツ」大会は恒例で、毎回２
００名ほどの参加があります。

小郡校区の方ならどなたでも事業に参加することができます。
また、いろんな場面でのみなさんのご協力も歓迎しています。
おたよりなどで活動を紹介していきますので、
応援もよろしくお願いします。

青少年育成部会が、「平田家住宅」にご協力いただき、小郡小学校新入生の入学記念フォトス
ポットを開設しました。真新しいランドセルを背負ったお子さんと、ちょっと誇らしげな保護者の
姿はとってもまぶしい光景でした。嬉しいことに、１年生の担任の先生たちも来てくれましたよ！

平田家住宅
「平田家住宅」（ひらたけじゅうたく）は、2017年秋に国登録記念物（名勝地関係）に新たに選定された庭園
と、明治時代～昭和初期に建てられた小郡市の有形文化財である住宅の建築群を有します。
平田家は戦国時代の佐賀領主、龍造寺家の家臣にさかのぼると言われています。幕末から明治初期に第四代平
田伍三郎が木蝋業により財産基礎を作り、銀行を設立したという歴史があります。
▼開館日時：火・水・木・金・土／9時～16時30分（入館は16時まで）
※事前問合せ推奨（☎0942－73－1510）
▼住
所：小郡市小郡1155（小郡小学校のお隣）

小郡市観光協会
ホームページ引用

頭の体操の≪答え≫②トマト（左は野菜、右は前から読んでも後ろから読んでも同じ言葉の仲間

