
図書館開館時間変更のお知らせ

新刊案内８月の特集コーナー 夏休み子ども映写会

展示コーナー

受賞された平成 28 年度 桜原小ＰＴＡ 広報担当

一般書　
『ひとり上手』

岸本　葉子／著
（海竜社）

　ほんとうは贅沢なひとり
ごはん、古い人づきあいに
もある「新しい発見」…。エッ
セイスト・岸本葉子が「ひ
とり上手」の楽しい生き方
を綴ります。

児童書　
『ほんとさいこうの日』

レイン・スミス／作
（ＢＬ出版）

　おひさまぽかぽかあった
かい。ネコはかだんにねっ
ころがって、イヌはビニー
ルプールでみずあびして、
シジュウカラはえさをいっ
ぱいたべて、リスはトウモ
ロコシをもらって…。みん
な、きょうは、ほんと、さ
いこうの日！でも、そこに、
おおきなくまがあらわれて
…!?

　８月13日（日）～16日（水）は、開館時間
が10時～17時になります。（立体駐車場も
17時15分施錠）皆さまのご理解とご協力
をお願いします。
※８月14日（月）は通常の休館日です。

①▶日時　７月22日（土）
　　　　　開場10：50
　　　　　上映11：00～11：40
　▶内容　「きょうしつはおばけがいっぱい」
　　　　　「ぼくはゆうしゃだぞ」
　▶対象　小学生
②▶日時　７月30日（日）
　　　　　開場10：50
　　　　　上映11：00～11：40
　▶内容　「からすのパンやさん」
　　　　　「ねずみくんのきもち」
　▶対象　幼児～小学校低学年
①②共通
▶会場　うみ・みらい館多目的ホール
▶鑑賞無料・申込不要
※時間までに会場へお越しください。

●一般書コーナー「平和について考える」
『子どもの本から平和を考える』

児童図書館研究会／編 （児童図書館研究会）
『母のまなざし、父のまなざし』

いわさきちひろ／画 （講談社）　
●児童書コーナー「平和と人権」

『生きる』  谷川俊太郎／詩 （福音館書店）
『さがしています』

アーサー・ビナード／作 （童心社）

企画展
「観察しよう！蝶・化石・岩石展」

～元宇美南中学校長 田中隆義 標本コレ
クション～
　田中隆義氏の標本コレクションを多数
展示しています。
開催期間　７月25日（火）～９月１日（金）

問い合わせ 宇美町立図書館 　☎ 932-0600 932-0631 ●雑誌スポンサー随時募集中（詳細は左記まで）

６月の利用状況
●入館者数：
●貸出者数：
●貸出点数：

12,260 人
4,247 人

20,309 点

申込・
問い合わせ

ボランティア・町民活動支援センター
ふみらぽ（し〜ず・うみ内） 　☎＆　　933-1110

町内で活動しているボランティア団体の活動を体験してみませんか？「どのようなボランティア活動があるのかな？」
「参加してみたいけれど、きっかけがなくて…」と思われている方ぜひご参加ください。

桜原小学校ＰＴＡ広報紙「さくらば
る」が福岡県教育委員会賞を受賞

子ども会ソフトバレーボー
ル大会が開催されました

厚生労働大臣特別表彰を受賞

糟屋郡老人クラブ連合会主催
グランドゴルフ大会優勝

　福岡県ＰＴＡ連合会主催の第 25 回ＰＴＡ広報紙コ
ンクールで、平成 28 年度に発行した桜原小ＰＴＡ広
報紙が最優秀賞にあたる福岡県教育委員会賞を受賞し
ました。
　福岡県内の小中学校 44 校が参加し、桜原小は昨年
に続いての入賞です。入賞した小中学校 10 校の広報
紙は全国大会へ推薦されます。

　民生委員・児童委員として多年にわたり地域社会の福祉
の増進にご尽力された、行實美智子さん（桜原自治会）が、
６月２日（金）にホテルレガロ福岡にて、民生委員・児
童委員に対する厚生労働大臣特別表彰を受賞されました。
　行實さんは、平成 10 年 12 月１日に民生委員・児童
委員の委嘱を受けられ、18 年の長きにわたる活動が評
価されての受賞となりました。

　６月９日（金）篠栗町「かぶとの森公園」において平成 29 年度糟屋郡老
人クラブ連合会春季グランドゴルフ大会が行われました。
　宇美町からは、５月 11 日（木）に開催された町の大会で上位入賞した後
記 15 名他が出場し、熱戦の末、団体・個人共に優勝しました。
ー 大会結果 ー

【団体】
優勝「宇美町」・準優勝「久山町」・３位「志免町」

【個人】
優勝　吉川 輝幸（四王寺坂）・準優勝　山野 利昭（とびたけ一）
ー 町の春季グランドゴルフ大会上位入賞者 ー

〔Ａコート〕
優勝　江田 正夫（炭焼３）・準優勝　南里 正治（井野）・３位　徳永 展也（平
成）・４位　山口 正行（福博中央）・５位　佐々野 弘明（炭焼３）

〔Ｂコート〕
優勝　和佐野 真人（とびたけ一）・準優勝　山野 利昭（とびたけ一）・３位　
石井 久仁子（早見）・４位　藤木 知剛（障子岳）・５位　吉永 幸子（障子岳）

〔Ｃコート〕
優勝　小林 正之（宇美東）・準優勝　仲野 チカ子（末広）・３位　中村 禎
宏（宇美東）・４位　南里 一子（井野）・５位　小林 シゲモ（早見）

　６月 11 日（日）、宇美東中学校体育
館と勤労者体育センターの二会場で、子
ども会ソフトバレーボール大会が開催さ
れました。25 自治会から 48 チーム、約
470 名の小学生が参加しました。
ー 大会結果 ー

〔Ａパート〕　優勝　　辻荒木Ｂ
　　　　　　準優勝　井野Ｂ

〔Ｂパート〕　優勝　　辻荒木Ａ
　　　　　　準優勝　早見Ａ

〔Ｃパート〕　優勝　　炭焼二
　　　　　　準優勝　福博鎌倉

〔Ｄパート〕　優勝　　下宇美Ｃ
　　　　　　準優勝　桜原Ｂ

〔Ｅパート〕　優勝　　鎌倉
　　　　　　準優勝　貴船Ｂ

〔Ｆパート〕　優勝　　四王寺坂二
　　　　　　準優勝　平成Ｂ

小川県知事（前列中央）と共に、笑顔の行實さん（知事の左側）

子どもたちの熱気に包まれ、
会場は大いに盛り上がりました

熱い戦いが
繰り広げられました
優勝おめでとう
ございます！

このコーナーでは、ボランティ
アなどの公益的な町民活動を
している人や団体を応援し、
ボランティアの「はじめの一
歩」のきっかけになるような記
事を掲載しています。

ボランティア体験しませんか？ ２０１７
ボランティア体験プログラム   参加者募集 !!

プログラム 内　容 日　時 場　所 団　体 備　考
郷土料理
いきなり団
子を作ろう

自然の食材を使って戦後の代
用 食 と し て 食 べ ら れ て い た、
いきなり団子作りします

８月４日（金）
10 時～12 時

うみハピネス
２階調理室

宇美町
健康づくり
推進会

・どなたでも、親子歓迎
・エプロン、三角巾、手拭タオル、
   筆記用具

うみ・
ふれあい
農園

多世代の交流の場として、初
めての方でも楽しめる無農薬
野菜づくりをします

８月６日（日）
10 時～12 時　
９月３日（日）
10 時～11 時 30 分

障子岳南
２丁目の畑

うみ・
ふれあい
農園

・どなたでも、親子歓迎
・作業のできる服装、長袖、
   長ズボン、タオル、帽子、軍手、
   長靴、飲み物　[ 定員 25 名 ]

手話でお話
ししません
か？

・聴覚障がいの方や手話の会の
   方と交流

・簡単な手話の挨拶や単語を覚
   えよう

８月 19 日（土）
14 時～16 時

し～ず・うみ
多目的室１

宇美町
手話の会

・小・中学生
・どなたでも、親子歓迎
・飲み物 　[ 定員 20 名 ]

ハーブガー
デンをつく
ろう

気 軽 に 立 ち 寄 れ る 地 域 の コ
ミュニティをめざし、ハーブ
ガーデンをつくります

８月 20 日（日）
９月 17 日（日）　
10 時～12 時

障子岳
５丁目の畑

ＮＰＯ法人
緑のキャラ
バン隊

・どなたでも、親子歓迎
・作業のできる服装、長袖、
   長ズボン、タオル、帽子、軍手、
   長靴、飲み物

※来月号に秋の体験プログラムをご紹介します！
☆申込方法☆　電話、ＦＡＸ、ふみらぽ窓口
☆申込締切☆　活動日の３日前（定員のあるプログラムもありますので、お早めにお申し込みください！）
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