平成２９年（２０１７年）５月３１日（水曜日）（６）

（第三種郵便物認可）

６月のこよみ
４日

ちくまちフェア

大牟田
【１日】消費生活相談（月曜〜
金曜、
市民相談室）
▽乳幼児のた
めのおはなし会
（８、１５、２２日、
カルタックス）▽第３５回有明美
術展
（〜４日、文化会館）
▽山本
シンセイ写真展
（〜４日、
石炭産
業科学館）▽校区献血会（大正
・大正小学校、７日＝大牟田中
央・大牟田中央小学校、２０日＝
銀水・新鮮市場サカイ本店駐車
場）
▽人権何でも相談
（えるる、
三川地区館）▽ことばとこころ
の相談
（７、１４、２２日、保健所）
【２日】子育てふれあい広場れ
もんぐらす（９、１６日、手鎌地
区館）
【３日】おはなし会（１０、１７、
２４日、カルタックス）▽駛馬地
区アンビシャス広場（水曜、土
曜、駛馬地区館）▽勝立地区ア
ンビシャス広場
（水曜、土曜、勝

２５日

長洲

保健所）▽第５回市近郊レディ
立地区館）▽夢ふうせんのおは
ース卓球大会（市民体育館）▽
なし会（駛馬地区館）▽わくわ
集団がん検診（２１日、保健所）
く広場（１０、１７日、手鎌地区館
など）▽友・遊広場（１０、１７、
▽宅 建 協 会 の 不 動 産 相 談（２１
２４日、三川地区館）▽ふれあい
日、市民相談室）
共室（１７日、中央地区館）
【８日】子育て女性等就業相談
（市
【４日】第２４回さわやかおおむ （労働福祉会館）▽行政相談
たクリーンキャンペーン（延命
民相談室、２２日＝吉野地区館）
公園・青空ステージ）▽ウ
【１０日】
ウェル
土曜ふれあい映画会
（中
央地区館）▽三池みんなの広場
カムちくまちフェア（築町公園
（三池地区館）▽十日市（銀座
など）▽筑後のつどいバレーボ
通り商店街など）
▽市制１００周年
ール大会（第２市民体育館）
記念事業・第１９回はやめカッパ
【５日】 種▽ＨＩＶ抗体検査
祭り（駛馬地区館、日本一に挑
・エイズ相談（１９日、保健所）
戦＝宮原中学校、カヌー乗船体
【６日】赤ちゃんのためのおは
験＝一部橋公園）▽吉野ふれあ
なし会
（１３、
２０、
２７日、
カルタック
い広場（２４日、吉野地区館）
ス）▽ヨガ＆健康体操教室（火
【１１日】入梅▽市民文化のつど
曜、
水曜、
リフレスおおむた）▽
こころリフレッシュ相談
（２０日、 い創作太鼓と郷土芸能の 祭 典
保健所）▽司法書士相談（２０日、 （文化会館）▽弥栄コンサート
市民相談室）▽市中学校陸上競
２０１７（同）▽日曜ふれあい映画
技大会（記念グラウンド）
会（勝立地区館）▽剣道級位審
【７日】ニート・ひきこもり相
査会（第２市民体育館）
談（水曜、労働福祉会館）▽も
【１２日】交通事故相談（市民相
の忘れなんでも相談室（水曜、
談室）▽子育てふれあい広場じ

野原八幡宮御田植祭

荒 尾
【１日】女性福祉相談
（月曜、
水
曜、木曜、金曜、子育て支援課）
▽行政相談、無料法律相談
（１５
日、市役所総合案内）▽特設人
権相談所
（市役所会議室）
【２日】消費生活相談（月曜、
火曜、水曜、金曜、消費生活セ
ンター）▽ぴよぴよおはなし会
（中央公民館ロビー）
【３日】まつぼっくりのおはな
し会
（中央公民館ロビー）
▽市長
杯小学生サッカー大会
（４日、
サ
ッカー場など）▽第９回助丸区
花菖蒲祭
（助丸区花菖蒲園広場）
【４日】
ふれあい朝市
（１１、１８、
２５日、シティモール駐車場）▽
愛の献血（文化センター、９日
＝有働病院、荒尾中央病院）▽
第１４回市健康福祉まつり（文化
センター）▽市長杯軟式野球大
会（〜１８日、野球場）
【８日】
無料認知症相談
（２２日、
地域包括支援センター）
【１０日】ぐりとぐらのおはなし
会（中央公民館ロビー）▽市民
体育祭小学生サッカー大会（サ
ッカー場など）▽青年会議所旗

１０日

大牟田 荒尾

Ｗｉｎｇ２１定期演奏会

柳 川
【１日】柳川・みやま消費生活
センター（月曜〜金曜、市役所
大和庁舎）▽心配ごと相談（木
曜、水の郷）▽こころの健康相
談（８、１５日、南筑後保健福祉
環境事務所）
【４日】市青少年育成市民会議
意見発表会（三橋生涯学習セン
ター）
【６日】人権何でも相談（市役
所三橋庁舎、２７日＝水の郷）
【８日】女性相談（法務局柳川
支局）▽年金相談（２２日、柳川
商工会館）
【９日】補聴器の無料相談（市
役所柳川庁舎）▽市民ペタンク
大会（市民三橋グラウンド）
【１０日】身体障害者相談会（水
の郷）▽ジ
ジュニアコーラスＷｉ
ｎｇ２１定期演奏会（市民会館）
【１３日】無料法律相談（法務局
柳川支局）▽宅地建物の無料相
談（市役所柳川庁舎）
【１４日】法律相談（市民会館、
２１日＝市役所大和庁舎、２８日＝
三橋生涯学習センター）
【１５日】交通事故相談（県柳川
総合庁舎）
【１８日】アフターヌーン・ジャ
ズライブ（水の郷）
【２１日】行政相談（市役所柳川
庁舎）
【２５日】健康・文化ウオーキン
グ
（からたち文人の足湯前集合）

南関

柳川

大川

みやま

ゃじゃり子み〜け（１９、２６日、
三池地区館）
【１３日】ママのほっとスペース
（保健所）
【１４日】法律相談（２８日、市民
相談室）
【１６日】第３０回交通マナーアッ
プ生徒意見発表会（文化会館）
【１７日】高取みんなの広場（高
取小学校）▽第１４回７地区公民
館コーラスサークル交流会（文
化会館）▽まち歩き定時ツアー
（観光プラザ集合）
▽写真コンテ
スト・思い出のスナップ写真展
（〜７月２日、
石炭産業科学館）
【１８日】
「父の日」
▽大牟田ジュ
ニア合唱団第１８回定期演奏会
（文化会館）
【１９日】第６４回青々水彩画協会
公募展（〜２５日、文化会館）
【２０日】七夕コーナー（〜７月
７日、石炭産業科学館）
【２１日】夏至▽赤ちゃんとほっ
とタイム（えるる）
【２３日】無料調停相談会（中央

５日

潮干狩り体験学習

長 洲
【１日】特設人権相談所（町中
央公民館）
【２日】家計管理相談（１６日、
町役場相談室）
【４日】町民ペタンク大会（総
合スポーツセンター）
【５日】放課後子ども教室「き
んぎょクラブ」開校式（長洲小
ソ フ ト ボ ー ル 大 会（〜７月３
日、ソフト球場）▽荒尾協会親
睦友遊会ゲートボール大会（ゲ
ートボール場）
【１１日】みんなでスポーツ・ペ
タンク大会（運動公園多目的広
場）▽初心者ダブルステニス大
会（庭球場）▽ふれあいエポッ
ク・荒尾まつり（１２日、働く女
性の家、中央公民館）
【１３日】育児相談（保健センタ
ー）
【１４日】心配ごと相談（総合福
祉センター）
【１６日】乳幼児のためのおはな
し会（みどり蒼生館）
【１７日】認知症の人と家族のた
め の つ ど い（長 洲 町 中 央 公 民

２５日

館）
▽市陸上競技選手権大会
（陸
上競技場など）▽市ミニバスケ
ットボール夏季大会（市民体育
館）
【１８日】城北地区高校演劇祭２０
１７（文化センター）▽よかとこ
荒尾バドミントン大会（市民体
育館など）
【２４日】ゆりかもめのおはなし
会（中央公民館ロビー）▽荒尾
近県愛好者ゲートボール 大 会
（ゲートボール場）▽玉名荒尾
中学校総合体育大会（野球場）
【２５日】市民体育祭少林寺拳法
大会（体育センター）▽野
野原八
幡宮御田植祭
（野原八幡宮境内）
【２７日】年金相談（市役所会議
室）

学校）▽潮
潮干狩り体験学習（長
洲海岸） ▽集団健診〈特定健診
・がん検診〉
（〜１４日、
町中央公
民館）
【６日】生活とこころの無料相
談会（すこやか館）
【７日】放課後子ども教室「け
やきっずクラブ」開校式（六栄
小学校）

昇開橋スタンプラリー

大 川
【２日】無料法律相談（１６日、
市民相談室）
▽消費生活相談
（火
曜、金曜、ワークピア大川）
【４日】全市一斉美化運動（市
内一円）
【５日】心配ごと相談（月曜、
社会福祉協議会）▽プリマヴェ
ーラの「おひざでだっこのお話
し会」
（子育て支援センター）
【６日】親子遊び教室「ミュー
ジック・ケア」
（子育て支援セン
ター）
【７日】補聴器相談（水曜、市
役所会議室）▽ふれあいなんで
も相談ひろば（子育て支援セン
ター）
【８日】年金出張相談（２２日、
大川商工会議所）
【１０日】おはなし会（２４日、市
立 図 書 館）▽パ ソ コ ン 寺 子 屋
（２４日、ふれあいの家）▽歌声
ひろば（古賀政男記念館）
【１１日】
囲碁・将棋のつどい
（木
室コミュニティセンター）
【１３日】消費生活・多重債務無
料弁護士相談（２７日、ワークピ
ア大川）
【１４日】身体障害者相談（市役
所会議室）▽献血会（大川看護
福祉専門学校、１５日＝ワークピ
ア大川）
【１８日】青獅子旗争奪学童軟式
野 球 大 会（筑 後 川 総 合 運 動 公
園）▽スーパー小学生 東亜樹

コンサート（古賀政男記念館）
瀬高ふれあいセンター、６日＝
▽大川校区親善囲碁大会（大川
げんきかん）▽献血（げんきか
コミュニティセンター）
ん、６日＝あたご苑）
【２０日】若者サポートステーシ
【６日】あけぼの学園ふれあい
療育相談（火曜、瀬高ふれあい
ョン（ワークピア大川）
センター）
【２１日】子育て女性の無料就業
【７日】市中学校陸上競技大会
相談（ワークピア大川）▽青少
▽
年 育 成 市 民 会 議 総 会・講 演 会 （大牟田市・記念グラウンド）
心配ごと・行政相談（２１日＝ま
（文化センター）
【２２日】プリマヴェーラの「お
いピア高田、１２日＝瀬高ふれあ
はなしなあに」
（子育て支援セ
いセンター、
２０日＝げんきかん）
ンター）
【９日】山
山川ほたる火まつり
【２５日】
ふれあいコンサート
（古
（１０日、かも川公園）
賀政男記念館）▽昇
昇開橋スタン
プラリー・えつ祭り（大川テラ
ッツァ、
筑後川昇開橋展望公園）
【２８日】人権何でも相談（文化
センター）
▽行政相談（同）▽ピ
ヨピヨおはなし会
（市立図書館）

９、１０日

ほたる火まつり

みやま
【１日】つどいの広場（月曜、
水曜、
金曜＝瀬高公民館、
火曜、
木曜、土曜＝あたご苑）▽人権
何でも相談
（山川市民センター）
【２日】
いきいきライフ教室
（火
曜、金曜、げんきかん）
【３日】
赤ちゃんおはなし会
（市
立図書館）▽おはなし会（１０、
１７日＝市立図書館、３日＝まい
ピア高田、２４日＝山川市民セン
ター）▽みやま・清水山コース
スイーツオルレ（八楽会教団〜
道の駅みやま）
【５日】心配ごと相談（２６日＝

【１１日】ボーシーズミニライブ
（市立図書館）
【１５日】高田Ｂ＆Ｇプールオー
プン
（高田Ｂ＆Ｇ海洋センター）
【１７日】歴史講演会（市立図書
館）
【１８日】みやま軽トラ市（サン
リブ瀬高店駐車場）
【２１日】認知症・高齢者相談会
（市地域包括支援センター）

１０日

サンコアマルシェ

筑 後
【１日】消費生活相談（月曜、

筑後

保存版

大木

地区館）
【２４日】えいが・タイム（エコ
サンクセンター）▽生活再生相
談会（中央地区館）▽児童福祉
施設地域交流交歓大会（市民体
育館）
【２５日】市民文化のつどい大牟
田能楽会
「素謡・囃子の会」
（文
化会館）▽ぴあの１日マラソン
（同）▽第２４回市卓球選手権大

会（市民体育館）▽市学年別少
年剣道大会・練成会（第２市民
体育館）
【２８日】心の健康相談〜思春期
・酒害相談含む〜、赤ちゃん広
場、ブックデビュー（保健所）
▽市老人クラブ体育大会（市民
体育館）
【２９日】３ライオンズクラブ献
血会
（ゆめタウン大牟田駐車場）

【８日】荒尾玉名第４０回人権同
和教育研究集会（玉名市総合体
育館）▽夜間納税相談窓口（２２
日、町役場税務課）
【９日】放課後子ども教室「む
くの木クラブ」開校式（腹赤小
学校）
【１１日】クリーンパークファイ
ブミニフェスタ（第１リサイク
ル工房など）▽Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター体育館リニューアルオープ
ン（総合スポーツセンター）▽
町子ども会連合会球技大会
（同）▽産業体験ツアー（金魚
の館）
【１２日】放課後子ども教室「ぽ
かぽかクラブ」開校式（清里小
学校）
【２１日】定例行政相談（町中央
公民館）
【２３日】
蔵書点検のため休館
（〜
３０日、町図書館）
【２５日】軽トラ市（金魚と鯉の
郷広場）▽ものづくり教室（金
魚の館）

【６日】補聴器相談（火曜、町
役場）▽子育て相談（保健セン
ター）
【７日】心の健康相談（保健セ
ンター）
【８日】
心配ごと・行政相談
（社
会福祉協議会）▽健康づくりセ
ミナー（うから館）
【１１日】定例おはなし会（町立
図書館）
【１２日】ストレス相談（保健セ
ンター）
【１４日】高齢者の健康相談（２８
日、保健センター）
【２２日】心配ごと相談（社会福
祉協議会）▽男性料理教室（う
から館）
【２５日】ま
まるごと田舎体験・田
植え（上長田・ふるさとセンタ
ー）

２５日

まるごと田舎体験

南 関
【４日】セキアヒルズトレイル
駅伝（セキアヒルズ）
火曜、木曜、金曜、市民相談室）
▽労働相談（火曜、木曜、市民
相談室）
▽心配ごと相談
（木曜、
総合福祉センター）▽家庭児童
相談（月曜〜金曜、家庭児童相
談室）▽障害に関する相談（月
曜〜金曜、社協介護ステーショ
ン）▽在宅介護相談（月曜〜金
曜、芳樹園、社協など）▽福岡
ソフトバンクホークス２軍公式
戦（６〜８日、１７、１８日、２０〜
２３日、タマスタ筑後）
【３日】第３３回 絣 の 里 巡 り in
筑後（４日、市北西部地域）
【４日】米村でんじろう おも
しろサイエンスショー（サザン
クス筑後）▽水防訓練（矢部川
浄化センター）
【７日】あいさつ運動（下妻小
学校、
松原小学校、
古川小学校）
▽住民検診
（１５、１８、２７日、保健
センター）▽にこにこウオーキ
ング教室（１４、２１、２８日、窓ヶ
原公園）
【８日】
こころ・ほっと相談
（保
健センター）
【１０日】クリーン作戦（水洗小
学校区）▽サ
サンコアマルシェ４
（サンコア）

【２７日】赤ちゃん教室（保健セ
ンター）
（１８日、タマスタ筑後）
【２０日】弁護士による無料法律
相談（市民相談室）
【２１日】おっぱい教室（保健セ
ンター）
【２６日】乳幼児教室（保健セン
ター）

１０、１１日

スイートコーン祭り

大 木
【２日】ふれあいウオーキング
教室（町健康福祉センター玄関
前集合）
【３日】本と雑誌のくるくる市
（４日、
こっぽーっとガーデン）
【４日】こっぽーっとおはなし
の森（日曜、町図書・情報セン
ター）
【６日】困りごと相談（町子育
て交流センター）
【７日】行政相談（町健康福祉
センター）
【８日】おおぞらセミナー公開
講座（こっぽーっとホール）
【１０日】ス イ ー ト コ ー ン 祭 り
（１１日、くるるん夢市場）
【１１日】窓口開庁日（２５日、町
役場）▽集団健診（１３日、町健
康福祉センター）
【１３日】心配ごと法律相談（町
健康福祉センター）▽町ボラン
ティア養成講座（総合体育館研
修室）
【１４日】精神保健福祉相談・心
の 相 談（町 子 育 て 交 流 セ ン タ
ー）
【１７日】フラワーアレンジメン
ト教室（道の駅おおき）
【１１日】日曜開庁（市民課・税
【１８日】みやまんでんき説明・
務課、２５日＝市民課・税務課・
かんきょう課）
相談会（こっぽーっとホール）
【１３日】もうすぐパパママ教室
▽おりがみで遊ぼう（町図書・
情報センター）
（保健センター）
【２１日】健康教室「熱中症対策
【１４日】療育相談（おひさまハ
ウス）
について」
（アクアス）
【１５日】行政相談
（市民相談室） 【２２日】障害者就労相談（イオ
【１６日】レ デ ィ ー ス 法 律 相 談
ン大木内「ｗｅｗｅ」
）
（市役所会議室）▽普通救命講
主催者や関係団体、天候の
習会（１７、１９、２０日、消防本部
関係で変更になることが あ
会議室）
ります。
【１７日】恋 の く に 筑 後 市 デ ー

