
 市健康課（ 22-8571）

　近年スマートフォン（以下スマホ）やタブレットといった

電子メディア機器が爆発的に普及し、子育てにも利用

されています。電子メディアはとても便利な道具です。

しかし、乳幼児期からの電子メディアとの早期接触や、

児童・生徒の長時間使用といった問題も明らかとなっ

ています。電子メディア漬けの問題点として以下が挙

げられます。

愛着形成の問題

　乳幼児期は、心の発達の基盤となる愛着を形成する

重要な時期です。愛着形成を促すためには、言葉を話

せない赤ちゃん、気持ちを上手に言葉にできない幼児

に対して、周囲の大人が子どもからのサインを上手に

キャッチして応えてあげることが必要です。

　授乳中に、乳児と目を合わせることなくスマホ画面を

見つめて過ごす、また子どもが話しかけてもスマホに夢

中で気づけない……。こうした大人の行動は愛着形成

だけでなく、言葉やコミュニケーションに必要な共感性

の発達にも影響を及ぼす可能性があります。泣いてい

る赤ちゃんやぐずる子どもにスマホを渡すと大人しくな

ることがあります。しかし、それはその場しのぎにしかな

りません。電子メディアは依存性も高いため、泣いたら

スマホ（タブレット、ゲーム）を繰り返すことで癇
かんしゃく

癪につ

ながることもあります。

　テレビやスマホなどのメ

ディアに頼らず、優しい声

掛けや体を使った遊び、絵

本の読み聞かせなどで子

どもたちとコミュニケーショ

ンをしっかり取り、愛着形

成を築いて共感性を高め

ていくことが大切です。

視力への影響

　生まれたばかりの赤ちゃんの視力は 0.01 程度とい

われています。3 ～ 6 カ月ごろに急速に発達し、小学

校に入学するころには大人と同じくらいの視力になり

ます。視力の一番発達する重要な時期にスマホやタブ

レット、携帯ゲーム機などの小さな平面の画面を見る時

間が長いと、両目が均等に発達せず、利き目しか使え

なくなります。また、遠くや奥行、動体視力などの視力の

発達を妨げることになります。

ブルーライトによる

体内時計の乱れ

　スマホなどから発するブ

ルーライトは、体内リズム

に影響を及ぼすことが分

かっています。朝や日中はしっかりと光を浴びることが

大切ですが、夜はブルーライトなどの光は避けることが

必要です。夜にブルーライトを浴びると、脳がまだ昼間

だと勘違いして睡眠を促すメラトニンが分泌されなくな

り、体内時計の乱れの原因になります。

子どもの事故の原因

　乳幼児の死亡原因の上位は不慮の事故です。特に 2

歳以下は家庭内の事故によるものです。スマホ使用中

は視野が狭くなり、時間があっという間にたってしまい

ます。目を離した隙に「ソファから落ちた」「やけどした」

などのさまざまな事故が起きる可能性があります。

　情報が溢れるメディア社会となった今、子どもたちの

生活も大きく変化しています。大人がメディアとどのよ

うに向き合い、コントロールしていくかが重要です。「授

乳中、食事中のテレビ、DVD の視聴は控える」「メディ

アは 1 日 2 時間までにする」「子ども部屋にはテレビや

PC、ゲーム機を置かない」などメディアに関するルール

を家族で考えてみましょう。

　　STOP! 電子メディア漬け～電子メディアとのつきあい方～

お元気ですか？

保健師保健師ですです

情報満載！

お知らせ広場
■新型コロナウイルスの感染状況により、掲載内容は変更・中止もありえますので、必ず事前に

ご確認ください。費用や申込の記載がないものは無料・申込不要で、相談は秘密厳守です。

　　　相談コーナー 5 月 1 日～ 31 日　　　　・各相談とも無料　　　　・ …予約制

日時／場所 問い合わせ

行政相談
18日（水）13 時～15 時／ピーポート甘木 市人事秘書課（ 22-1117）

11日（水）13 時～15 時／杷木老人福祉センター 市社協杷木支所（ 63-3543）

心配ごと相談

10日・24日（火）13 時～15 時／ピーポート甘木 市社協（ 22-7834）

17日（火）13 時～15 時／朝倉老人福祉センター 市社協朝倉支所（ 52-0154）

11日・25日（水）13 時～15 時／杷木老人福祉センター 市社協杷木支所（ 63-3543）

法律相談 9日・23日（月）13 時～15 時／ピーポート甘木 市社協（ 22-7834）

甘木・朝倉広域圏

法律相談 

甘木・朝倉広域市町村圏事務組合または市人事秘書課で紹介カードの発行を受け、下記のいずれかに予約

日野総合法律事務所（ 21-2624）、松本・永野法律事務所（ 23-9090）、奔流法律事務所（ 23-9933）

司法書士相談 12日（木）13 時～15 時／ピーポート甘木 市社協（ 22-7834）

人権相談

11日（水）9 時～16 時／福岡法務局朝倉支局 同局（ 22-2455）

17日（火）13 時～15 時／朝倉老人福祉センター 市社協朝倉支所（ 52-0154）

25日（水）13 時～15 時／杷木老人福祉センター 市社協杷木支所（ 63-3543）

消費生活相談 平日10 時～16 時／市消費生活センター 同センター（ 52-1128）

家庭児童・母子相談
平日8 時 30 分～17 時 15 分／市子ども未来課（本庁）

※各支所へ事前予約すれば支所でも相談できます
同課（ 22-1112）

農地相談 16日（金）13 時～15 時／朝倉支所 市農業委員会事務局（ 52-1896）

障がい者無料相談 

19日（木）13 時 30 分～16 時／ピーポート甘木

市福祉事務所（ 28-7551）17日（火）13 時 30 分～16 時／朝倉老人福祉センター

18日（水）13 時 30 分～16 時／市役所杷木支所

エイズ、Ｂ型肝炎など

の相談・検査 

毎週月曜日9 時 30 分～10 時 30 分

／北筑後保健福祉環境事務所
同事務所（ 22-4190）

こころの健康相談 毎週火曜日（祝日を除く）13時～15時／北筑後保健福祉環境事務所 同事務所（ 22-3965）

総合栄養相談 25日（水）13 時～15 時／北筑後保健福祉環境事務所 同事務所（ 22-3964）

年金相談 11日・25日（水）10 時～15 時／朝倉商工会議所 南福岡年金事務所（ 092-552-6112）

若者自立・就業相談 6日（金）10 時～17 時／ハローワーク朝倉 筑後若者サポステ（ 0942-30-0087）

教育相談 平日9 時～16 時 30 分／市教育支援センター 同センター（ 22-3399）

DV・就業等相談 平日9 時～16 時／男女共同参画センターあすみん 同センター（ 62-3375）

あさくら女性ホットライン（ 092-513-7337）、平日10 時～17 時

妊婦 赤ちゃん・子育て 思春期 SOS 電話相談（ 092-642-0110）、年末年始以外毎日9 時～17 時 30 分

養育費電話相談（ 092-584-3931）、平日9 時～16 時

電
話

　　　診療のお知らせ 5 月 1 日～ 31 日

【お詫びと訂正】3 月１5 日号折込の「令和 4 年度親子

健康カレンダー【保存版】」の MR ワクチン接種の対象年

齢に一部誤りがありました。正しくは次のとおりです。お

詫びして訂正いたします。

【正】平成 28 年 4 月 2 日～平成 29 年 4 月 1 日生

【誤】平成 27 年 4 月 2 日～平成 28 年 4 月 1 日生

休日当番医／歯科休日急患診療　　　　　　・ …外科系　・ …内科系

1日（日）
医 古賀内科・呼吸器内科クリニック　 宮野 52-3011

歯 石井歯科医院 甘木 22-3097

3日（火・祝）
医 星野医院　 持丸 21-0132

歯 きたじま歯科クリニック 杷木久喜宮 62-3500

4日（水・祝）
医 香月病院　  下浦 22-6121

歯 しのざき歯科クリニック 比良松 52-0067

5日（木・祝）
医 実藤医院　 一木 22-5555

歯 むらおか歯科医院 一木 24-8861

8日（日）
医 朝倉健生病院　 甘木 22-5511

歯 今井歯科医院 甘木 23-1288

15日（日）
医 くまもと内科医院　 三奈木 22-3101

歯 うすき歯科医院 一木 24-3691

22日（日）
医 田辺医院　 杷木池田 62-0061

歯 うすき歯科クリニック 堤 21-5252

29日（日）
医 中村クリニック　 筑前町 42-1801

歯 きたじま歯科クリニック 杷木久喜宮 62-3500

※当番医の診療時間は 9 時～ 17 時。歯科の診療時間は 9 時～ 15 時。

※変更の場合もあります。昼休みなど電話で確認して来院してください。

休日当番薬局

▶ 朝倉薬剤師会ホームページへ。

休日夜間急患センター[ 朝倉医師会病院

内（来春）]（ 23-0077）

平日 20 時～翌 7 時

土曜日 12 時 30 分～翌 9 時

日・祝・

年末年始
9 時～翌 7 時

平日
19 時 30 分～

23 時 30 分

土曜日 17 時～23 時 30 分

日・祝・

年末年始
9時～23時 30 分

小児科救急医療相談（聖マリア病院内）

（ 0942-37-6116）

※19 時～翌 7 時の開設

内
科
・外
科

小
児
科
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　　　朝倉市ひとの動き

令和 4 年 3 月 31 日現在

人　口 51,133

前月比 -142

前年同月比 -758

男　性 24,163

女　性 26,970

世帯数 21,634

前月比 +67

前年同月比 +27

　　　5 月の納税

　　　・軽自動車税

農地の貸し手、借り手を募集

　農地中間管理機構を通じて、農地の

貸借を行いませんか。

　農地中間管理機構は、農地の集積・集

約化を進め、農地の中間的受け皿となる

組織です。同機構は、公的機関ですので、

農地の貸し手は、確実に賃料が振り込

まれ、借り手は、複数の所有者の契約を

一本化できるメリットがあります。

■募集期間

《農地の貸し手》随時

《農地の借り手》5 月 31 日（火）まで

※機構を通じた農地の権利設定（貸

し手から機構、機構から借り手）は 11

月 1 日付

 市農業振興課（ 52-1427）

「福岡県盲ろう者通訳・介助員
養成研修会」受講者募集

■対象

・7 回以上の受講が可能で終了後、通

訳介助員として福岡県盲ろう者通訳・介

助員派遣事業に登録し活動ができる人

・福岡県身体障害者福祉協会が受講

対象として認め、手話、点訳、朗読及び

ガイドヘルパー等に従事している人

■期日…6 月～ 9 月（計 9 回）

■時間…10 時～ 16 時

■場所…福岡県総合福祉センター ク

ローバープラザ（春日市原町 3-1-7）

 福岡県身体障害者福祉協会（

092-584-6067）

第 15 回福岡県景観大会

　福岡県の美しい景観やまちづくりに

ついて、一緒に考えてみませんか。

■内容…表彰、まちづくり活動発表、

花の苗植え体験、風景画コーナーなど

■日時…5 月28日（土）10 時～16時

■場所…アクロス福岡・天神中央公

園（福岡市中央区天神）

 福 岡 県 都 市 計 画 課（ 092-

643-3712）

刈草を差し上げます 

  堤防の機能保全のために伐採し、

梱包した草を希望者にお渡しします。

■配布期間

① 5 月下旬～ 6 月中旬

② 9 月下旬～ 10 月下旬

■対象…営利目的でない人

  筑後川河川事務所 吉井出張

所（ 0943-75-2300）

無料法律相談会

　事前予約制。収入などが一定以下で

あることなどの利用条件があります。

■日時…5 月10日（火）13時～16時

■場所…福岡法務局朝倉支局

※ 1 回 30 分、先着 6 人

  法 テ ラ ス 福 岡（ 050-

3383-5502）（平日 9 時～ 17 時）

休日無料公証相談

　公正証書による遺言、各種契約など

ご相談ください（要予約）。

■日時…5 月 21日（土）9 時～ 17 時

■場所…筑紫公証役場（太宰府市都

府楼南 5-5-13）

※平日でも無料で相談できます。

  同役場（ 092-925-9755）

◀議事録、資料は市
ホームページに掲載

◀ 同 事 務 所
ホームページ

広報

あさくら 復興 復興 
●朝倉市役所（代表） 22-1111　  22-1118

ニ ュ　 スニ ュ　 ス No.78No.78

　3 月 23 日、復興推進委員会を開催し、市から災害復旧事業の進

捗状況や生活再建状況、復興実施計画の更新と今後の復興に向け

た取り組みについて報告しました。

　今後も地域や関係機関と連携して、復旧・復興を進めていきます。

 市復興推進室（ 28-7136）

第 6 回朝倉市復興推進委員会を開催第 6 回朝倉市復興推進委員会を開催
さらなる復旧・復興の推進を

今月の手話
＼ 新コーナー ／

 市福祉事務所
（ 28-7551 22-5199）

　手話の普及と理解を深めてもらうため、毎月手話を紹介します。手話は組み合

わせると、もうひとつの意味を作り出すものがあります。ぜひやってみてください。

「よろしくお願いします」（「よい」＋「お願いします」）

❶手を握り鼻の前に置い
て、少し前に出します（「よい」
という手話）。

❷前に出した手を開きます。 ❸その手を前に出しながら
下げます（❷→❸で「お願い
します」という手話）。

[ 手話：聴覚障がい者福祉協会　木林さん ]

⇒

子育て女性の無料就業相談会

　就業相談・各種情報提供から、求人

企業の開拓・就職あっせんまで、一貫し

た就職支援を定期的に行っています。

 事前予約制（相談日の 2 日前の午

前中まで）。

■日時…5 月 26 日（木）13 時 30

分～ 15 時 30 分

■場所…ピーポート甘木 第 1 学習室

  子育て女性就職支援センター

筑後（ 0942-38-7579）

労働相談

　賃金未払い、解雇、パワハラ・セクハ

ラなどさまざまな労働問題についてご

相談ください。労使間での解決が困難

な場合は、仲介に入り紛争解決を行う

あっせんも行っています。相談は来所

面談、電話、メールでも受け付けます。

■日時…平日 8 時 30 分～ 17 時

15 分（祝休日、年末年始を除く）

■場所…福岡県筑後労働者支援事

務所（久留米市合川町 1642-1）

 同事務所（ 0942-30-1034

chikugo-rso@pref.fukuoka.lg.jp）

お知らせ募集します

朝倉市・筑前町合同

　　　　　空き家バンク相談会

　朝倉市と筑前町、司法書士、宅地建物取引士など空き家の活用等に詳し

い各専門家が、空き家や住まいの終活に関する相談に応じます。

※事前予約が必要（先着順）、1 組 30 分程度。

■日時…5 月 21 日（土）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

■場所…ピーポート甘木 第 1 学習室

■対象…朝倉市・筑前町に空き家・持ち家（空き家予備軍）を持っている人

■申込期限…5 月 19 日（木）17 時

■持ってくるもの…固定資産税納税通知書（コピー可）、はんこ

  《朝倉市に空き家を持っている人》市ふるさと課（ 28-7603）

 《筑前町に空き家を持っている人》筑前町都市計画課（ 42-6642）

悩み、まずは相談してみませんか？
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お知らせ広場
■新型コロナウイルスの感染状況により、掲載内容は変更・中止もありえますので、必ず事前にご確認ください。

■費用や申込の記載がないものは無料・申込不要で、相談は秘密厳守です。
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博多座市民半額観劇会

【「貴人たちの晩
ば ん さ ん

餐会」（出演 片岡愛之

助、戸次重幸 ほか）】

■日時…① 7 月 9 日（土）12 時～ 

② 7 月 9 日（土）17 時～　

③ 7 月 10 日（日）12 時～

■定員…各回 30 人 [ 応募多数の

場合は抽選。5 月 16 日（月）ごろ当

選はがきを発送 ]

■チケット料金…A 席 5750 円（別

途、取扱手数料、振替手数料が必要）

■申込期限…5月10日（火）（消印有効）

■場所…博多座（福岡市博多区）

■申込方法…はがき

※希望公演日時（1 通 1 公演のみ）・

参加人数（2 人まで）・郵便番号・住所・

氏名・年齢・電話番号を記入

■申込先…〒 810-8799 日本郵便

（株）福岡中央郵便局留「市民半額会」

 （公社）日本演劇興行協会市民半

額会事務局（ 092-751-8258）

400ml 献血にご協力ください

　400ml 献血ができるのは、男性17歳

～69 歳、女性18 歳～69 歳で、体重

50kg 以上の人です。ただし、65歳以上

の人は、60 歳～64 歳の間に献血経験

がある人が対象です。献血当日は、食事・

睡眠を十分取って参加してください。

■日時…5 月24日（火）10 時～12 時

30 分、13 時 30 分～15 時 30 分

■場所…JA 筑前あさくら秋月支店

※新型コロナワクチンを接種

した場合、ファイザー製・モデル

ナ製は、接種後48時間経過

していれば献血はできます。

 市福祉事務所（ 28-7551）

運転免許証を自主返納する
70 歳以上の人を支援します

　朝倉警察署交通課で運転免許証を返

納後、市に申請すると支援を受けられます。

※運転免許証の返納は、本人申請の

み。手数料は無料。詳しくは、朝倉警察

署交通課（ 22-0110）へ。

■対象…次のすべてに該当する人

・市に住民票がある

・有効期間がある運転免許証（すべて

の種類）を自主返納した

・運転免許証返納時に満70歳以上で、

返納してから 6 カ月以内

■支援内容

次のいずれかを選

ぶことができます。

①市コミュニティバ

スなどの回数券

②西鉄バス IC 乗車カード

※1 万円相当。1 人 1回限り。

■申請窓口

・市市民課（本庁1階）

・朝倉・杷木支所市民窓口係（1階）

■必要なもの…運転免許証の取消通

知書、取消となった運転免許証（取消後、

警察から交付・返却）

※代理申請の場合、委任状と代理人の

本人確認できるものが必要。

 市防災交通課（ 28-7556）

お知らせ 後期高齢者医療被保険者の
健診・歯科健診

【健診】

　生活習慣病の予防や重症化を防ぐ

ため実施します。対象者へ 4 月下旬

に受診票を送付しています。詳しくは、

受診票をご覧ください。

■対象…後期高齢者の被保険者

■自己負担額…５００円

■受診方法

《集団健診》予約電話[ 0800-1707-

531（平日9時～17時）]で予約が必要

《個別健診》各医療機関で健診できる

か確認し、予約が必要

【歯科健診】

　口腔機能低下などの疾病を予防す

るため、実施します。対象者へ、5 月

下旬に受診票を送付します。詳しくは、

受診票をご覧ください。

■対象…令和 4 年度に76歳になる人

※ 77 歳以上でこれまでに歯科健診

を受診していない人も受診できます。

詳しくは、お問い合わせください。

■自己負担額…３００円

■受診方法

《個別健診》各医療機関で健診でき

るか確認し、予約が必要

 福岡県後期高齢者医療広域連合お

問い合わせセンター（ 092-651-3111）

洪水時対応訓練のため
サイレンを鳴らします

　寺内ダム、江川ダム、小石原川ダム

で、洪水時の対応訓練を行います。

　当日は、小石原川・佐田川沿いに設

置している警報局のサイレンを鳴らし

ます。実際の放流によるサイレンでは

ありませんので、ご注意ください。

■日時…5 月 10 日（火）9 時～ 16

時ごろ

※大雨の場合は中止することがあり

ます。

 水資源機構 筑後川上流総合管

理所管理課（ 25-0113）

甲種防火管理新規講習会

■日時…6 月 9 日（木）・10 日（金）

9 時 30 分～ 17 時

■場所…甘木・朝倉消防本部 講習会場

■定員…30 人（先着順）

■申込書配布・申込場所

甘木・朝倉消防本部管内の消防署、

分署、出張所

※消防本部ホームページからもダウ

ンロードできます。

■申込開始…5 月10日（火）9時

  同本部予防課（ 23-2752）

第 1 回みんなの人権セミナー

「地域で日本人と在日コリアンが

共に生きるということ」

■講師…鄭
ちょん

琪
ぎ ま ん

満さん（ウリ・サフェ～「在日」

の人権と生活を共に創造する会～会長）

■テーマ…「外国人の人権」

■日時…5 月 28 日（土）14 時～

■場所…朝倉地域生涯学習センター

2 階会議室 1

 市人権・同和対策課（ 28-7861 

jinken-kyoiku@city.asakura.lg.jp）

甘木歴史資料館歴史講座

　「あさくらと卑弥呼の時代」をテーマ

に、考古資料を中心とした連続講座

です。

■期日

《第1回「あさくらと卑弥呼の時代Ⅰ」》

5 月 22 日（日）

《第２回「あさくらと卑弥呼の時代Ⅱ」》

6 月 19 日（日）

■時間…13 時 30 分～ 15 時

■場所…ピーポート甘木　第 4・5 学

習室

■定員…40 人

■申込方法…はがき（住所、氏名、電

話番号を明記）、来館

■申込期限…5 月 12 日（木）（必着）

  甘 木 歴 史 資 料 館（ 22-

7515、甘木 216-2）

講演・講座

会議の形を変えよう！
「オンライン会議（ZOOM）
入門講座」

　ZOOM でのオンライン会議の利用

方法について学びます。

■日時…6 月11日（土）13時 30 分～

■場所…ピーポート甘木　第 3 学習室

■対象…市内で活動している団体の

リーダーなどで、オンライン会議に興味

があり、スマートフォン、タブレット、ノート

PC を使用し持参できる人

■定員…20 人（先着順）

■講師…髙山しづみさん［㈲アムリタ

代表］

■受講料…400円程度（資料コピー代）

■申込期間

5 月 10 日（火）～ 31 日（火）17 時

■申込方法

来所、電話、FAX、メール、はがき

※講座名・住所・氏名・団体名・連絡

先（携帯番号）を明記

  男女共同参画センターあすみ

ん（ 28-7595 63-3178

danjo@city.asakura.lg.jp、

杷木池田 483-1、日・祝休日休み）

　　　春の野鳥観察会　

　園内では、メジロ・ヒバリ・カワセミな

ど約 20 種の野鳥が観察できます。

■日時…5 月 8 日（日）8 時 30 分

～ 11 時

■対象…小学生以上（1 ～ 3 年生

は保護者同伴）

※雨天時は野鳥観察講座へ変更

■定員…20 人（先着順・要予約）

■申込開始…5 月 1 日（日）

■持ってくるもの…双眼鏡

※公園でも用意します。

平塚川添遺跡公園イベント

  平塚川添遺跡公園（ 21-7966、

9 時 30 分～ 16 時 30 分開園、月曜休園）

開園 21 周年記念イベント
中央集落で古代体験　　　　　
　
■日時

5 月 14 日（土）9 時 30 分～ 16 時

30 分（受付 15 時まで）

※小学生以下は保護者同伴

※雨天時は中止

■内容…勾
ま が た ま

玉作り、火起こし、弓矢

※当日に随時受付

■参加費…100 円（勾玉作りのみ）

＼全国「愛鳥期間」に合わせて／

　子どもが安心して過ごし、生きる力を育んでいくために、そし

て子どもや家族のSOSを見逃さないために、保護者や周囲の大

人はどのようなまなざしで見守り、関わったらいいのか学びます。

■日時…6月15日（水）19 時～20 時 30 分（予定）

■場所…ピーポート甘木 中ホール　

■対象…小中学校 PTA の会員、

子育てに関わる人（どなたでも）

■申込方法…電話、FAX、メール

※住所、氏名、電話番号を明記

  市文化・生涯学習課
（ 22-2348 22-2811

 bunka-syougaku@city.asakura.lg.jp）

子どもの明日を考える講演会

「子どもと家族の SOS に向き合う」

■講師…重永侑紀さん

【プロフィル】
1999年に「にじいろCAP」を設立

し、子どもが安心安全に成長する

ためのプログラムを確立する。年間

約700回の講演や、約1万人の子

どもたちにワークショップを実施。

▲今後の予
定は市ホー
ムページへ

25 24

情報満載！

お知らせ広場
■新型コロナウイルスの感染状況により、掲載内容は変更・中止もありえますので、必ず事前にご確認ください。

■費用や申込の記載がないものは無料・申込不要で、相談は秘密厳守です。

広報あさくら 2022.5（令和 4 年）広報あさくら 2022.5（令和 4 年）



『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』

川内有緒／著

■出版…集英社インターナショナル

■所蔵館…中央館・あさくら館

「白鳥さんと作品を見るとほんとに楽しいよ！」と言う友人の

言葉から始まった、アート巡りのノンフィクション。全盲の白

鳥さんと友人のとりとめのない会話は、おもしろく、今まで

見えていなかったものに気づき、ものの見方も変わるかも。

図書館司書が毎月おすすめの1冊を紹介します今月の 1 冊

■休館日

【中央・はき】 2日・9日・16日・23日（月）、

25 日（水）、30 日（月）

【あさくら】10 日・17 日・24 日（火）、26

日（木）、31 日（火）

■今月の上映会

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

中止します。

■感染予防のため

次のことにご協力ください！

・風邪の症状（のどの痛み、せき、発熱など）

がある場合、入館を控える

・長時間滞在しない

・手洗いや手指の消毒、マスク着用やせ

きエチケットの徹底

※図書館業務を縮小して、資料の貸出・

返却・登録のみのサービスとしたり、休館

となったりする場合があります。図書館

ホームページや電話で確認してご来館く

ださい。

@amagilib

図書館では、Twitter
でも情報を配信中。ぜ
ひフォローを。

▼

電子図書館サービスも
スタート。24 時間いつ
でもどこでも利用でき
て便利です。

▼

最新の情報は図書館ホーム
ページでもご確認ください。

▼

info

© 竹宮惠子

　　　おきあがりこぼし展示オープニングイベント
　復興支援の一環としてあさくら杉を使った「おきあがりこぼし」の展示を市内の

図書館 3 館で行います。そのオープニングイベントとして、おきあがりこぼしの絵

付け体験を行います。

■日時…5 月 22 日（日）14 時 30 分～　■場所…ピーポート甘木　第 7 学習室

■参加費…748 円（材料費）　　　■定員…２０人（先着順）

■申込開始…5 月 6 日（金）～

■申込方法…電話・来館

  中央図書館（ 22-3059）

　　かけがえのない人がいる、全ての方へ――

　 　名画上映会「いのちの停車場」

朝倉市自主文化事業

“いのち”に正面から向き合い、生きる力を照らし出す、心を揺さぶる感動の物語。

■日時…6月25日（土）

《昼の部》開場13 時 30 分～／上映開始14 時～

《夜の部》開場18 時～／上映開始18 時 30 分～

■場所…らくゆう館　文化ホール

■チケット料金…500 円（全席自由）　　■発売日…5月11日（水）

※未就学児入場不可。託児あり［6月3日（金）までに要予約・1人 500 円］

■販売場所…ピーポート甘木、朝倉地域生涯学習センター、らくゆう館 各事務所（8 時 30 分～22 時）

  市文化・生涯学習課（ 22-0001）

　　　図書館雑誌スポンサーを紹介

　雑誌スポンサーとは、事業者などが図書館雑誌の

購入代金を負担することで、その雑誌（新刊）のカバー

にスポンサーの事業広告を掲載できる制度です。

【朝倉市土木建設業協会】「きょうの料理」、「きょうの健康」

【株式会社村上開明堂九州】「月刊自家用車」

【甘木鉄道株式会社】「月刊ホークス」

【株式会社廣八堂】「オレンジページ」、「暮しの手帖」

【株式会社ＢＣＣ】「日経ＰＣ２１」

【株式会社九電工朝倉営業所】「クロワッサン」、「じゃらん九州」

【オガワ水管理工業株式会社】「婦人公論」、「趣味の園芸」

【筑前あさくら農業協同組合】「家の光」

【株式会社オークマ】「毎日が発見」

【社会福祉法人うら梅の郷福祉会】「月刊 MOE」

【公益社団法人甘木朝倉法人会】「ふくおか経済」、「こどものとも」

【朝倉医師会１区会】「＆プレミアム」、「クロワッサン」

【株式会社九州柴田フォージング】「オレンジページ」、「コドモエ」

【日迎建設株式会社】「モノ・マガジン」

【小嶋観光株式会社】「婦人公論」

　　秋月博物館・中央図書館・甘木歴史資料館  ３館合同企画展

「版画家 佐野至
い た る

展～未来へつなぐ、ふるさとの心～」

　朝倉市甘木出身の佐野至（1927-2010）は、ふるさと甘木・朝倉を題材にした木版画で

知られる版画家です。佐野作品は、朝倉市の公共施設物のデザインにも利用され、現在も

市内のさまざまな場所で見ることができ、広く市民に親しまれています。

　佐野至は、朝倉市郡の中学校で教師として働きながら、多くの木版画を制作しました。特

に好んで題材としたのは、郷土の人物や風景であり、作品に彫り描かれた情景からは、どこ

か懐かしい時代の趣が感じられます。

　本年は版画家 佐野至の十三回忌に当たる節目の年です。彼の作品に込められた郷土への

想いを後世へ伝えていくため、3 館合同企画展を開催します。郷土をこよなく愛した版画家 

佐野至。力強くも温かい魅力あふれる版画の数々を、この機会にぜひご鑑賞ください。

テーマ「ふるさとの風土と信仰」

　懐かしい朝倉の情景を描いた作品

や、晩年の佐野至が制作に力を入れ

た仏画を展示します。佐野至版画の

奥深さを感じる企画展です。

■休館日…毎週月曜日

※祝日の場合は翌平日

■開館時間… 9 時 30 分～ 16 時

30 分（入館は 16 時まで）　

■観覧料…一般 330 円、小・中学生

160 円 ほか

 秋月博物館（☎ 25-0405）

 秋月博物館

7 月 31日（日）まで

テーマ「郷土の暮らしと共に」

　佐野至作品の多くは今も私たち

の身近にあります。図書館所蔵の資

料や、意外にも知られていない作品

を紹介します。4 月 28 日（木）から

和
わ だ こ

凧のみ先行展示しています。

■休館日…毎週月曜日ほか

※ 6 月 13 日（月）～ 22 日（水）は

特別整理期間中のため、休館です。

■開館時間… 10 時～ 18 時　

■観覧料…無料

 中央図書館（☎ 22-3059）

 中央図書館

7 月 10 日（日）まで

テーマ「版画家 佐野至のあゆみ」

　50 代半ばから本格的に版画制作

に取り組んだ佐野至は、晩年に至る

まで数多くの作品を生み出しました。

さまざまな作品を通して、その生涯

をたどります。

■休館日…毎週月曜日

※祝日の場合は翌平日

■開館時間… 9 時 30 分～ 16 時

30 分（入館は 16 時まで）

■観覧料…無料

 甘木歴史資料館（☎ 22-7515）

 甘木歴史資料館

7月10日（日）まで

３館同時開催 5月21日（土）～

▲佐野至

▲『秋月 長屋門』 ▲『綾の鼓』 ▲『見立七駅七福神』

©2021「いのちの停車場」製作委員会
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■新型コロナウイルスの感染状況により、掲載内容は変更・中止もありえますので、

必ず事前にご確認ください。費用や申込の記載がないものは無料・申込不要です。

情報満載！

お知らせ広場
中央図書館（ 22-3059 22-8141）／あさくら図書館（ ・ 52-3434）／はき図書館（ ・ 63-3178）／開館時間は各館 10 時～ 18 時

図書館だよりだより

文化・学習の文化・学習のススメススメ
広報あさくら 2022.5（令和 4 年）広報あさくら 2022.5（令和 4 年）




