
１７日（水）妊産婦・乳幼児なんでも相談（予約不要） 

２０日（土）生活安全パトロール代表者会議（１９時３０分～） 

２１日（日）昭和池周辺・もみじ谷の環境整備（９時～） 

                   （予備日５月２８日） 

      両校区グラウンドゴルフ大会（中央公園） 

２３日（火）合同定例会（１９時３０分～） 

２４日（水）市民講座「小筆で美文字②」（１０時～１２時） 

２８日（日）ラジオ体操（中央公園 ６時３０分～） 

３１日（水）フリースペース「のいちご」 

『おもちゃのお話』（１０時３０分～１１時３０分） 

 

 
３日（土）市民講座（里っ子クラブ合同） 

「ホタル観察会」（１９時～２１時） 

     生活安全パトロール（１９時２０分集合） 

４日（日）昭和池周回道路環境整備（９時～） 

      朽網校区・東朽網校区合同（予備日６月１１日） 

７日（水）市民講座「小筆で美文字③」（１０時～１２時） 

１１日（日）ラジオ体操（中央公園 ６時３０分～） 

１３日（火）ふれあい会議（１０時～） 

１４日（水）特定健診（１３時３０分～１５時） 

１７日（土）朽網川河口の漂着海藻類、ゴミの撤去（１０時～） 

               （予備日６月２５日） 

      生活安全パトロール（１９時２０分集合） 

２１日（水）妊産婦・乳幼児なんでも相談（予約不要） 

      市民講座「さくらプロジェクト②」（１４時～１５時） 

２５日（日）ラジオ体操（中央公園 ６時３０分～） 

２８日（水）特定健診結果返し（１３時３０分～１５時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月２２日（土）昭和池展望駐車 

場で、安全祈願祭を行いました。 

関係者が出席して、昭和池周辺及 

び朽網川の環境保全活動において、 

事故や災害に遭わないよう祝詞・お 

祓いを受け、玉串を奉納しました。 

「水と緑の美化プロジェクト」より 

お知らせ 

 
●特定健診日時 

① ６月１４日(水) １３時３０分～１５時 

②１０月 1１日(水) １３時３０分～１５時 

●診断結果と健康教室 

①  ６月２８日(水) ②１０月２５日(水) 

●場 所：東朽網市民センター 

●対象者：北九州市国民健康保険に加入している 

４０～７４歳の方 

(特定健診受診券が送付されます) 

●料 金：無料 

●持参するもの：特定健診受診券と 

国民健康保険被保険者証 
事前に 電話予約が必要です（先着順） 

【集団検診予約センター】 

ＴＥＬ：０９３-９５３-６１６８ 

    ０５７０-７８３-０７７ 

東朽網市民センターだより 第２９９号 令和５年５月１５日発行 
 

♪ 茶摘み ♪ 

夏も近づく八十八夜 

野にも山にも若葉が茂る 

あれに見えるは 茶摘みじゃないか 

あかねだすきに すげの笠 

作詞：不詳  作曲：不詳 

 

北九州市立東朽網市民センター 

小倉南区大字朽網１２１５‐１ 

ＴＥＬ：４７５‐８８６１ 
ＦＡＸ：４７５‐８８６２ 

休館日：日曜日、祝休日  

ホームページアドレス 

http://www.ktqc01.net/mina/hksf/ 

発行責任者：中村 孝 

 

 

東朽網 里海の春夏秋冬 
希少な生き物の宝庫である朽網川河口の干潟を四季を通して

観察しています。カブトガニや干潟についての学習、カブトガ

ニの産卵観察会、海岸の清掃活動などをします。 

 

〖カブトガニ産卵観察会 事前学習〗 

 

〖カブトガニ産卵観察会と 
朽網川河口と海辺の清掃〗 

 

日  時：７月１日（土）１０時～１２時 
場  所：東朽網市民センター 多目的ホール 
講  師：日本カブトガニを守る会 
       福岡支部 支部長 髙橋俊吾 氏 
参 加 費：無料 
定  員：２５名 

 ※上履きをご持参下さい。 

 

日  時：７月８日（土）１２時～１３時３０分 
場  所：朽網川河口付近 
講  師：日本カブトガニを守る会 
       福岡支部 支部長 髙橋俊吾 氏 
参 加 費：無料 
定  員：５０名 
 

 

 共  催：東朽網校区まちづくり協議会 
     水と緑の美化プロジェクト委員会 
後  援：東朽網校区環境衛生協会 

〖ホタル観察会〗 

 
日  時：６月３日（土）１９時～２１時 

場  所：朽網東西山車神幸祭資料館 
講  師：自然観察指導員  髙橋俊吾 氏 
     ほたる館職員   鵜澤拓哉 氏 
参 加 費：無料 
定  員：２５名 

 

【里っ子クラブでのお申込みは小学校で配られる 
チラシをご覧ください。】 

里っ子クラブ合同講座 

【お申込み・お問い合わせ】 
東朽網市民センター ☎４７５－８８６１ 

 

※屋外の講座：暑さ・紫外線・虫よけ対策（長袖･長ズボン･
帽子等）・水筒（水分補給）ご持参下さい。 

特定健診のお知らせ 

今月の歌 

 

※５月８日（月）より予約開始しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治連合会 

会長 利光 央 本町自治会長 佐藤 禎一 

副会長 水上 文英 東町自治会長 池部 康平 

副会長 片山 良二 南町自治会長 犬塚 節子 

会計 米井 唱満 宇土自治会長 柿本 昭夫 

書記 勅使河原 航 ｽﾜﾛｰﾀｳﾝ自治会長 利光 央 

体育委員長 岡田 賢彦 南ﾊｲﾂ自治会長 山本 大輔 

 

社会福祉協議会      まちづくり協議会 

会長 青木 孝夫  会長 利光 央 

副会長 久野 正敏  副会長 水上 文英 

事務局長 中村 孝  副会長 片山 良二 

事務局・会計 園田 幸恵  事務局長 玉田 哲高 

事務局 幾野 由美子  会計 靏本 さおり 

事務局 片山 みづえ    

 

 

災害の発生に備え、防災スピーカーのテスト放送が下記の通り

行われます。この放送は、全国瞬時警報システム(J アラート)を

用いたテスト放送で、全国で一斉に行われます。 

実施日時：①令和５年 ６月 ７日（水）１１時００分 

     ②令和５年 ８月２３日（水）１１時００分 

     ③令和５年１１月１５日（水）１１時００分 

       ④令和６年 ２月 ９日（金）１１時００分 

内  容：市内５５箇所に設置している防災行政無線の 

スピーカーから、「これは、J アラートのテス 

トです」「こちらは防災、北九州です」等の放 

送（1 回のみ）があります。 

＊スピーカーは朽網地域では、朽網川大橋交差点に設置 

されています。 

防災スピーカーのテスト放送を 

実施します 

（敬称略） 

北九州・平尾台 

トレイルランニングレースが行われました！ 

☆日 時：５月３１日（水）１０時３０分～１１時３０分 

☆場 所：東朽網市民センター 多目的ホール 

☆講 師：小倉南区親子ふれあいルームさざん 

赤ちゃん向け出張プログラム 

さざんスタッフ：平原 寿賀子さん 

        宮田 有紗さん 

☆参加対象：妊婦さん～未就園児と保護者の方８組 

☆参 加 費：無料 

 

『おもちゃのお話』 

小倉南区親子ふれあいルームさざん 
赤ちゃん向け出張プログラム 

フリースペース「のいちご」 

 

【お申込み・お問い合わせ】 

東朽網市民センター ☎４７５－８８６１ 

 

消防ヘリコプター「きたきゅう」による 

             訓練のお知らせ 
北九州市消防局消防航空隊  

１、内 容 

   消防ヘリコプターを使用した水難救助救出訓練 

２、日 時 

令和５年５月１２日（金）１０時００分～１２時００分 

令和５年５月２６日（金）同上 

令和５年６月３０日（金）同上 

３、場 所 

小倉南区大字朽網「昭和池」 

４、訓練実施隊 

  （１）消防航空隊（２）小倉南消防署 

水難事故に対する災害対応力の強化を図るため、ヘリコプ

ターを使用した救助救出訓練を行います。 

ヘリコプターの騒音 

等ご迷惑をおかけし 

ますが、よろしくお 

願いいたします。 

≪お問い合せ≫ 

北九州市消防局消防航空隊 

住所：北九州市小倉南区空港北町６番 

ＴＥＬ：０９３－４７５－６７０１ 

子どもの成長発達・年齢にあったおもちゃ選び 

収納のヒントなどをご提案します。 

神幸祭 

 ４月１６日（日）少し肌寒く感じ、雨上がりで走りにくそ

うなコンディションでしたが、時折晴れ間がのぞく天候の中、

北九州・トレイルランニングレースが行われました。 

 今年は、餅の振る舞いが再開され、楽しみにしていた選手

達の大きな力となり、ゴールを目指して駆け抜けて行きまし

た。 

※お申込開始は５月１５日（月）１０時からです。 

 第２０５回神幸祭が５月３日

（水・祝）に行われました。 

 当日は、祭り日和に恵まれ、朽網

東山車は貴船神社を出発して各町

内を巡行し綿都美神社に奉納され

ました。 

 ４年ぶりの開催でしたが、お神楽

や餅まきと盛大かつ賑やかな１日

を過ごすことが出来ました。 

 関係者の皆様、お疲れ様でした。 


