
 

〒818-0072 筑紫野市二日市中央 5-5-18(コミセン内) 
TEL/FAX 776-9272・mail： f.commnity@gmail.com 
            (ホームページ)www.futsukaichi-cc.net 

この広報紙の発行費には赤い羽根共同募金の配分金が含まれています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ページ：タオくん/受賞紹介/ワンクリック詐欺 
２ページ：市制施行 50周年を迎えた筑紫野市 
３ページ：ニコ学連のページ「太極拳：彩花」  

 「コーラス：童紫楽・童紫楽空倶楽部」 
４ページ：地震のときの行動は/書き損じはがき募集(天拝中) 
 
 

二コ協とは、二日市地区 

21 行政区で構成される 

「二日市コミュニティ 

運営協議会」の略称です。 

ペットのかわいいショットを募集して
います!! (メール又はホームページから写真

と 80字以内のコメントをお送りください。) 

都府楼団地・杉塚・塔原・
大門・六反・鳥居・次田・
大坪・本町・入舟・中央・ 
栄町・昭和・湯町・武蔵・ 
上古賀・松ヶ浦・宮田町・ 
京町・曙町・天拝坂 

タオ ８歳の男の子です。 

 この笑顔にとても癒されます。 

 お父さんの手をペロペロするのが 

大好きです。    俗明院 入江 

全国防犯協会連合会 
会長表彰 
（防犯栄誉 銅章） 
田原 すま子 さん 

「令和３年度安全・
安心まちづくり県
民の集いふくおか」
でお一人と２団体
の受賞が紹介され
ました。 

 

 

 スマートフォンを操作中、いきなり身に覚え
のない高額請求画面が表示されたことはあり
ませんか？これは、「ワンクリック詐欺」です。 

 絶対に連絡しないで下さい。 

  詐欺サイト画面の 
消し方！ 

Android の場合 
画面右上のボタンを押
して詐欺サイトのタブ
を閉じてください。 

iPhone の場合 
画面右下のボタンを押
して詐欺サイトのタブ
を閉じてください。 

筑紫野警察署  
092-929-0110 
 
西鉄前交番連絡協議会 

九州防犯協会 
連絡協議会会長 
九州管区警察局長表彰 
天拝ブロック 
コミュニティパトロール  
代表 安樂國夫 さん 

筑紫地区安全安心 
まちづくり推進協議会  
会長表彰 
大坪防犯パトロール隊 
代表 甲斐弘俊 さん 



• 1889 年 4 月 1 日 - 町村制施行により、現在の市域にあたる御笠郡二日市村・山口村・    

筑紫村・御笠村・山家村が発足。 

• 1895 年 8月 27日 - 二日市村が町制施行し、御笠郡二日市町となる。 

• 1896 年 4月 1日 - 那珂郡・席田郡・御笠郡の三郡を統合し、筑紫郡となる。 

• 1945 年 8 月 8 日 - 筑紫駅付近で走行していた西鉄電車が米軍戦闘機に機銃掃射を受ける。

（筑紫駅列車空襲事件） 

• 1955 年 3月 1日 - 二日市町・山口村・筑紫村・御笠村・山家村が合併（新設合併）し、  

筑紫郡筑紫野町が発足。 

• 1972 年 4月 1日 - 市制施行により筑紫野市となる。 

• 2018 年 11月 30日 - 石崎で建設中の新庁舎が完成。 

• 2019 年 1月 4日 - 市役所を二日市西一丁目 1番 1 号の旧庁舎から石崎一丁目 1番 1号の 

新庁舎に移転、開庁                         

• 2021 年 6月 - 平成 27年度から概ね５年間をかけて進められていた「高尾川 

床上浸水対策特別緊急事業」の 

高尾川地下河川トンネルの運用 

が 6月から開始。 

面積 ８７,７３㎢ 

世帯数 (2021.12 現在) ４６,６７５ 

総人口 (2021.12 現在) １０５,６９６人 
     男性  ５０,５９９人 
     女性  ５５,０９７人 

人口密度 １,１９１人/㎢ 

隣接自治体 小郡市、太宰府市、大野城市、飯塚市、那珂川市、糟屋郡宇美町、 
朝倉郡筑前町、佐賀県：鳥栖市、三養基郡基山町 

市の木 ツバキ 

市の花 サルビア 

 

歴代首長  

５０年の歩み 

 

 

 

 

                 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市制施行 50 周年を迎えた筑紫野市 

 氏 名 就任日 退任日 備 考 

筑紫野町長（５ケ町村合併後） 

初代～３代 北崎 新助 1955年 4月 10日 1967年 1月 15日 任期中死去 

4代、5代 船越 平八郎 1967年 2月 23日 (1972年 3月)  

筑紫野市長（1972年 4月 1日市制施行） 

初代 船越 平八郎 （1972年 4月） 1975年 2月 22日 市制に伴い市長就任 

2代 神代 仁臣 1975年 2月 23日 1979年 2月 22日 元助役 

3代、4代 松田 正彦 1979年 2月 23日 1986年 12月 24日 任期中死去 

5代、6代 楠田 幹人 1987年 2月 1日 1995年 1月 31日  

7代、8代 田中 範隆 1995年 2月 1日 2003年 1月 31日  

9代、10代 平原 四郎 2003年 2月 1日 2011年 1月 31日  

11代～13代 藤田 陽三 2011年 2月 1日  現職 

 

2005年 1月 19日制定 

（敬称略） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1889%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%881%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E7%AC%A0%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%97%A5%E5%B8%82%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E6%9D%91_(%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%AD%91%E7%B4%AB%E9%83%A1)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E7%B4%AB%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E7%AC%A0%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%AE%B6%E6%9D%91_(%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/1895%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%8827%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1896%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E7%8F%82%E9%83%A1_(%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%AD%E7%94%B0%E9%83%A1_(%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E7%B4%AB%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/1945%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%888%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E7%B4%AB%E9%A7%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E7%B4%AB%E9%A7%85%E5%88%97%E8%BB%8A%E7%A9%BA%E8%A5%B2%E4%BA%8B%E4%BB%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/1955%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%881%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1972%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/2018%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%8830%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/2019%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%884%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/2019%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%884%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8819%E6%97%A5


ちょっとした段差にひっかかる、体の 
バランスを崩しやすい、などありませ 
んか？ 

              太極拳で 
足腰を鍛え 
ましょう。 

               私たちは皆
シルバー世
代です。 
同世代の方 

             お待ちして

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌を歌ったり楽器を演奏 
したり、音楽に合わせて 
身体を動かしたり、教 
室はいつも明るい笑顔 

であふれています。 
 音楽は脳と身体に 
良い刺激を与えます。 
 人生 100年時代。 
今からでも十分楽しめます。 
ご一緒にいかがですか？ 

マリリン先生 

１月８日(土)、二日市小学校

グラウンドで“どんど焼き”

が日の出前の早朝７時からボ

ンズクラブによって実施され

ました。 

どんど焼き？ 

 平安時代の宮中行事“左義長”

が起源といわれ、正月１５日の夜

に正月飾りや守り札などを火に

投げ入れた、というもの。 

 青竹を束ね毬杖(ぎっちょう)

３本を結び、その上に扇子や短冊

などを添えて陰陽師が謳いはや

しながら焼いていたと伝えられ

ています。 



地震はいつどこで起こるかわかりません。 
                                       

を決め、あなたに起こりうるシナリオを書いてみ

ましょう。 
シナリオを細かく書くことで、災害時あなたが

取るべき行動が見えてくるはずです。 (内閣府)  
   

 

               ････ 内閣府 
  
なにはともあれ、あわてずに行動すること 
 
家庭で屋内にいるとき 

① 家具の移動や落下物から身を守るために、頭

を保護しながら丈夫な机の下などに隠れる 

② 慌てて外に飛び出さない 

③ 料理や暖房の火を消す(離れた場所にいると

きは無理しない) 

④ ドアを開けて避難路を確保する 

人が大勢いる施設(大規模店舗など)にいるとき 

① あわてて動かずに施設の人の指示に従う 

② 施設の人がいない場合は、その場で頭を保護

して揺れに備えた姿勢をとる 

③ 吊り下がっている照明などの下から退避する 

④ 我がちに出口や階段に殺到しない 

エレベーターに乗っているとき 

① 最寄りの階で停止させて、すぐに降りる 

屋外にいるとき 

① ブロック塀の倒壊や自販機の転倒などに注意

し、これらのそばから離れる 

② ビルの壁、看板や割れた窓ガラスなどの落下

物に注意して、建物から離れる 

電車やバスに乗っているとき 

① つり革や手すりにしっかりつかまる 

自動車運転中 

① あわてて急ハンドルや急ブレーキをかけず緩

やかに速度を落とす 

② ハザードランプを点灯して周りの車に注意を

促し、道路の左側に停止する 

大都市で地震に遭遇したとき 

まずは、身の安全を確保した後、むやみに移動

を開始しないことが基本！ 

安全な場所にとどまることを考えましょう。 

① 道路では余震で頭上から物が落下してきたり 

道中に火災が起こっていたりするなど、数多

くの危険が予想されますので、安全な場所か

らはむやみに移動しないようにしましょう。 

② 駅周辺等大混乱している場所では、人が将棋

倒しになる集団転倒が起きやすくなりますか

ら、駅周辺には近づかないようにしましょう。 

③ 発生３日程度は火災の発生や救助・救急活動

優先のため、混乱状態が続きますので、まず 

身を守るために安全な場所にとどまることを

考えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天 拝 
中学校        カンボジアの地雷撤去支援 

・カンボジア国民議会選挙で民主政権が誕生する 1993

年まで 23 年間も内戦が続いたカンボジアでは、今も

なお約 600 万個もの地雷や不発弾が地中に残された

ままだといわれています。 

その結果、大人子供の区別なく、地雷や不発弾によっ

て手足や目を奪われる被害が毎日のように起きてい

ます。 

・はがき３枚(約 100円)で 1㎡の地雷を 

撤去する費用に充当 

回収するもの 
・未使用はがき・未使用切手 

・未使用図書カード 

締切り ２月１８日 

届け先 天拝中学校生徒会 

☏ 092-922-4631 

※ 二日市コミセン１階ホールでも受け付けています。 


