おやかつ

問 ＝ 問い合わせ、HP＝ホームページ参照

『親 活 』結婚応援セミナー＆交流会参加者募集

筑後地域発達障がい者支援センターあおぞら
お子さんの出会いや結婚のきっかけ
子育て講座＜中・高生編＞
第 3 回消防設備士試験
づくりに親も一役。結婚を希望するお
思春期・青年期の発達障がいのある
試験日・会場＝12/16(日) 福岡地区(福岡
大学)､筑豊地区(福岡県立大学)、試験種類 子さんを持つ親御さんを対象に、子ど 子（または発達障がい的な特性のある子）
もの結婚をどう応援したらよいかなど、の保護者の方を対象に、子どものこと
＝全種類、願書受付＝書面申請（受付：
「親が考えるこどもの結婚」について を理解し、将来を見据えた効果的な関
10/12～10/25、申請先：〒812-0034 福
のセミナー（福岡県との共催）と、お子 わり方を身につけていただくための研
岡市博多区下呉服町 1-15 ふくおか石油
さんに代わって、親同士で自由に情報 修会です。全 4 回、第 1～3 回（各 70 名）
会館 3 階(一財)消防試験研究ｾﾝﾀｰ福岡 交換できる交流会を実施します。
10:00～12:00※第 4 回（30 名）12:30 まで、
県支部）※受験案内は久留米広域消防 日時＝10 月 28 日(日) 13：30～16：30 会場＝まいピア高田（みやま市高田町）、
本部各消防署で配布、電子申請（受付 頃(受付 13：00～)、会場＝久留米シティ 対象＝中 1～高 3 生の保護者の方
10/9～10/22、申請先(一財)消防試験研 プラザ和室「長盛」（久留米市六ツ門町） ※要申込（メール aozora@akasakaen.jp、
究ｾﾝﾀｰ HP
問℡092-282-2421
※施設駐車場有料、対象＝20 歳～49 歳の FAX0942-53-0621）※FAX 申込書は、うきは
独身の子を持つ親、無料、定員＝男女各 市福祉事務所に設置。※申込は 10 月 24 日
平成 30 年度甲種防火管理再講習 10 人程度（両親での参加も可）応募者多数 17:00 まで※託児なし 第 1 回 11 月 1 日（木）
日時＝11 月 16 日(金)9 時～11 時 50 分 の場合抽選、申込締切＝10 月 18 日必着、 「思春期・青年期における発達障害と二次
(受付 8 時 30 分～)、場所＝久留米広域消 申込＝申込書を久留米広域市町村圏事 障害」、第 2 回 11 月 14 日（水）「進学・就
務組合に郵送、FAＸ、持参（応募者には 労を見据えた関わり方」、第 3 回 11 月 28 日
防本部及び消防防災センター（久留米市
抽選結果を通知）、申込書（うきは市役所１ （水）「就労の制度と支援について」、第 4
東櫛原町）、受講料＝1,700 円、定員＝60
階情報ラック、うきは市民センター２階情 回 12 月 12 日（水）
「交流会～事例を通して
名（先着順）、申込み＝10 月 23 日～11 月
報ラックに配置、当組合 HP にも掲載）
就労を考えよう～」問 090-1084-3455
9 日(土日祝日除く)、久留米広域消防本 問 ℡ 0942(46)5510 、 FAX0942(46)5567
部各消防署で受付(8:30～17:15)（申込書 e-mail：kjimkyok@kouiki.kurume.fukuoka.jp
高齢者のための「調理補助」講習会
は各消防署、 HP）※電話・ＦＡＸでの受付
調理補助のお仕事をやってみたいと
はなし。対象＝劇場・百貨店・飲食店・旅 養育費に関する相談「養育費 110 番」 お考えのシニアのみなさん。仕事に役
館・病院など不特定多数の人が出入する建
弁護士による集中電話相談を開催し 立つ食品衛生の基礎知識や調理の基本
ます
（匿名も可） 日時＝10 月 27 日(土) が学べる講習会です。対象者＝おおむね
物（特定用途防火対象物）のうち、収容人
10
時～16
時、電話番号＝092-724-2644、 60 歳以上の方、日時・場所＝11 月 7 日
員が 300 人以上の防火対象物の防火管理者
無料、問ひとり親サポートセンター
(水)～8 日(木)1 日目:10 時～16 時、2
に選任されている方で、前回の講習を受け
℡092-584-3931※離婚前の相談も可
日目:10 時～15 時 30 分、え～るピア久
た日以後における最初の 4 月 1 日から 5 年
※12 月、来年２月にも実施予定。
留米（久留米市諏訪野町）、内容＝①食料
目の方等など｡問浮羽消防署 ℡72-4193
品製造業等の仕事ガイダンス、応募書類の
ひとり親家庭の養育費や生活上の
書き方、面接のマナー等②食品衛生の基礎
福岡県認定リサイクル製品認定申請受付
問題に関する「弁護士無料相談」
と実習③調理の基本（介護食含む）と実習
福岡県では、資源の循環及び廃棄物
相談御希望の方は、お電話ください。 ※講習会終了後、個別相談を実施（要予約）、
の減量の促進を図り、循環型社会の形 ひとり親サポートセンター受付＝月～金曜 参加費無料、先着 25 名 申込み＝福岡県
成に資することを目的に、平成 17 年 12 9 時～17 時／土曜、第１・第３日曜 9 時～ 70 歳現役応援センター ℡092-432-2540
月に「福岡県リサイクル製品認定制度」 16 時、℡092-584-3931 ひとり親サポート
を創設し、品質、安全性等について一 センター飯塚ブランチ受付＝月～金曜 9 時 高齢者のためのしごと・ボランティア合同説明会
定の基準を満たすリサイクル製品の認 ～17 時 ℡0948-21-0390※離婚前の相談可、 職場や地域で活躍したい。社会のた
定を行い、その利用促進を図っていま ※来所が難しい場合、お近くの福岡県弁護 めに役に立ちたい。そんな高齢者の皆
す。第 26 回の認定申請を受け付けます。 士会法律相談センターで相談ができるクー さんを後押しするため、しごと・ボラ
ポン券（１時間無料）を配布
ンティア合同説明会を開催します。
申請受付＝10 月 4 日～10 月 18 日、
企業との面談ブースのほか、専門相談
認定対象＝建設資材 18 品目、申請方法＝
里親制度説明会
員が皆さんのご希望を丁寧にお伺いす
申請書・必要書類を提出（様式等は HP）
様々な事情（保護者の病気、死亡、離婚、 る相談ブースも用意しています。
http://www.recycle-ken.or.jp/nintei/index.html
虐待等）で、生まれ育った家庭で生活す ※無料･申込不要･履歴書不要 対象＝おお
申請書受付窓口＝福岡県建設技術情報セ ることができない子どもたちがいます。むね 60 歳以上の方、日時＝10 月 11 日
ンター（福岡県糟屋郡篠栗町）問福岡県循 そんな子どもたちを児童相談所から委 (木)13 時～15 時 30 分(受付 12 時 30 分～
環型社会推進課 ℡092-643-3372
託を受けて家庭で育てていくのが里親 15 時)、場所＝久留米商工会館（久留米
です。保護者の入院や経済的事情、虐 市城南町）問福岡県 70 歳現役応援ｾﾝﾀｰ

平成 31 年度使用中学校教科書の採択結果 待などで緊急な保護が必要な場合に数 久留米ｵﾌｨｽ ℡0942-36-8355 HP
平成 31 年度から、うきは市立中学校
で使用する道徳の教科書を、小郡市・
朝倉市・うきは市・大刀洗町・筑前町・
東峰村からなる第八地区教科用図書採
択協議会で選定し、うきは市教育委員
会で次のとおり採択しました。
教 科 書＝ 道 徳、 発行 者＝ 番号 ： 116、
略称：日文、教科書名（シリーズ）＝
中学道徳 あすを生きる

日間里親に預かっていただくこともあ
ります。安心できる環境で特定の養育 第５回北部九州圏パーソントリップ調査
者と生活することは子どもの健やかな
福岡県、佐賀県、北九州市及び福岡
成長につながります。少しでも興味の 市が主体となり、10 月～12 月にかけて、
ある方、説明会に参加してみませんか。 「人の１日の動き」についての交通実
（説明を聞いてみたい方が集まり次第開催、態調査（パーソントリップ調査）を実施し
内容「里親ってどんな制度？」
「里親になる ます。約 18 万 1 千世帯へ、調査票を郵
ためには」等）申込・ 問 福岡県久留米児 送しますので、ご協力をお願いします。
童相談所℡0942-32-4458
問福岡県都市計画課℡092-643-3712
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10 月のカレンダー
日
7
14
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28

月
1
8
15
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29
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2
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水
3
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木
4
11
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25

金
5
12
19
26

毎月９日は防火の日

うきは市の人口（8月末）

土
6
13
20
27

人口
29,864人
-26
女
15,701人
-22
男
14,163人
-4
世帯数 11,041世帯
19
※（ ）内は前月比
○8月中の動き
転入
82 出生
24
転出
87 死亡
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（
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（
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（
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（

）

「安全・安心なまちづくりの推進」
安全・安心なまちづくりは住民にとって
大切であることはもちろん、観光地・移住
7(日) 中野内科医院(田)72-2827
先としての魅力アップも期待されます。
/ しのざき整形外科ｸﾘﾆｯｸ(吉)76-2100
■安全安心を築く地域住民の取組
8(月) 国武内科医院(浮)77-7788
シルバー保安官活動＝老人クラブの皆
/ 安元整形外科(浮)73-7311
さんが児童・生徒の下校時に通学路の
14(日)平井内科医院(吉)75-2387
要所で安全を見守る活動です。
/ 田主丸中央病院(田)72-2460
■犯罪・交通事故発生状況（8 月分、うきは
警察署管内）刑法犯認知件数 7 件（自転
21(日) 矢野医院(吉)75-2859
車盗 3 件、自動車盗 1 件、侵入盗 1 件、車
/ 原鶴温泉病院(吉)75-3135
上・部品ねらい 2 件）、交通事故 118 件
28(日)田 主 丸 中 央 病 院 (田 )72-2460
■防犯ポイント「ニセ電話詐欺に注意」
11/3(土)筑後川温泉病院(浮)77-7251
還付金詐欺（医療費の払戻し等）、架空請
11/4(日)原田小児科内科医院(田)73-0195 求詐欺（有料サイトの登録料金未払い等）
/ 平田外科診療所(吉)75-2065
の被害にあわないために、怪しい連絡
診療時間 9 時～17 時※小児救急医療電 は相手にしない、また、役所や警察に
話相談(♯8000､平日 19 時～翌朝 7 時､ 相談しましょう。
土曜 12 時～翌朝 7 時､日祝 7 時～翌朝 7
ちくご路かわら版
時)※休日当番薬局は浮羽薬剤師会 HP
【小郡市】御原校区コスモス祭り（10/8、
あすてらすイベント広場)宝満川堤防にコ
乳児健診、子育て相談、母親学級(１０月分) スモスが 600m に渡り咲き誇ります。
※市役所の会場は西別館
問御原校区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ℡0942-72-9038
1(月)1 歳半児健診 13:15～14:00 市役所、【久留米市】くるめ街かど音楽祭（10/20～
2(火)子育て相談 10:00～11:30 市役所、 21 10 時～17 時、両替町公園など 10 会場）
3(水 )乳 児 健診 (4･7 ヶ月 児) 13:15～ 街に音楽があふれるがテーマの音楽ライブ
問久留米文化振興会℡0942-33-2271
14:00 市役所、15(月)乳児健診(10･12
【大木町】よかとこ大溝大木さるこいフェ
ヶ月児) 13:15～14:00 市役所、17(水)
スタ（10/28、大溝校区）堀と田園風景のな
母親学級(後期)9:30～12:00 市役所、 かを歩いて、おもてなし料理を楽しみます。
23(火)子育て相談 10:00～11:30 うきは 問大木町役場企画課℡0944-32-1036
市民ｾﾝﾀｰ 3 階、24(水)離乳食教室(6 月 【大川市】CRAFTSMAN'S DAY(ｸﾗﾌﾄﾏﾝｽﾞﾃﾞｲ)
（11/2～4、市内各工場）イタリアのデザイ
生)9:40～12:00 御幸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
ナーと大川家具職人がコラボして作品公開
養育費の電話相談 母子･父子家庭､離婚 問大川市インテリア課℡0944-85-5570

休日在宅医(10 月)内 科 ・ 外 科 の 順

協議中の方対象､平日 9 時～17 時､ひと
り親ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ℡092-584-3931
家庭児童相談 月～金 9 時～17 時､
子育て･家庭の悩み 問℡73-9151
年金出張相談 うきは市民センター3
階小会議室、10/18(木)10 時～15 時､要
予約、℡0942-33-6192(久留米年金事務所)
行政相談 10/9(火)9 時～15 時、市社
会福祉協議会吉井事務所、浮羽事務所
問市総務課℡75-4980

子育て女性の無料就業相談
10 月 25 日（木）うきは市民センター
9:30～11:30､朝倉市総合市民センター
13:30～15:30､予約 0942-38-7579(県子
育て女性就職支援ｾﾝﾀｰ)

暮らしの無料相談会
県行政書士会くるめ支部による相続セ
ミナーと相続･遺言等の個別相談
10/10(水)13 時 30 分～15 時 30 分､うき
は市立図書館 3 階会議室､予約不要
問℡0942-65-9559(むろぞの事務所)

弁護士による市民向けｾﾐﾅｰ
「備えていますか？あなたの終活」
10/20(土)13:00～14:30､筑後弁護士会
館(久留米市篠山町) 問 久留米法律相談ｾﾝ
ﾀｰ ℡0942-30-0144 ※無料･予約不要

吉井小学校のみの市
10/21（日）9:30～11:30 地域や企業様
から御提供いただいた品々を、お手頃
な価格で販売するバザーです。どなた
でも参加できます。お越しをお待ちし
ています。問吉井小学校℡75-2018

浮羽消防署

ガス機器の使い方、再確認！
ガスを使うときはまず換気！
ガスが燃えるためには、たくさんの
空気を必要とします。換気が十分に行
われないと、酸素不足や室内に排気ガ
スが充満し不完全燃焼を起こし、有害
な一酸化炭素(CO)が発生するため、大
変危険です。十分に換気をしましょう。
コンロ等から離れるときは必ず火を消す！
天ぷらを揚げる際など、その場を離
れている間に、鍋の油に火が点いて火
災になることがあります。たいへん危
険ですので、絶対に火をつけたままそ
の場を離れないようにしましょう。
ウッカリミスに注意！
「ガス栓を閉めたつもりが閉めてい
なかった」、「火を点けたことを忘れて
しまった」などの「ウッカリミス」が
大きな事故の原因となります。しっか
り確認しましょう。
ゴミの詰まりは異常燃焼の原因！
ガスコンロなどの目詰まりは、不完
全燃焼の原因となります。時々ブラシ
などで掃除をしましょう。

10 月の行事
6(土) うきはの里安全安心まちづくり
市民大会 10:00 白壁ホール
7(日)道路･河川愛護(吉井町)
8(月･祝)市民運動会
17(水)～18（木）若宮おくんち
25(木)人権セミナー 19:30～

11 月の行事
11/2(金)～4(日)市民文化祭、一の瀬焼
陶器まつり 11/3(土)～4(日)うきは祭り

