◆行政書士による暮らしの無料相談会

くらしの情報
相 談

◆うきは市立図書館3階 ◆相談内容：
相続・遺言などの相談に応じます。
◆予約不要

◆行政相談 ◆6月11日(火)

●問合せ 福岡県行政書士会くるめ支部

◆10時～15時/うきは市社会福祉協議会

行政書士むろぞの事務所

(吉井・浮羽事務所)

☎0942-65-9559

◆10時～11時30分/うきは市役所 西別館

◆2019年度税務職員募集
◆受験資格：①2019年4月1日において
高等学校又は中等教育学校を卒業した日
の翌日から起算して3年を経過していな
い者および令和2年3月までに高等学校又
は中等教育学校を卒業する見込みの者

●問合せ 市総務課 ☎75-4980

◆子育て相談 ◆6月4日(火)

受験・募集

◆6月12日(水) 13時30分～15時30分

講習会・講座

②人事院が①に掲げる者に準ずると認める者
◆試験の程度:高等学校卒業程度
◆受付期間：6月17日(月)9時～6月26日

◆6月25日(火)◆10時～11時30分/うきは

◆ひとり親家庭等の就業支援講習会

(水)【受信有効】 ◆申込専用アドレス

市民センター3階

①講習内容：介護福祉士実務者研修(通信)

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

●問合せ 市保健課 ☎75-4960

◆開催期間：10/19(土)～12/21(土)

◆ 試験日：〈第1次試験〉9月1日(日)

毎週土曜日(10回)

〈第2次試験〉10月9日(水)～10月18日

9時30分～17時

◆年金出張相談(要予約) ◆6月20日

※8月～10月までは自宅でのレポート課題あり

(金)のうち指定する日

(木) ◆10時～１5時/うきは市民センター

◆定員12名(託児あり)◆受講料=無料

●問合せ

●問合せ 久留米年金事務所

(教材費の一部として1万円は自己負担)

久留米税務署 総務課

☎0942-33-6192

◆締切日 7/11(木)

☎0942-32-4461(内線2221)

②講習内容：調剤薬局事務講習会

福岡国税局 人事第二課 試験研修係

◆開催期間：7/9(火)～8/9(金)

☎092-411-0031

◆人権相談 ※①・②とも9時～15時
①第1･2･3金曜日 うきは市民センター
②第2･3･4火曜日 うきは市総合福祉センター
●問合せ 人権・同和対策室 ☎75-4984

毎週 火・金の8日間

9時～12時

◆定員20名(託児あり)◆受講料=無料
(教材費・認定料の一部3千円は自己負担)

◆子育て女性の無料就業相談

◆締切日 6/19(水)

◆6月27日(木)(事前予約制)

●問合せ ひとり親サポートセンター

◆9時30分～11時30分/うきは市民センター

(春日市原町3-1-7 クローバープラザ内)

◆13時30分～15時30分/朝倉市総合市民

☎092-584-3931

センター（ピーポート甘木）

◆福岡県介護支援専門員実務研修受講試験
◆試験日：10月13日(日)
◆会

場：福岡大学(福岡市城南区七隈

8-19-1)/九州国際大学(北九州市八幡東
区平野1-6-1)
◆申込書配布時期・場所：5月29日(水)～
7月2日(火)/うきは市役所保健課・浮羽市

◆久留米地区職業訓練協会講座

◆予約 福岡県子育て女性就職支援センター

民課ほか

①ネットショップ構築講座

（筑後労働者支援事務所内）

◆申込期間：6月3日(月)～7月2日(火)

◆6/15～6/29 (土・日) 9時～16時

☎0942-38-7579

◆対象者=文字の入力ができる方

●問合せ 公)福岡県介護支援専門員協会

◆家庭児童相談 ◆月～金 9時～17時

◆定員19名 ◆受講料=22,000円

☎092-431-4590

◆対象：子育て・家庭の悩み
☎0943-73-9151(相談専用ダイアル)

②5時間完結ワードではがき作成

◆養育費の電話相談 ◆平日9時～17時
◆対象：母子・父子家庭、離婚協議中の方

●問合せ ひとり親サポートセンター

☎092-584-3931

◆6/29(土) 9時30分～15時30分
◆対象者=文字の入力ができる方

◆1歳半児健診 ◆6月3日(月)

◆6/19・6/26 (水) 13時～17時

◆13時15分～14時/うきは市役所 西別館

◆定員20名 ◆受講料=11,000円

13時～15時/北筑後保健福祉環境事務所

※①～③とも先着順定員になり次第締切

本庁舎（朝倉総合庁舎内）

※電話予約後、申込書・案内書を送付

総合福祉センター（うきは警察署西側）
※相談は予約制、無料となっています。
●問合せ

北筑後保健福祉環境事務所

健康増進課
☎ 0946-22-3965

FAX0946-24-9260

健

③話すスキル書くスキル

◆こころの相談 ◆毎月毎週火曜日

◆毎月 第4月曜日 13時～15時/うきは市

保

◆定員19名 ◆受講料=5,000円

◆対象者=営業職の方

◆児童及び思春期の相談

消印有効

送付を受け受講料の入金
●問合せ 久留米地域職業訓練センター

☎0942-44-5201

◆乳児健診(4・7ヶ月児) ◆6月5日(水)
◆13時15分～14時/うきは市役所 西別館

◆乳児健診(10・12ヶ月) ◆6月10日(月)
◆13時15分～14時/うきは市役所 西別館

◆離乳食教室(2月生まれ) ◆6月19日(水)
◆13時15分～14時/うきは市役所 西別館

◆母親学級(後期) ◆6月26日(水)
◆9時30分～12時/うきは市役所 西別館

子ども・スポーツ
◆走り方＆ボール投げ教室参加者募集
◆実施日:6月8日(土)
11時45分～13時05分(80分)/うきはアリーナ
◆対象：年長園児～小学6年生までの児童
◆定員 20名 ※定員に達し次第受付終了

水辺を安全に楽しむポイント！
・出かける前に天候を確認し、海や河川
の状況を把握する
・飲酒時や体調が悪いときは泳がない
・流れの速いところや深いところには行
かない
・子どもだけで水遊びをさせない
・浮具（浮き輪やライフジャケット等）
を準備する

◆浮羽歯科医師会では、
虫歯予防ポスター展を今年も行います。

場 所

①サンピットバリュー浮羽店
6月1日(土)〜6月16日(日)
②西日本シティ銀行吉井店
6月3日(月)〜６月末まで
小学生たちの力作をぜひご覧になってください。

◆料金=500円

◆持ち物 動きやすい服装、室内運動シューズ
タオル、飲み物
◆申込方法 うきはアリーナフロントまで
●予約・問合せ

うきはアリーナ

☎74-8080

洪水にご注意!
洪水情報が緊急速報メールで配信！

ちくご路かわら版

国が管理する筑後川で、氾濫の危険が
高まった時、緊急速報メールが自動で
発信されます。メールを着信したら、

◆久留米市
《久留米シティプラザ芸能
フェスティバル2019》

「スマホ版

◆6月16日(日) ◆久留米シティプラザ

川の防災情報」

六角堂広場、久留米座

◆子どもフットサル教室無料体験会

雨の降り方や筑後川の今の水位を
「川の防災情報」で確認しましょう。
●問合せ 国土交通省筑後川河川事務所
☎0942-33-9131

※6月は無料体験を開催します。

ﾊﾟｿｺﾝから http://www.river.go.jp/

《ラファエル前派の軌跡》

◆実施日:6/4・11・18・25
17時～18時30分/うきはアリーナ

荒瀬水位観測所

ｽﾏﾎ版 川の防災情報

☎0942-44-2786(芸能フェスティバル担当)
◆6月20日(木)～9月8日(日) ◆久留米市

美術館 本館2階 ◆料金=一般千円、シニ

◆対象：年長園児～小学6年生までの児童

ア(65歳以上)700円、大学生400円、高校

◆定員 20名(最小催行人数8名)
◆料金=全10回

●問合せ (株)西日本企画サービス

生以下無料

11,000円

15名以上の団体料金有

◆持ち物 動きやすい服装、室内運動

●問合せ 久留米市美術館

シューズタオル、飲み物

☎0942-39-1131

●問合せ うきはアリーナ ☎74-8080

お知らせ

◆子ども水泳教室新規受講生募集中!

◆令和元年７月からの
国民年金保険料免除申請について
令和元年度(令和元年7月～令和2年6月

◆第1期 6月25日(火)まで
◆火・水・木・金曜日
幼児 15時30分～16時30分
児童A 16時40分～17時40分
児童B 17時50分～16時50分
◆土曜日
幼児 9時～10時

児童A 10時15分～11時15分

《市制施行130周年
第6回青木繁記念大賞ビエンナーレ》
◆6月29日(土)～7月28日(日) ◆久留米
市美術館 本館2階 ◆料金=一般200円、

分)の国民年金保険料免除申請(学生以

大学生100円、高校生以下、65歳以上の

外)は、7月1日から申請できます。

方、障がい者手帳をお持ちの方は無料

6月までは申請できませんのでご注意

●問合せ

ください。

青木繁記念大賞ビエンナーレ実行委員会

●問合せ

市民生活課 国保・年金係

☎75-4973

事務局 ☎0942-31-8710

◆小郡市

◆対象:3歳(オムツが取れていること)

《風鈴まつり》

以上の幼児・児童

◆6月上旬～9月中旬 ◆如意輪寺(にょい

◆料金=900円×実施回数分
※クラス等の詳細はうきはアリーナへ
●問合せ うきはアリーナ ☎74-8080

りんじ)小郡市横隈1729

～草を差し上げます～

筑後川では、堤防の機能保全を図るた
め、河川堤防などに繁茂する雑草の伐採
を行っています。伐採した草を梱包し、
消防・防災
希望者にお渡しします。
◆除草期間
1回目 5月中旬～6月中旬
水の事故からいのちを守りましょう！
◆条件=現地まで取りにこられる方
水の事故を防ぐため
営利目的でない方
には、危険性を認識し、
◆草刈提供箇所は筑後川堤防
決して無謀な行動や悪
沿いに、のぼり旗(黄色)を
ふざけをしないことが
大切です。子供連れの
設置しています。
場合、水辺の子どもか
●問合せ
ら目を離さず、万一の
筑後川河川事務所
場合を想定しておきま
吉井出張所
しょう。
☎75-2300

※7/17には「夏の大祭」も行われます。
●問合せ (一社)小郡市観光協会
☎0942-72-4008

◆大刀洗町
《人権映画上映会》
◆7月7日(日) 13時30分～15時30分
◆大刀洗ドリームセンター
◆映画内容「ある精肉店のはなし」

●問合せ 大刀洗町役場健康福祉課
☎0942-77-2266

6月のカレンダー
日

月

火

うきは市 4月入札結果

水

木

金

土

工事名

21,438,000

21,728,520

吉井地区（福益地内）下水道築造工事

西見総業（株）

14,904,000

15,245,280
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病院名(内科・外科の順)
６月２日(日)
６月９日(日)

世帯

予定価格（税込）

（有）清水興産

4

人口

落札金額（税込）

市道 小間坊・女子尾線（山瀬橋）橋梁改修工事

3

※(

落札者名

1
2

う き は 市 の 人 口 4月 末

（単位：円）

)内 は 前 月 比

29,496

女

15,495

(-34)

(-76)

男

14,001

(-42)

11,089

転入

81

出生

11

(+6)

転出

134

死亡

34

2019年国民生活基礎調査を実施します
国民の保健、医療、福祉、年金、所得等

６月１６日(日)
６月２３日(日)
６月３０日(日)

緒方クリニック(田主丸)
浮羽クリニック(浮羽)
上田内科胃腸科医院(浮羽)
田主丸中央病院(田主丸)
菊池医院(吉井)
原鶴温泉病院(吉井)
古賀内科小児科医院(浮羽)
宮﨑整形外科(田主丸)
田主丸中央病院(田主丸)

連絡先
☎72-1771
☎77-7111
☎77-3588
☎72-2460
☎75-2711
☎75-3135
☎77-2009
☎72-1000
☎72-2460

夜間・休日のお子さんの救急やケガで困ったときは
小児救急医療電話相談へ「♯8000」
◆平日 19時～翌朝7時 ◆土曜 12時～翌朝7時 ◆日曜・祝日 24時間
※休日当番薬局は浮羽薬剤師会ホームページでご確認ください。

の状況を世帯面から総合的に把握し、今
後の厚生労働行政の企及び立案のための
基礎資料を得る極めて重要な調査です。
県知事に任命された「調査員証」を持っ
た調査員が調査区内の世帯を訪問します。

調査内容を他に漏らすことは厳しく禁じ

「まごころ製品販売会」
6.8（土）9時～15時
道の駅うきは 入口付近

られています。調査の重要性をご理解い
ただき、ご協力くださいますようお願い
します。
●問合せ 北筑後保健福祉環境事務所

主催:うきは市/うきは市地域障害者協議会
問合せ 福祉事務所福祉係 ☎75-4961

☎0946-22-4185(総務企画課)

五庄屋追遠会

5月2日 江南小学校体育館で、五庄屋追遠
会が開催され、中川幸夫会長が式辞の中で
大正、昭和、平成と三代を経て、新たに令
和の世を迎えるにあたり、五庄屋様の偉業
を末永く後世に引き継ぐこと、地域づくり
に邁進することを誓われました。
また、献花や校歌斉唱も行われました。

市民大学開校式

4月27日 吉井町白壁ホールで市民大学の
開校式が開催されました。講師の 月間生
涯学習通信「風の便り」編集長 三浦清一
郎さんが、老後の夫婦共同参画や一人に
なったらどう生きるか、笑いを交えなが
らの講演で、市民大学受講生へ学びへの
エールを送られました。

◆久留米市
《久留米シティプラザ芸能
フェステイバル2019》
◆6月16日(日) ◆久留米シティプラザ六角
堂広場、久留米座 ◆フラダンス部門は六
角堂広場、舞踊・ダンス・民謡・バレエ・

放送大学入学生募集のお知らせ

器楽演奏などの芸能部門は久留米座

○放送大学は、2019年10月入学生を

●問合せ (株)西日本企画サービス

募集しています。

☎0942-44-2786(芸能フェスティバル担当)

○10代から90代の幅広い世代の学生

《ラファエル前派の軌跡》

が、大学を卒業したい、学びを楽

◆6月20日(木)～9月8日(日) ◆久留米市美術

しみたいなど、様々な目的で学ん

館 本館2階 ◆イギリスの評論家ジョン・ラ

でいます。

スキンと彼が擁護したターナーやラファエル

○テレビによる授業だけでなく、学生

前派の画家たちの作品を通し、英国の美術に

は授業をインターネットで好きなと

変革をもたらし、大きな影響を与えた彼らの

きに受講することもできます。

軌跡を辿ります。◆料金=一般千円、シニア

○心理学・福祉・経済・歴史・文学・

(65歳以上)700円、大学生400円、高校生以下

情報・自然科学など、約300の幅広

無料 15名以上の団体料金有

い授業科目があり、1科目から学ぶ

●問合せ 久留米市美術館 ☎0942-39-1131

ことができます。

○卒業すれば学士を取得できます。

《市制施行130周年

○放送授業1科目の授業料は11,000円

第6回青木繁記念大賞ビエンナーレ》

(入学金は別)。半年ごとに学ぶ科目

◆6月29日(土)～7月28日(日) ◆久留米市美術

分だけの授業料を払うシステムです。

館 本館2階 ◆青木繁を顕彰する、全国公募の

○半年だけ在学することも可能です。

用が美術展 ◆料金=一般2千円、大学生100円、

○全国にミニキャンパスと言える学習

高校生以下、65歳以上の方、障がい者手帳を

センターやサテライトスペースが設

お持ちの方は入場無料

置されており、サークル活動などの

●問合せ 青木繁記念大賞ビエンナーレ実行

学生の交流も行われています。
○資料を無料で差し上げています。

委員会事務局 ☎0942-31-8710

お気軽に放送大学福岡学習センター

◆小郡市

（☎092-585-3033）又は

《風鈴まつり》

放送大学北九州サテライトスペース

◆6月上旬～9月中旬 ◆如意輪寺(にょいり

（☎093-645-3201）までご請求下さい。

んじ)小郡市横隈1729 ◆かえる寺としても

○出願期間は、第1回が8月31日まで、

県内外から親しまれる如意輪寺の境内に、

第2回が9月20日まで。

願い事が書かれた色とりどりの風鈴が多数 ◆労働保険年度更新のお知らせ
並べられます。※7/17には「夏の大祭」も 労働保険年度更新の手続き期間
行われます。
●問合せ (一社)小郡観光協会
☎0942-72-4008

◆大刀洗町

6月3日(月)～7月10日(水)
※事業主のみなさまには、この期間中に
労働保険料等の深刻と納付の手続きを行
っていただくようお願いいたします。
※労働保険料等の申告と納付の手続きは、

《人権映画上映会》

最寄りの銀行・郵便局等の金融機関の窓口、
◆6月20日(日) 13時30分～15時30分 ◆大刀洗労働基準監督署又は福岡労働局総務部労働
ドリームホール ◆「ある精肉店のはなし」 保険徴収課で行うことができます。また、
●問合せ 大刀洗町役場健康福祉課
☎0942-77-3063

電子申請や郵送で申告を行うこともできます。
●問合せ

福岡労働局総務部労働保険徴収課
☎092-434-9833、9844
厚生労働省ＨＰ https://www.mhlw.go.jp/

