くらしの情報
保 健

募 集

◆地震への備えはできていますか？
地震は、いつどこで発生しても

◆福岡県障害者職業能力開発校
訓練生(障がいのある人)

おかしくありません。昨年起きた

◆募集科目 ①機械ＣＡＤ科 ②プ

地震では、甚大な被害が発生しま

大阪府北部地震や北海道胆振東部

◆断酒会 9月の開催日

ログラム設計科 ③商業デザイン

した。いざという時のために、日

◆お酒を断めようと思っても断め

科 ④ＯＡ事務科 ⑤建築設計科

頃の準備をしっかりと行い、地震

られない方、お酒の異常飲酒でお

⑥流通ビジネス科 ⑦総合実務科

に備えましょう。

困りの家族の方、断酒会に参加し

◆訓練期間 1年間(②のみ2年間)

～日頃の準備～

て一緒にお酒を断めましょう。

◆訓練定員 各20人(⑥のみ30人う

①家具類の転倒及び落下防止対策

◆浮羽断酒友の会 19時～

ち5人は音声パソコンコース)

をする ②ガラスに飛散防止フィル

◆9月3日・17日(火)

◆募集期間 9月27日(金)

ムを貼る ③３日分の水、食料、

うきは市民センター

◆入校日 令和2年4月10日(金)

常備薬や衛生用品など、必要なも

●問合せ

●申込方法・問合せ

のをまとめておく ④最寄りの避

中野淳一さん

☎090-3605-6724

◆浮羽断酒会(9月例会) 20時～
◆2日・9日・30日(月)/総合福祉
センター ◆16日(月)/筑後吉井こ

福岡障害者職業能力開発校、

難所や、避難経路を確認する

お近くのハローワーク

⑤ハザードマップで地域の危険箇

☎093-741-5431

FAX093-741-1340

http://WWW.fukuoka-kunren.net/

方法や、避難後
の集合場所を

ころホスピタル ◆23日(月)/朝倉
市総合市民センター

所を確認する ⑥安否確認の

消防・防犯

家族で決めておく

●問合せ 田中義嗣さん
☎0943-72-2890

◆「性犯罪」に気をつけて!

お知らせ

◆性犯罪は夏季に増加傾向にあります。

講習・講座

【性犯罪の発生状況(平成30年)】
・時間帯 21時～2時台が被害の40%以上

◆ひとり親家庭等の就業支援
講習会
①調剤事務講座 9/14～10/19
毎週土曜日 5日間 9:30～15:30
エールピア久留米 ◆定員10名
(託児あり) ◆認定日10/19
◆受講料=無料(テキスト代3,000
円・認定料3,500円は自己負担)
◆締切日 8/31(土)
②ワード・エクセル・パワーポイ
ント講座 9/18～10/25
月・水・金 15日間 9:30～12:30
小郡市生涯学習センター
◆定員 10名(託児あり) ◆受講料=
無料(テキスト代2,592円は自己
負担) ◆締切日 9/4(水)
●問合せ
久留米ひとり親サポートセンター
☎0942-32-1140(月～土・9時～17時)

・年代別 10歳代、20歳代が7割
・場所別 屋外(道路上、公園、駐車
場)での被害が約4割
防犯のポイント
☆屋内 ～ 宅配等の
来訪者は、ドアにチェーン
をかけたまま対応する。就寝中に
侵入されるケースが多いため、ベ
ランダや窓の鍵は必ず施錠する。
☆屋外 ～ 帰宅時は暗がりを避け

る。ときには振り返るなど警戒を
アピールする。
☆ＳＮＳ ～ 安易な自撮りの掲載
は自宅や職場を周囲に知らせてし
まうので行わない。
～身近な犯罪･交通事故発生状況～
《うきは署管内6月中》
交通事故(物件・人身)72件、
性犯罪1件、車上・部品ねらい2件
自転車盗難1件

◆福岡働き方改革推進支援
センターのご案内
働き方改革推進支援センター
は、働き方改革関連法の内容
の周知と事業者の対応を支援
するため、厚生労働省の委託
事業として、全国各都道府県
に設置されています。福岡県
におきましても、福岡労働局
の指導のもと、「福岡働き方
改革推進支援センター」が設
置され、県内の全ての中小事
業者の皆様に対し、働き方改
革関連法の内容と対応・生産
性アップへの相談対応等あら
ゆる相談支援等を無料で行っ
ています。
◆受付時間 月～金、祝祭日除く
◆所在地 福岡市中央区天神1-10-3
(天神ＭＭＴビル7階)
☎0800-888-1699(フリーダイアル)
☎092-286-6318

◆秋季道路河川愛護
～御協力をお願いいたします～
【秋季】
◆9月8日(日)
山春校区、大石校区、姫治地区
◆10月6日(日)
御幸校区
◆10月13日(日)
吉井町
●問合せ 住環境建設課
公共土木係 ☎75-4987

～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、希望者にお渡
しします。
◆除草期間 9月上旬～中旬
◆条件 現地まで取りにこられる方
営利目的でない方
◆草刈提供箇所は筑後川堤防沿い
に、のぼり旗 (黄色)を設置し
ています。
●問合せ
筑後川河川事務所
吉井出張所
☎75-2300

おいでよ!うきはアリーナ
◆夏休み短期水泳教室参加者募集 ◆クラス
◆日程 Ｄコース(8/20～8/22)
◆時間 8時50分～10時(70分)
◆対象 3歳(オムツが取れていること)
～小学生
◆受講料 3,780円
◆申込方法 うきはアリーナフロント
※電話予約可

クラス名
水慣れ

6名

キック・姿勢強化

6名

クロール苦手克服

8名

クロール・背泳ぎ強化

8名

平泳ぎ・バタフライ習得

◆子ども水泳教室新規受講生
募集中!
◆第2期 9月25日(火)まで

定員（各日程）

４泳法記録挑戦

8名

◆対象:3歳(オムツが取れていること)

◆火・水・木・金曜日

以上の幼児・児童

幼児 15時30分～16時30分

◆料金=900円×実施回数分

児童A 16時40分～17時40分
児童B 17時50分～18時50分
◆土曜日
幼児 9時～10時

※クラス等の詳細はうきはアリーナへ

●問合せ

児童A 10時15分～11時15分

うきはアリーナ
☎74-8080

吉井幼稚園からお知らせ
*自由参観・園庭開放 9月12日(木) 9:30～11:30
☆参観内容：一斉保育と英会話保育(どなたでも見学できます)

*運動会 10月5日(土) 新入園児旗取り 10:45～
◆高齢者のためのしごと・ボラ
ンティア合同説明会
職場や地域で活躍したい。社会の
ために役に立ちたい。そんな高齢
者の皆さんを後押しするため、し
ごと・ボランティア合同説明会を
開催します。
企業との面談ブースのほか、専
門相談員が皆さんのご希望を丁寧
にお伺いする相談ブースも用意し
ています。 ※参加無料・申込不要
◆対象 概ね60歳以上
◆日時 9月19日（木）
13:00～15:30
(受付 12:30～15:00)
◆場所 久留米商工会館５階大ホール
久留米市城南町１５－５
●問合せ
福岡県７０歳現役応援センター
久留米オフィス ☎0942-36-8355
ホームページ：http://70-f.net/

☆旗取り希望の方は、事前にお申し込みください。

*入園申込み 11月5日(火)～8日(金) 9:00～17:00
☆入園申込用紙は吉井幼稚園に準備しています。

●問合せ・申込 吉井幼稚園 ☎75-3281

消費税軽減税率制度説明会のご案内
～軽減税率制度は、すべての事業者の方に関係があります～
下記のとおり消費税軽減税率制度説明会を開催しますので、
ご参加ください。なお、参加費は無料となっております。
①9月 4日(水)

13:30～15:00

②9月11日(水)

13:30～15:00

久留米税務署2階大会議室
①②とも定員50名
※筆記用具をご持参ください。
●問合せ 久留米税務署 総務課 ☎0942-32-4461 内線2221 担当 広滝

