くらしの情報
保

健

◆断酒会 1月の開催日
◆お酒を断めようと思っても断め
られない方、お酒の異常飲酒でお
困りの家族の方、断酒会に参加して
一緒にお酒を断めましょう。

◆浮羽断酒友の会 19時～
◆7日・21日（火）うきは市民センター
●問合せ 中野淳一さん
☎090-3605-6724

◆浮羽断酒会(12月例会)20時～
◆6日・20日（月）総合福祉センター
◆13日（月）筑後吉井こころホスピタル
◆27日（月）朝倉市総合市民センター
●問合せ 田中義嗣さん
☎0943-72-2890

相

談

◆｢境界問題無料相談会｣
◆1月22日（水） 13時～16時
◆久留米篠山校区コミュニティー
センター（久留米市城南町22-28）
◆境界問題、土地の分筆や建物の
新築等に関する相談
◆相談料=無料 ◆電話・FAXにて
予約が必要です。（平日10時～
17時、12時～13時除く）
1日6枠（相談時間30分）
●予約・問合せ
福岡県土地家屋調査士会 事務局
☎092-741-5780
FAX092-731-5202
※次回2月26日（水）、3月25日（水）

募集・試験
◆第3回危険物取扱者試験

◆申請先 〒812-0034
福岡市博多区下呉服町1-15
（一財）消防試験研究センター
福岡支部 ※試験案内、申請書は
久留米広域消防本部の各消防署
及び出張所にあります。
【電子申請】
令和元年12月16日～令和2年1月6日
◆申請先
（一財）消防試験研究センターHP
https://www.syoubo-shaken.or.jp
●問合せ （一財）消防試験研究センター

☎092-282-2421

◆県立久留米高等技術専門校
【医療事務科6期】
◆訓練期間
令和2年2月4日～4月30日
◆西日本新聞パソコン教室久留米校
◆対象=公共職業安定所長から受講
あっせんを受けることができ、訓練を
受けて関係職種へ就職を希望される人
◆定員=20名
◆試験日=令和2年 1月15日
【パソコン初級・中級連続養成科6期】
◆訓練期間（託児サービス有）
令和2年2月4日～6月30日
◆ビジネススクールLinktoLink久留米校
◆対象=公共職業安定所長から受講
あっせんを受けることができ、訓練を
受けて関係職種へ就職を希望される人
◆定員=20名 （託児定員5名）
◆試験日=令和2年 1月16日
☆いずれも選考方法は学科試験、面
接試験 ☆申込締切1月6日 ☆申込書
は住所所管のハローワークに準備
☆試験場所は久留米高等技術専門学
校 ☆受験料・受講料は無料（ただし
入校時に教科書代等の経費が必要）
●問合せ ☎0942-32-8795

お 知 ら せ
◆臨時職員等登録制度のご案内

◆対象職種 小・中学校講師（常勤・
◆試験日及び試験会場
非常勤）、養護助教諭、学校栄養
令和2年2月23日（日）
職員、学校事務職員
北九州地区（九州国際大学）
◆対象者 希望する校種・教科の教
筑後地区（久留米大学御井学舎）
員免許状を有する人（取得見込可、
令和2年3月1日（日）
事務職員は不要）
福岡地区（九州産業大学）
◆勤務場所 うきは市、久留米市、
筑豊地区（福岡県立大学）
朝倉市、朝倉郡、三井郡、小郡市
◆試験種類 全種類
の公立小・中学校
※試験日・会場は変更になる場合があります。
※週数時間から勤務可能
【書面申請】
●問合せ 北筑後教育事務所
令和元年12月19日～令和2年1月9日
☎0942-32-3161

◆お仕事をお探しの方、無料職業
紹介所に求職登録しませんか？
無料職業紹介所では、うきは市民の
皆さんの求職登録を随時受け付けて
おります。登録後は求人の情報提供
や紹介も行います。尚、ハローワーク
求人情報の閲覧及び失業認定者の方
の求職活動の証明も受け付けており
ます。

◆平日のみ 8時30分～17時15分
◆うきは市民センター別館U-BiC
（市立図書館横）
●問合せ ☎76-9095
ukihashigoto@city.ukiha.lg.jp

◆筑後地域消防指令センターからの
お知らせ
現在、福岡県南部を管轄する７消
防本部（甘木・朝倉、久留米広域、
八女、筑後市、柳川市、みやま市、
大牟田市）が、共同で筑後地域消防
指令センター（久留米市）の運用を
行っています。
筑後地域消防指令センターでは、
福岡県南部からの１１９番通報を一
括して受信し、各消防署へ出動指令
を行っています。また、高校生以上
の団体を対象に、施設見学を随時受
付けておりますので、下記までお電
話ください。見学の際には、１１９
番通報の仕方等も研修しています。
●問合せ
筑後地域消防指令センター
☎0942-41-0411
FAX 0942-41-0416
http://www.center-chikugo119.jp/

〒839-0815
久留米市山川沓形町3番地15

安心安全まちづくり
◆消防団警戒巡視活動
毎月１日、１５日及び秋季・年
末・春季の防火週間の早朝、夜間
において、消防自動車の赤色灯と
警鐘による防火・防犯警戒巡視活
動を実施しています。各分団毎に
一斉に実施しますので、地域の防
火・犯罪抑止に大きく役立ってい
ます。

安心やNET（ねー）

◆第26回ぼくたちわたしたち
の作品展 小郡特別支援学校

お さ そ い

◆うきは絆プロジェクト
～支援チャリティ～

◆うきは市文化協会からお知らせ
ニューイヤーコンサートを開

うきは署では、少年の健全育成
を目標として、少年補導員が管
理・運営する｢うきは絆農園｣で野
菜を栽培しています。この農園で
収穫した野菜と猟友会の有志から
頂いた猪肉を使って、少年学生ボ
ランティアなどと協力し、猪汁の
炊き出しを毎年行なっています。
今年は11月10日にJAにじ耳納
の里で開催し、多数の来場者に猪
汁を振る舞うことができました。
このプロジェクトは、チャリティも兼
ねており、令和元年8月に佐賀で発
生した豪雨災害に寄付させていた
だきました。

催いたします。練習の成果を活か
して、合唱曲の発表を行います。
団員一同、皆様のお越しをお待ち
しています。
◆令和２年１月１３日（月）
開始１４：００ 終了１６：００
※時間は予定のため変更となる可
能性があります。
◆うきは市白壁ホール
◆入場料 ５００円
●主催・問合せ
｢合唱団翼｣
団長 西 栄子（ニシ エイコ）
☎72-3301

◆「夢をかたちに、心をいろに」
◆小・中学作品展示
令和2年1月23日（木）～1月29日
（水）9時～19時（最終日15時）
◆高等部作品展示
令和2年1月30日（木）～2月5日
（水）9時～19時（最終日15時）
◆小郡市生涯学習センター
（小郡市大板井1180-1）
☎0942-73-2084
｢夢をかたちに、心をいろに｣を
テーマに、デザイン、立体工作等、
約200点の児童生徒の個人作品や
共同作品を展示予定。
●問合せ
福岡県立小郡特別支援学校
☎0942-73-3437

年末年始カレンダー
休日在宅医
～身近な犯罪･交通事故発生状況～
《うきは署管内10月中》
交通事故(物件・人身)94件、
性犯罪2件、侵入盗1件
自転車盗難4件 【うきは警察署】

田主丸中央病院（田主丸）

72－2460

１月2日(木)

田主丸中央病院（田主丸）

72－2460

１月3日(金)

田主丸中央病院（田主丸）

72－2460

日野医院（田主丸）

72－3027

くまがえクリニック（田主丸）

72－2528

消防・防災

寒さが次第に増し、暖房器具を使
用する機会が多くなる季節を迎え
ました。暖房器具は使用上の注意
を怠ったり、使用方法を間違えた
りすると火災に至る危険性があり
ます。
暖房器具による火災を防ぐポイント
・電源を入れたまま給油しない
・上部に洗濯物を干さない
・燃えやすい物を近くに置かない
・外出時や寝る前は必ず電源を切る
・使用上の注意を確認する
正しく暖房器具を使い、火災を起
こさないように気をつけましょう

連絡先

１月1日(水)

１月5日(日)

◆暖房器具による火災に注意

病院名(内科・外科の順)
※診療時間9時～17時

※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下さい。

休日歯科医

病院名(内科・外科の順)
※診療時間9時～17時

連絡先

12月30日(月)

古賀歯科医院（浮羽町）

77－2525

12月31日(火)

岩佐歯科医院（田主丸町）

72－3063

1月1日(水)

よこみぞ歯科（田主丸町）

73－4118

1月2日(木)

うすき歯科医院（田主丸町）

73－0003

1月3日(金)

竹上歯科医院（田主丸町）

74－1181

●うきはバス 1月1日～5日まで運休
●庁舎間バス 12月28日～1月5日まで運休
●デマンドタクシー 12月29日～1月3日運休

