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掲載記事は 月 日時点で作成しています。
新型コロナウイルス感染症による影響で、掲載

記事の変更やイベント等が中止・延期となる
場合があります。詳しくは市ホームページ、各
問い合わせ先で確認してください。

毎年 月 日は水循環基本法で「水の日」と定
められています。今号４～５ページでは、「うき
は市の豊かな地下水“うきはの恵水 めぐみ ”」
をテーマにお知らせします。
市では、平成 年度から か年にわたり、地下

水に関する調査を行った結果、平地部にたまって
いる水の総量は約 億㎥と推計されました。
山間部に降った雨は森林や棚田に保たれながら、
地下深くしみ込み、年月をかけて流れてきます。
また、筑後川の水は、先人の偉業で造られた大石
用水、袋野用水を通じて田畑に引かれますが、夏期
には地下にしみこむ水の量（涵養量）が多くなり、
水位が冬期に比べて約 ～ ｍ高くなります。
このような地理的条件、そして、先人の努力に

より、豊かな地下水がもたらされています。

今月の表紙

めぐみ

写真上：大石用水取水口
写真下：大石堰から広がる田畑の風景
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うきは市の地下水“うきはの恵
め ぐ み

水”



　このように大切な地下水を守るため、市民のみなさまも環境保護や節水等の取組をお願いいたします。
　他方で、市内でも地下水の水量や水質に課題を抱えていたり、また、将来への懸念から上水道による
良質な水の安定供給を望まれている御家庭もあります。市では小石原川ダムに水道用水の水源を確保
しており、地域の状況や市民みなさまの御意見も十分に踏まえながら、上水道整備に向けた取組を
進めてまいります。
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め ぐ み
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児童扶養手当・特別児童扶養手当

母子・父子世帯等の安定を図り、自立を促進することを目的に、父母の離婚・父（母）
の死亡などによって、父（母）と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する
制度です。（支給要件あり）

吉井幼稚園 令和 年度入園説明会

児童扶養手当

特別児童扶養手当

※子どもたちは、別室でふれあい遊びをします。

月は、現況届の月です。

全部支給 円

一部支給 円～ 円

児童２人目は、 円の加算・３人目
以降は 円加算。 全部支給の場合）

※令和 年 月支給分から、支給額が改定されます。

精神または身体に障害がある 歳未満の児童を監護している父か母、又は父母に代わって、
その児童を養育している人に支給されます。（支給要件あり）

重度障害児（１級） 一人につき 円

中度障害児（２級） 一人につき 円

また、昼間の集中受付日 月 日（金）の ～ には久留米ひとり親サポート
センターによる就業相談も実施しています。

お子様のご入園をお考えの方は、お気軽にご参加ください。
☆入園を決めなくても参加できます☆

日時 月 日 土 ～

会場 吉井幼稚園 お遊戯室・保育室

内容 本園の概要及び特色、年少・年中・年長児の保育内容、質問、応答

※コロナ感染症対策のため、マスク着用と保護者 名の参加でご来園ください。

写真：吉井幼稚園 より

『できた！』の日々
キラキラ輝く瞳 そこから広がる可能性

●問合せ 吉井幼稚園 ☎

●問合せ うきは市福祉事務所子育て支援係 ☎
※市役所西別館のみの受付になりますので、ご注意ください。

」にご連絡ください。

児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給されている方へ

※詳しくは、市役所福祉事務所子育て支援係「

★現況届をお忘れなくご提出ください。

この届は、受給者の前年の所得状況と８月現在の児童養育状況を確認するためのものです。
この届を忘れますと、引き続き受給資格があっても、以降の手当が受けられなくなります。
また、２年以上届出がないと時効となり、支払を受ける権利がなくなりますので、ご注意く
ださい。
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デジタルチケットとは
お手持ちのスマートフォンのアプリ上で購入する、温泉・宿泊施設利用チケットとなります。

温泉・宿泊施設を利用の際に コードを読み取り、簡単な操作をするだけで支払いが可能です。

販売価格

内訳） 円（温泉・宿泊施設でのみ利用できるデジタルチケット）
円（市内登録店舗でのみ利用できるデジタルクーポン）

※利用できる施設についてはうきは観光みらいづくり公社 （ ）にて
ご確認ください。

購入方法 右記 コードを読み取りアプリをインストールしてください。

その他

○各宿泊施設は新型コロナウィルス感染拡大防止の対策に取組んでいますので、
ご利用される場合は感染拡大防止に向けたご協力をお願いいたします。

○新型コロナウイルスの状況によっては、実施期間等を
変更させていただく可能性がございます。

○予算の上限に達し次第販売を終了させていただきます。

企業版ふるさと納税の寄付をいただきました。
ソリッド株式会社（本社：大阪市中央区） 寄付額： 万円

「ネットワークを利用したデバイスの製造とそれに付随するソフトウエアの開発を主たる事業
とする弊社は、日本の 教育の遅れと、それに伴う 人材不足について大変な危惧を抱いて
おります。このたびのうきは市の を活用した先進的な教育へのお取り組みには共鳴するもの
があり、ご寄付させていただきました。弊社の支援がうきは市の教育のご発展と、世界的人材の
ご輩出につながればご幸甚です。」

ありがとうございました。

ソリッド株式会社より

不用な携帯電話・使用済インクカートリッジ回収ボックス設置

うきは市では、限りある資源やモノを大切に使い、未来
につなげていくため｢持続可能な社会をつくる｣取り組みと
して、不用になった携帯電話（スマートフォン含む）や
使用済インクカートリッジのリサイクルを進めています。
市役所１階に回収ボックスを設置していますので、市民

のみなさまのご協力をお願いいたします。

市民生活課カウンター 市役所正面玄関

うきは宿泊・日帰り旅行助成事業デジタルチケットを販売します！
うきは宿泊・日帰り旅行助成事業のデジタルチケットが 月 日（月）から販売されます。

円（一律）※クレジットカード（ 、 ）決済のみ

利用可能金額合計 円

利用可能期間 令和３年８月２日から令和４年１月３１日まで

●問合せ うきは観光みらいづくり公社 ☎

●問合せ 企画財政課企画調整係 ☎

●問合せ 市民生活課生活環境係 ☎
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はかりの定期検査

計量法に基づき、はかりの定期検査を以下のとおり実施します。はかりを取引・証明
に使用されている方は、必ず受検してください。検査の対象は商店や事業所で取引や証明
用に使用して いる「はかり・分銅・おもり｣です。大型のはかり（ひょう量が３００ｋｇ
を超えるもの）の検査につきましては問い合わせ先までご連絡ください。

検査月日 検査時間 検査場所

９月 日（水）
９月 日（木）

： ～ ：
： ～ ：

うきは市役所（西別館）
うきは市吉井町新治３１６番地

９月 日（金）
９月 日（月）
９月 日（火）
９月 日（金）

： ～ ：
： ～ ：

うきは市民ホール（かわせみホール）
うきは市浮羽町朝田５６１番地１

※検査手数料一覧表

●非自動はかり
○検出部が電気式のもの
・ひょう量が ㎏以下のもの 円
・ひょう量が ㎏以下のもの 円
・ひょう量が ㎏以下のもの 円
○棒はかり又は光電式以外のばね式指示
はかりのうち、直線目盛があるもの 円

○左記以外のもの
・ひょう量が ㎏以下のもの 円
・ひょう量が ㎏以下のもの 円
・ひょう量が ㎏以下のもの 円
○分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 円

☆最小の目量又は感量がひょう量の ／ ､ 未満のものにあっては、 倍の金額となります。

公共交通を利用しよう
～うきは市総合時刻表を作成しました～

うきは市では公共交通機関の利用促進を目的に、市内を

運行する各種公共交通機関（ ・西鉄・うきはバス等）の

時刻表を記載した｢うきは市総合時刻表｣を作成しました。

うきは市ホームページへの掲載及び下記施設の窓口等に設

置していますので、手に取っていただき、公共交通機関の

利用をよろしくお願いします。

（注）令和 年３月末時点での時刻表を記載しています。

年度途中でのダイヤ改正や緊急対応による運休には対応

していませんのでご注意ください。

●問合せ 市民協働推進課コミュニティ支援係 ☎

【配架場所】
うきは市役所窓口、浮羽市民課、るり色ふるさと館、
市立図書館、地区自治協議会 （ か所）、
うきはアリーナ、総合福祉センター、観光会館土蔵、
市内 の 各駅、西鉄バス吉井営業所など

●問合せ 指定定期検査機関 一般社団法人 福岡県計量協会 ☎
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うきはアリーナ利用券

※回数券は 回分お得です（ 回ご利用可能）

うきは防災だより

次回は ／ （金）
御幸コミュニティセンター

毎月第 金曜日 ～

珈琲無料
私の 《マイ》避難（場所）
を具体的に検討してください。

※避難先は市の「指定避難所」だけではありません。

日時： 月 日（金） ～
場所：御幸コミュニティセンター

「分散避難」を考えてください。

指定避難所

安全な自宅

親戚・友人宅
ホテル

※ご家族やご近所の方々などと話しあってみてください。

感染の心配よりも
命の確保が優先です。

知っていながら準備しない、できない
災害はいつ発生するか分かりません
今の時期に準備をしましょう

ご近所やお友だちをお誘いのうえ
ご参加ください。

うきは市 月入札結果

工事名 落札者名 落札金額（税込） 予定価格（税込）

浮羽中学校管理棟屋根防水工事 （株）矢野組

一の瀬団地受水槽更新工事 （有）伊福綜合設備

（単位：円）

リニューアル！トレーニングジムは新しいマシンがズラリ揃いました！！

種類 対象 市内料金 市外料金
一般・高校生

小・中学生・満 歳以上 歳未満
温水プール及び
サウナ利用券
（当日利用 ）

歳以上
一般・高校生

小・中学生・満 歳以上 歳未満
歳以上

一般・高校生
中学生・満 歳以上 歳未満

トレーニングジム
利用券

（当日利用 ）

歳以上
一般・高校生

中学生・満 歳以上 歳未満
歳以上

一般・高校生
中学生・満 歳以上 歳未満

フリーパス券
（当日利用 ）

歳以上
一般・高校生

中学生・満 歳以上 歳未満
歳以上

¥310 ¥520
¥210 ¥410
¥100 ¥210
¥ 3,100 ¥5,200
¥ 2,100 ¥4,100
¥ 1,000 ¥2,100
¥210 ¥410
¥150 ¥310
¥100 ¥210
¥2,100 ¥4,100
¥1,500 ¥3,100
¥1,000 ¥2,100
¥ 410 ¥620
¥310 ¥520
¥210 ¥410
¥ 4,100 ¥6,200
¥ 3,100 ¥ 5,200
¥ 2,100 ¥4,100

当
日
券

回
数
券

当
日
券

回
数
券

当
日
券

回
数
券

●問合せ うきは市立総合体育館 うきはアリーナ ☎

防災カフェ営業中

「非常持出品」を特集！

／防災ネットワーク・うきは☎●問合せ 市民協働推進課☎
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くらしのカレンダー
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第 回人権セミナー（無料 視聴）
人権セミナーは、様々な人権について考えることで、お互い尊重する

「人権のまちづくり」を目指して開催しています。是非、ご視聴ください。

配信期間 月 日（日）～ 日（土）【 分程度】
演題 「多様な性を生きる 知っていますか？ 」
講師 法人 理事長 五十嵐 ゆりさん

●問合せ人権・同和対策室 ☎

【Ｗｅｂ視聴の申込み】
右記ＱＲコードもしくは、うきは市ホームページからお申し込みください。
申込み完了後、動画 をお送りします。
「うきは市ホームページからの申し込み方法」
※うきは市 ＞（分野からさがす）教育・人権＞人権・同和対策
＞第 回人権セミナー＞チラシ「うきは市人権セミナー申込フォーム」から
申し込みが可能となります。
【Ｗｅｂ視聴申込み締切り】 月 日（土）
【視聴方法】パソコン、タブレット、スマートフォンやインターネット環境が備わったテレビ等で

ご視聴いただけます。
※禁止事項
①著作権・肖像権の侵害②ひぼう中傷・名誉き損・講師など他者へのひぼう中傷、名誉き損に当たる行為、講演を
妨害するような迷惑行為 ③視聴制限（申込者本人以外の視聴）④ の第三者への提供や拡散

申込み
コード

介護予防サポーター養成講座 受講生募集
市では健康づくり、介護予防についての情報を知り、地域での「集いの場」や健康づくり
などの活動をサポートできるよう、下記の内容で養成講座を実施しています。

地域活動やサポートまでは自信がない…という方でも、まずはご自分の健康づくり、介護予防に
ついての勉強の場として気軽にご参加ください。

【参加者の声】
★毎週の実技のおかげで、血糖値の改善がみられた。運動の習慣がついたので、地域のみなさんに
も伝えたい。
★サポーター活動をしていると、地域のみなさんから元気をもらい、結果自分のためになってます。

終了後、フォローアップ教室に参加いただきながら、希望者には地域での集いの場等への
サポーター活動にご協力いただいています。

【日程・会場等】

内容 介護予防概論 ロコモ・認知症 口腔機能向上 栄養・食事

講義
全日程金曜日

～
各講座１回以上参加

月 日 月 日 月 日 月 日

月 日 月 日 月 日 月 日

実技
毎週金曜日に実施している『元気が出る学校』へ８回参加

毎週金曜日 ～
会場

実技・講義
市役所西別館

（ 月 日は、千年コミュニティセンター）

※新型コロナウイルスの感染状況により中止させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

※途中からの受講でもかまいません。
講義は、毎日の生活のなかでもすぐに役立つ内容で、実技は教室へサポート役として参加しますが、
ご自分でお家でもできる体操等の実技が中心です。
参加費：無料
事前予約制（申込み多数の場合は人数制限をさせていただく場合がございます。詳細は、下記問い合 
　　　　　　わせ先へご連絡ください。）

●申込・問合せ 保健課介護・高齢者支援係 ☎

終了後、フォローアップ教室に参加いただきながら、希望者には地域での集いの場等への
サポーター活動にご協力いただいています。

詳細は、下記問い合わせ先へご連絡ください。）
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福岡県外国人材受入企業講習会

～男女共同参画センター・だんだん講座～

①保護者向け金銭教育講座
お小遣いの使い方を通じて、お金のコントロールの仕方を学ぶ

「おこづかいのつかい方講座」と、子どもが自立するために把握
しておくことを学ぶ「若年者ひとり立ち講座」の 本立てで開講します。

開催日時 令和 年 月 日（土）

①午前の部 ～ 「おこづかいのつかい方講座」未就学・小学生低学年の保護者向け

②午後の部 ～ 「若年者ひとり立ち講座」中学生・高校生の保護者向け

募集人数 午前、午後 各 名 受講料 無料 会場 うきは市立図書館 階小ホール
（うきは市浮羽町朝田 ）

講師「 事務所羅針盤・中山文江社会保険労務士事務所」中山文江さん

②未来のリスクに備える、これからの暮らしのための整理収納講座
子どもは巣立ったけれど、そのまま残っている子どもの物はどうしたらいいの？高齢になった
親が住む実家の片づけ、整理を進めて安心して暮らしてほしい。衣類に食器に布団に思い出の物
がいっぱい。どこから手をつけたらいいの？
今後の暮らしを安全＆安心な気持ちで過ごすための「整理収納」を一緒に考えましょう。

開催日時 令和 年 月 日（土） ～

募集人数 各 名 受講料 無料 会場 うきは市立図書館 階大会議室
（うきは市浮羽町朝田 ）

講師 整理収納アドバイザー おしゃれ終活 俺の終活 認定講師 山田玲子さん

①②講座とも、無料託児あり。４ヶ月から就学前のお子さま。要予約。

●講座申込・問合せ
男女共同参画センター・だんだん ☎ ／

歳で成人
になるけど
･･･

福岡県では、外国人労働者が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮し適正に就労できるように、
県内企業を対象に、窓口での相談対応や、講習会を実施します。

月から 月の毎月第 土曜日と第 水曜日（ ～ ）に

第一回 不法就労助長罪に関する注意喚起（ 月 日、 日）
第二回 技能実習・特定技能等の就労資格（ 月 日、 日）
第三回 外国人採用の実際 （ 月 日、 日）
第四回 留学生を雇用する際の手続き等 （ 月 日、 日）

をテーマとしてウェビナーを使ったオンラインセミナーを開催します。
うきは市でも第 水曜日に特設会場を設けて、インターネット環境が整っていない方や
パソコンやタブレットの操作に自信がない方にも受講いただけるよう準備しています。

●予約・問合せ 福岡県外国人材受入企業相談窓口 ☎ （ハローフクオカ）

特設会場：うきは市民センター別館 ２階セミナールーム（うきは市浮羽町朝田 ）
（設置日 第一回 月 日、第二回 月 日、第三回 月 日、第四回 月 日）

参加費無料

インターネット環境が整ってない方、パソコンやタブレットの操作に自信がない方も
受講できます！
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うきは市民大学（まなび舎うきは）一般教養学部

うきは市地域産業資源活用事業補助金の公募

米・麦・大豆はすべて福岡県産、塩は世界遺産のシャークベイの天日塩を使い、昔ながらの
合わせみそ造りをお教えします。一緒にみそを手造りしてみませんか。

●申込・問合せ （有）弥吉醤油 ☎

みそ造り教室

日 時： 月 日（土） ～ 時間半程度（受付 ～） 講師：弥吉浩督さん

場 所：うきは市立図書館 階創作室（うきは市民センター／浮羽町朝田 ）

定員： 名 参加費： 円 申込受付： 月 日（土）まで

持参品：エプロン、三角巾、筆記用具、でき上がったみそを入れる容器

（甕（かめ）、樽、タッパ等の ℓ以上入る容器）
※ 円で容器の販売をしています。

※託児なし（お子さまもご一緒に参加できます）

※新型コロナウイルス感染症の状況次第で内容が変更になる場合があります。
※密集等が気になられる方は、当日材料のお持ち帰り（ご自宅で自分で作る）することもできます。

地域産業資源を活用した新商品・新サービスの開発や販路開拓等に取り組む事業者を
支援します。

補助対象者 交付申請を行う日までに１年以上事業を営んでいる実績があり、かつ、
次のいずれかに該当するもの。

○うきは市内に事業所を有する法人 ○うきは市内に住所及び事業所を有する個人

補助上限額： 万円／補助率：定額補助支援内容

公募締切 令和 年 月 日（金）

申請方法 申請の詳細につきましては、うきは市ＨＰにてご確認下さい。申請書も
ダウンロード可能です。

●問合せ うきはブランド推進課商工振興係 ☎

一般家庭用井戸水の水質検査の募集
井戸水の水質検査を希望される人はお申し込みください。
申込時に容器をお渡しします。

検査申込み
受付期間 月 日（月）～ 日（金） ～ まで
受付場所 水資源対策室水資源対策係（うきは市役所２階）

浮羽市民課（うきは市民センター２階）受付のみ
検査項目 飲用適否基本 項目検査 円

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、
有機物、鉄、硬度、塩化物イオン、ｐ 値、味、臭気、色度、濁度 など

容器の回収 申込みをされた人は 月 日（木）に井戸水と検査料金を持参してください。
回収場所 うきは市役所吉井庁舎１階ロビー

●問合せ 水資源対策室水資源対策係 ☎

お住まいの飲み水は
大丈夫ですか？
定期的な水質検査で
水質を確認しましょう
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対象事業 個性的で創意と工夫に満ちた事業で、永続性があり、うきは市内の多くの関係者に恩恵を
与え、うきは市全域の地域活性化のため寄与する事業です。上記の①と②は、産業振興、観光振興、
子育て支援や子どもの教育推進のいずれかに該当するもの。③は、ハード整備のみが対象で、既存の建
築物を活用した地域振興に資するもの、または、子育て・産業・観光等の拠点に該当するもの。
補助対象者

条件 ＝ 歳以上の５人以上の構成団体で、 ／ 以上
がうきは市民である

条件 ＝市内に活動拠点のある 法人
条件 ＝市内遊休施設を活用する民間事業者
条件 ＝うきは市民で構成された団体・個人
上記の①は、条件 ～ ②は条件 ③条件 ～

ふるさと創生
個性あるまちづくり事業・人材育成事業の募集開始

①個性あるまちづくり事業補助、②人材育成事業助成、③クラウドファンディング活用型個性ある
まちづくり事業補助です。

下記のとおり、本年度後期分を 月 日まで募集します。事業認定（交付）には審査委員会に
よる審査があります。

個性的で、市全域の
活性化に寄与する
永続的な事業を
支援します

事業名 補助率と限度額について
※補助事業要綱等詳しくはうきは市ホームページ
をご覧ください。
①個性あるまちづくり事業
工事を伴う事業は限度額 万円 補助率 以内
工事を伴わない事業は限度額 万円補助率 ％以内
②人材育成事業
限度額 人 万円、 事業 万円
研修等主催者、事業内容に応じて 補助率 、
５０％、 に分かれます
③クラウドファンディング活用型個性あるまちづ
くり事業
工事を伴うハード整備事業のみ対象で限度額
万円。ただし、クラウドファンディングで事業経
費の ％以上を集めることができた後に交付申請
となります。

■募集・申込方法
月 日（火）までに《必着》、ふるさと
創生事業実施計画書（市ホームページまたは
地域振興係設置）を、うきはブランド推進課
地域振興係〈うきは市民センター 階〉へ
提出してください。
●問合せ 地域振興係
（ ☎ 、 、

へ事前にご相談
ください。
【スケジュール】
◆上記の①と②の場合
月下旬審査委員会開催→事業が採択されたら、
月初旬交付申請→事業開始→ 月末までに

実績報告書の提出。
◆上記の③の場合
月下旬審査委員会開催→事業が採択されたら、
クラウドファンディング（ ）開始→ 成功
後に交付申請→ 月末までに実績報告書の提出。

３つの「ふるさと創生」補助制度があります

①個性あるまちづくり事業
の過去の事例

五庄屋の精神に学ぶ「舟
下り」用の木造舟の新た
な制作
地域に根ざしたローカル
ウェブメディアを設立し、
うきは市の情報を発信す
る事業

②人材育成事業の過去の事例

イノシシ捕獲及び加工に
関する研修（新川・田篭
地区の捕獲従事者が武雄
市で捕獲と加工の先進事
例を学んだ）
森林セラピー先進地研修
（森林セラピーガイドが、
日南市で先進地視察をし、
イベント事例について研 修
を行った）

③クラウドファンディング
活用型個性あるまちづく
り事業は、本年度開始す
るものです

審査後認定を受けたハード
整備事業のクラウドファン
ディングを実施し、事業
経費の半分以上を集める
必要がありますが、残りの
事業経費について、限度額
万円以内で補助します。
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夏でもひんやり、マイナスイオンをたっぷり浴びながら森林セラピー案内人と
妹川の滝巡りを体験してみませんか。

一日森林セラピー妹川の滝めぐりコースを歩こう

日時： 月 日（日） 午前 時 分集合～ 時 分頃解散
集合場所：調音の滝駐車場

参加料： 人 円（ガイド料）
※昼食はついていません。
※お弁当希望の場合はプラス で対応可能

持参品：昼食、飲み物、タオル、雨具、帽子、敷物
服 装：長袖、長ズボン（虫刺されや草まけ予防）

履き慣れた運動靴

事業者の皆さん、無料職業紹介所に求人登録しませんか？
無料職業紹介所では、うきは市内の事業者さんの求人登録を随時受け付けております。

雇用形態は、正社員に限らず、臨時・パートタイム・アルバイトなども登録しております。

なお、公益法人福岡県高齢者能力活用センター（久留米）では経験豊富なベテランを採用

したいと考えている求人企業を募集してます。 で確認可。同センター☎

場 所 うきは市民センター別館
（うきは市浮羽町朝田 ）
☎

メール

時 間 時 分～ 時 分（平日のみ）

予約方法
週間前までに、下記の申し込み先までご予約をお願いします。
うきは市癒しの旅先案内人協会 ☎
※お弁当を注文された方のキャンセルにつきましては、実施 日前の
時までに必ずご連絡をお願いします。キャンセルが遅れた場合や

当日ご参加いただけなかった場合は、キャンセル料が発生しますのでご了承ください。

再生工房の料理教室

月 日（金） ～ メニュー：「夏のおもてなし料理」

月 日（金） ～ メニュー：「手づくり餃子」

耳納ねっと！では、料理教室を開催しています。 月の教室は下記のとおりです。

●問合せ 再生工房 耳納ねっと！ ☎

参加には、受講料と材料代が必要になります。なお事前の予約が必要です。
耳納ねっと！では、料理教室の他、リフォーム・布ぞうり・裂織・一閑張り・
きんつぎ教室、ダンボールコンポスト講習会を開催しています。皆様のご参加を
お待ちしています。
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10日、
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広域情報
新型コロナウイルス感染拡大の影響による、イベント等の開催内容変更がある場合が

ございます。変更などの詳細は主催者に直接お問い合わせください。

◆久留米地区職業訓練協会
①弥生会計入門
◆ ～ （水）

～
◆対象 簿記 級程度の知識をお
持ちの方
◆定員 名
◆受講料 円
②医療従事者セミナー
◆ （水） ～
◆対象 医療従事者
◆定員 名
◆受講料 円
③テーマ別 時間講座

活用講座①
◆ （火）
◆対象 のビジネスでの活用
を考えている方
◆定員 名
◆受講料 円
※場所は①～③いずれも
久留米地域職業訓練センター
※電話予約後、申込書･案内書を
お送りしますので、ご入金をお願
いします。
先着順受付、定員になり次第締切
●問合せ
久留米地域職業訓練センター
（久留米市東合川 ）
☎

◆久留米広域消防本部消防職員
採用試験
◆職種・人員 消防吏員 名程度
◆資格 平成 年 月 日から平成
年 月 日までに生まれた人

◆試験日・会場 月 日（日）
久留米市立久留米商業高等学校
（久留米市南 丁目 ）
◆試験案内開始 月 日（日）～
◆申込期間 月 日（木）～ 月
日（水）郵送のみ受付
月 日（水）の消印有効
◆試験案内・受験申込書配布場所
・消防本部人事研修課
・久留米、三井、浮羽、三潴、大
川消防署及び各消防出張所
・久留米市、大川市、小郡市、う
きは市、大刀洗町及び大木町の市
（町）庁舎の総合案内 等
なお、ホームページでも案内して
います。
●問合せ久留米広域消防本部
人事研修課
☎

◆行政書士による暮らしの無料
相談会
◆日時＝ 月 日（水）

～ （予約不要）
◆うきは市立図書館 階小会議室
◆内容＝相続・遺言などの相談
に応じます。
●問合せ
福岡県行政書士会くるめ支部
行政書士ひろざわ事務所
廣沢暢臣☎

◆福岡県司法書士会「相続・
遺言推進月間」
◆日時＝ 月 日（日）～ 日（火）
※相談日時は紹介先の司法書士
と調整ください
◆場所＝福岡県司法書士会会員事務所
◆紹介 司法書士総合相談センター
にて、最寄りの司法書士事務所を
ご紹介いたします。
【司法書士総合相談センター】
☎
（ 月 日・ 日を除く平日

～ ）
●問合せ
☎
（ 月 日・ 日を除く平日

～ ）

講座・講習会・試験
相 談

FAX0942
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～ちくご路かわら版～
～うきは市～
◆フルーツ王国うきはのぶどう狩り
＆なし狩り

甘くやさしい香りに包まれたフルーツの宝庫
うきは市。
夏はぶどう狩り（ 月上旬～ 月下旬）＆
なし狩り（ 月上旬～ 月下旬）の季節です。
新鮮とれたての味を味わってみませんか。
時間は 時から 時（お問い合わせくだ
さい。）
◆ 月上旬～ 月下旬
市内観光農園
●観光会館「土蔵」
☎

～久留米市～
◆観光ぶどう狩り
巨峰開植の地田主丸には、ぶどう狩りが楽しめる観光
ぶどう園が 軒あります。 月 日（火）から、観光
ぶどう狩りが始まります。入園無料・試食あり
【料金目安 巨峰】

～ 円 ・ ～ 円
（久留米観光コンベンション国際交流協会田主丸事務所調べ）
※料金は、各農園で設定しています。
詳しくは、田主丸ぶどう狩りナビ（

）から各農園の をご覧下さい。
◆ 月 日（火）～ 月中旬
田主丸観光ぶどう協会加入園（ 軒）
●田主丸観光ぶどう狩り案内所（ 月 日から）
☎
（公財）久留米観光コンベンション国際交流協会田主丸事務所
☎

◆県立久留米高等技術専門校
訓練生募集（託児サービス付）
介護サービス科（後期）
◆ （火）～ （水）
◆訓練会場＝久留米高等技術専門校
◆定員＝ 名
◆試験日＝ （月）
◆対象者 対象者は公共職業安定
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方。
◆申込書＝住所管轄のハローワーク
◆申込締切＝ （火）まで
◆選考方法＝筆記試験、面接
◆試験場所＝久留米高等技術専門校
◆受講料及び受験料は無料
（ただし、入校時の教科書代等必要）
●問合せ 県立久留米高等技術専門校
☎

◆一般県民向け介護講座
◆開催期間 令和 年 月まで
◆会場 クローバープラザ東棟 階
介護実習室（春日市原町 ）
◆内容 在宅で介護をされている
方、施設で介護に従事されている
方、介護に関心を持っている方な
ど、県民の皆さんを対象に介護講
座を開講しています。
・介護予防講座
・介護入門講座
・認知症介護講座
・テーマ別介護講座
◆参加費 無料
●申込み 福岡県社会福祉協議会
福祉・介護研修センター
☎

◆福岡いのちの電話第 期ボラ
ンティア募集
電話ボランティア募集
◆講座期間 年 月 日～

年 月 日
◆応募資格 歳～ 歳までの人
◆応募書類
・「第 期ボランティア」申込書
・「応募の動機」等
◆応募人数 名
事業ボランティア募集
◆応募資格
・ 歳以上
・養成講座「開講式」を受講のこと
◆応募書類
・「第 期ボランティア」申込書
・「応募の動機」
◆募集人数
特に制限はありません
◆応募締切 月 日まで
●申込み・問合せ
社会福祉法人 福岡いのちの電話事務局
☎ （平日 時～ 時）
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空手道全国大会出場！！
月 日、 月に開催された「哲心杯空手道選手権九

州大会（ジャパンアスリートカップ選抜大会）で上級
クラスの激戦区を制し、優勝した小河章悟さん（小学
年生男子の部）が市長を訪れ報告しました。小河さ
んは、大阪府立体育館で開催される「第 回ジャパン
アスリートカップ」へ出場します。

大きいツバメの巣を発見！
浮羽町の物部さん宅に
大きなツバメの巣ができて
いました。物部さんは
「こんな大きな巣は見
たことがない」と驚き
の声をあげていました。

市立図書館で交通安全教室
月 日、うきは市立図書

館で交通安全教室が行われ
ました。
図書館イベント「子ども

向け上映会」の後に、うき
は警察署による「子ども向
け安全教室」が行われまし
た。安全教室終了後には駐
車場にてパトカーや白バイ
の乗車体験も行われ、親子で
楽しめる企画となりました。

※9月生まれ（1〜3歳）を8月2日〜6日まで先着16人受け付けます。
　�写真・メッセージ（40字以内）を総務課広報係（TEL75-4980）に
お持ちください。

井
い で

手　風
ふうが

翔�ちゃん
令和2年8月9日�(1歳)

一歳のお誕生日おめで
とう♪�毎日癒しをあり
がとう♥健康で元気に
育ってね！

(上吉井 )

樋
ひぐち

口　愛
るいと

斗�ちゃん
平成30年8月27日�(3歳)

るいと誕生日おめでと
う♥誰にでも優しく沢
山のお喋りで皆に笑顔
と元気をありがとう♥

(新治団地 )

石
いしだ

田　脩
しゅうた

太�ちゃん
令和2年8月31日�(1歳)

可愛い可愛い末っ子
しゅうた♥お兄ちゃん
お姉ちゃんと仲良く、
元気に大きくなってね
♥

(21 区 )

浦
うらた

田　律
りつき

月�ちゃん
令和元年8月21日�(2歳)

2 歳のお誕生日おめで
とう♥�歌と踊りが大好
き♪これからも皆を笑
わせてね♥

(東福益 )

井
いのうえ

上　惺
るいと

斗�ちゃん
令和2年8月24日�(1歳)

1歳のお誕生日おめで
とう☆�これからも笑顔
いっぱい元気に育って
ね♪

(岩光 )

古
ふるかわ

川　想
そあ

空�ちゃん
平成30年8月27日�(3歳)

我が家の癒しのそあ♥
10月にはお兄さんだね
♥これからもねえね達
と仲良しでいてね♥

(新治団地 )

馬
ま だ

田　凰
おうすけ

右�ちゃん
令和元年8月21日�(2歳)

2 歳の誕生日おめでと
う。笑顔を絶さず元気
いっぱい育ってくださ
い。

(宮本 )

吉
きちぜ

瀬　莉
り お

央�ちゃん
平成30年8月11日�(3歳)

お誕生日おめでとう♪
いっぱいご飯を食べて
強く育ってね。紗弥と
結依と仲良くしてね☆

(上吉井 )

松
まつおか

岡　愛
いとは

華�ちゃん
令和2年8月26日�(1歳)

かわいい笑顔で癒して
くれて元気をくれてあ
りがとう♥お姉ちゃん
と仲良くね♥大好き♥

(若宮 )

甲
かいだ

斐田明
めい

依�ちゃん
平成30年8月1日�(3歳)

3 才のお誕生日おめで
とう。いつも癒しと笑
いを届けてくれてあり
がとう♥

(本町 )

廣
ひろた

田　匠
たくと

音�ちゃん
令和元年8月5日�(2歳)

お誕生日おめでとう！�
大好きだよ。これから
も元気いっぱい育って
ね。

(上吉井 )

内
ないとう

藤　　誠
まこと

�ちゃん

平成30年8月21日�(3歳)

まこちゃん、お誕生日
おめでとう！これから
もご飯をいっぱい食べ
て元気に育ってね！

(千代久 )

久
ひさとみ

冨　　玲
れい

�ちゃん

平成30年8月30日�(3歳)

れいちゃんお誕生日お
めでとう♥これからも
明るく元気にすくすく
育ってね♥

(国本 )

佐
ささき

々木統
とうり

李�ちゃん
令和元年8月17日�(2歳)

できる事が増えたね♪
元気に成長してくれて
ありがとう♥♥楽しい
時間をすごそうね♥♥

(日の岡 )

生
いくの

野　桐
とうじ

士�ちゃん
平成30年8月19日�(3歳)

お誕生日おめでと♪可
愛いとうくん大好き♥
笑顔いっぱいお腹いっ
ぱいで大きくなぁれ♥

(4区 )

永
ながまつ

松　　丈
じょう

�ちゃん

平成30年8月14日�(3歳)

誕生日おめでとう♥
ひょうきん者でいつも
笑顔を咲かせてくれて
ありがとう！

(原口 )

でも申込受付中
友達追加後「トークで申請」から申込ください。

大きいツバメの巣を発見！
　浮羽町の物部又三さん
宅に直径約 50cm のツバ
メの巣ができていました。
物部さんは「こんな大き
な巣は見たことがない」
と驚きの声をあげていま
した。
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