


うきは市議会議員一般選挙期日（投票日） 令和４年４月 日（日）

うきは市議会議員一般選挙のお知らせ

●問合せ うきは市選挙管理委員会 ☎

告示日（立候補受付日） 令和４年４月 日（日）

立候補の受付は午前８時 分～午後５時
うきは市役所 階 大会議室（午前 時以降は 会議室）

～ 一票は 未来を動かす 第一歩 ～

開票（選挙会）
月 日（日）午後 時より吉井体育センターで行います。

投票区 投票所 投票の時間

吉 井 吉井コミュニティセンター

午前 時～午後 時
千 年 千年コミュニティセンター

福 富 福富コミュニティセンター

江 南 江南コミュニティセンター

新 川 新川コミュニティセンター
午前 時～午後 時

（投票所の閉鎖時刻が 時間
繰り上げられています）

小 塩 小塩コミュニティセンター

妹 川 妹川コミュニティセンター

田 篭 田篭コミュニティセンター

山 春 山春コミュニティセンター

午前 時～午後 時
大 石 大石コミュニティセンター

御幸第１ うきは市民ホール

御幸第２ 御幸コミュニティセンター

投票所及び投票時間

投票ができる人（うきは市の選挙人名簿に登録されている人）

①平成 年 月 日までに生まれた人
②令和 年 月 日までにうきは市に転入届出をして引き続きうきは市に住民登録をしている人
※ただし、投票日の前日までにうきは市以外の市町村へ転出される方は投票ができません。
※なお、令和 年 月 日以降にうきは市内で転居された人は、転居前の投票区での投票となります。
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仕事や用事で名簿登録地以外の市区町村に滞在していて選挙期日に投票できな
い場合、選挙期日の前に、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることが
できます。詳しくはホームページをご覧ください。

仕事や用事で名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は不在者投票を！

期日前投票・不在者投票は 月 日（月）～ 月 日（土）

投票日に都合の悪い人は期日前投票を！時間 毎日午前 時 分から午後 時まで

場所 うきは市役所 階 会議室／うきは市民ホールコミュニティルーム

※どちらの投票所でも投票できます。

県選挙管理委員会が指定する病院や施設に 入院・入所している人は、その病院や施設で
不在者投票をすることができます。くわしくは病院・施設にお問い合わせください。

病院や施設に入院・入所されている人は不在者投票を

明るい選挙 みんなで守ろう 三ない運動
候補者は有権者に寄付を贈らない！

有権者は候補者に寄付を求めない！
候補者から有権者への寄付は受け取らない！

※入場券が届いていれば、入場券裏面の期日前投票宣誓書に必要事項を記入のうえお持ちください。
※新型コロナウイルス感染症対策として、当日の混雑を回避するために期日前投票をする場合の
事由は、「 」（天災又は悪天候のため）に〇をつけてください。

投票日に仕事や用事、旅行などの予定がある方は、期日前投票ができます。

身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する人や、介護保険
で要介護５と認定されている人は、郵便等による不在者投票をすることができます。事前
に申請が必要です。詳しくは、市選挙管理委員会にお問い合わせください。

【郵便などによる不在者投票】

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に
該当する方は、特例郵便投票ができます。詳細については、市ホームページに
掲載しています。

【特例郵便等投票】

【新型コロナウイルス感染症対策について】
投票所内での感染予防のための対策に取り組みますので、ご協力をお願いします。
●投票所での感染症対策
・投票所には、消毒用アルコールを設置し、定期的に換気を行います。
・投票事務従事者は、マスクを着用し、記載台、鉛筆などの消毒を定期的に行います。
●有権者の皆さんへのお願い
・ご自分で用意した鉛筆又はシャープペンシルでも投票用紙に記入できます。ご自身で持参される
ことを推奨します。（ボールペンなどは、投票用紙の汚れ防止等の観点からご遠慮願います。）

・マスク着用、咳エチケット、来場前後の手洗いにご協力ください。
・周りの人と距離を保つようお願いします。
・発熱などの症状がある方は、必ず受付で係員に申し出てください。
・投票所内が混雑しているときは、受付時に入場を制限し、お待ちいただく場合があります。
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今回の制度改正の趣旨などについては下記専用フリーダイヤルへお問い合わせください。
☎ 受付時間：月～土 時～ 時（日・祝）は休業

一定以上の所得のある方の窓口負担割合 割に
後期高齢者医療制度

いない いる

人だけ 人以上

世帯内後期高齢被保険者のうち
課税所得 が 万円以上の方がいるか※1

世帯に後期高齢被保険者が
人以上いるか

「年金収入 ＋その他の
合計所得金額 」が

万円以上か

※2

※3
「年金収入 ＋その他の

合計所得金額 」の合計が
万円以上か

※2

※3

世帯全員
が 割

世帯全員
が 割割 割

世帯全員
が 割

万円
未満

万円
以上

万円
未満

万円
以上

※ 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から、給与所得控除や
公的年金等控除等、所得控除（基礎控除や社会保険料控除等）等を差し引いた後の金額）です。

※ 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※ 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を

差し引いた後の金額のことです。

新型コロナウイルス感染症に伴う

傷病手当の支給期間が 月 日まで延長

※窓口負担割合２割の対象となるかどうかは主に以下のフローチャートをご参考ください。

給与の支払いを受けている国民健康保険の被保険者（個人事業主は対象外）が、新型コロナ
ウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、療養のために
仕事を休み給与が支給されなくなった期間に対して傷病手当金が支給されます。
申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。対象者や支給額の詳細については、
市のホームページに掲載していますのでご確認いただき、申請される際は、事前にお電話でお
問い合わせください。 ●問合せ 市民生活課国保・年金係 ☎

令和４年 月１日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者（窓口負担割合３割）
を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります。
世帯の窓口負担割合が２割の対象となるかどうかは、 歳以上の方などの課税所得や年金
収入をもとに、世帯単位で判定します。
令和３年中の所得をもとに、令和４年７月頃から判定が可能です。
電話での照会は行っていません。

●問合せ 市民生活課国保・年金係 ☎
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●問合せ 保健課食育・健康対策係 ☎

肺炎球菌の予防接種は、肺炎の発症率を抑え重症化を防ぐために
有効な手段ですので、受けることをお勧めします。

令和 年度までに定期接種または任意接種として高齢者肺炎球菌感染症の予防接種を
受けた方については助成を受けることはできません。２回目以降の接種につきましては、
自己負担になります。

注意！！予防接種費用の市からの助成は、 人 回のみとなります

【申請から接種までの流れ】
①窓口で申請

うきは市役所保健課
または浮羽市民課
（うきは市民センター 階）
で申請してください。

②郵送にて受け取り

市役所からご自宅へ
｢予診票｣を郵送します。

③事前予約・予防接種

接種を受ける病院へ事前
に予約の上、予診票を病
院に提出し、予防接種を
受けてください。

○任意接種（定期接種の対象ではない方に対する市独自の助成制度） 接種料金（自己負担額）

定期接種の対象とならない方で以下の要件をすべて満たす方
①予防接種を実施する日の属する年度の末日において
満 歳以上の方
②これまでにこの制度による助成を受けたことがない方
③肺炎球菌の予防接種に対して健康保険の適用がない方
（過去に脾臓の摘出手術をされた方は保険の適用があります）

円

接種できる医療機関

うきは市内及び久留米市
田主丸町の医療機関で
のみ

定期接種（令和 年度対象者）の方には、 月末に通知を発送していますのでご確認ください。

高齢者の肺炎球菌ワクチン接種（任意接種）

風しんの任意予防接種に対する費用助成

妊娠中の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんが、目、耳、心臓などに病気を持つ
「先天性風しん症候群」という病気にかかることがあります。風しんを予防するため、うきは市
では、風しんの抗体検査の結果、免疫が不十分だった人について、予防接種費用の全額助成を行
なっています。

実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日
助成対象者抗体検査で抗体価が低いことが判明した次の者
（ア）妊娠希望者（妊婦除く）
（イ）妊娠希望者及び妊婦の配偶者（パートナーを含む）・同居者（生活空間を同一にする頻度

が高い家族など） ※十分な免疫を保有していることが判明している場合は対象外

全額助成申請を行うためには
福岡県が実施している、無料の風しん抗体検査を受けてください。抗体検査を受けるには、必ず
事前に医療機関へお問い合わせいただき、『県の無料の検査を受けたい』旨、お伝えください。
●問合せ 福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課 ☎

抗体価が低いことが判明した場合

「風しん抗体検査の検査結果書」など風しんの抗体が低いことが確認できる書類（原本）と

本人と確認できる自動車運転免許証または健康保険証などをご持参のうえ、うきは市役所保健課

窓口へ予防接種費用助成申請を行ってください。

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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●申請受付・問合せ 保健課介護・高齢者支援係 ☎
うきは市民センター浮羽市民課 ☎

介護予防サポーター養成講座 受講生募集

介護用品（紙おむつ等）支給事業

在宅で介護をしている家族やひとり暮らしの高齢者を支えるために、紙おむつ等支給事業を
行っています。毎年の申請が必要で、支給開始は、申請された月の翌月からとなります。

対象者 市町村民税非課税で、要介護認定者（要介護１～５）の認定を所持しており、
在宅において家族による介護を受ける者または独居高齢者

※要支援１・２の方は対象となりません。
※施設（グループホーム、ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を
含む）入所者及び短期宿泊（ショートステイ）を１ヶ月に 日以上利用されている
方は対象となりません。

健康づくり・介護予防についての情報を知る場として、介護予防サポーター養成講座を実施し
ています。介護予防サポーターは、高齢になっても積極的に健康づくりに取り組むことができる
ように、地域での「集いの場」などで高齢者の皆様をサポートする方々です。 種類の講義と実技
に 回参加するとサポーターとなります。
地域活動やサポートまでは自信がない…という方も、ご自身の健康づくり、介護予防について
の勉強の場としてご参加ください。

介護予防概論 ロコモ・認知症 栄養・食事 口腔機能

月 日（金） 月 日（金） 月 日（金） 月 日（金）

月 日（金） 月 日（金） 月 日（金） 月 日（金）

月 日（金） 月 日（金） 月 日（金） 月 日（金）

★実技 「元気が出る学校」へ 回参加
日時：毎週金曜日 時 分～ 時
場所：うきは市役所西別館

★講義 各講座 回以上参加 時間： 時 分～ 時 場所：うきは市役所西別館

※日程や会場は変更になる場合がございます。お申込みの際にご確認ください。

●申込・問合せ：保健課介護・高齢者支援係 ☎

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。

助成額 ①要介護１～３で、要介護認定調査時の
「排尿」「排便」の項目が「介助なし」の者・・・・・・月 円

②要介護１～３で、要介護認定調査時の「排尿」または
「排便」の項目が「見守り」または「介助」の者・・・・月 円

③要介護４又は５・・・・・月 円

※介護度は、 月 日時点で判断し、年度途中の見直しは行いません。
※市町村民税の課税状況については、 月 日時点で見直しを行います。
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うきは市ふれあい入浴補助券

歳以上の方の温泉施設の入浴料金を一部補助

市内温泉施設（ か所）の入浴料金を、一回の利用につき 円補助します。
来年 月末まで最大 回利用できます。

高齢者の外出の機会を増やし、社会参加の推進と健康づくりを図り、併せて
温泉施設の活性化による地域振興を目的とした制度です。

利用できる温泉施設（ 音順）
（筑後川温泉）清乃屋、桑之屋、つるき荘、花景色、ふくせんか
（吉井温泉）鶴は千年、ニュー筑水荘
※利用時間については、新型コロナウイルス感染症による影響のため
営業時間が異なりますので、各温泉施設へご確認ください。

対象者
市内在住の 歳以上の方（介護保険サービスを受給していない方）
※４月以降に 歳を迎えられる方は誕生日以降に申請してください。

入浴補助券の申請方法
４月１日（金）以降に、保健課介護・高齢者支援係、または浮羽市民課で申請し、

入浴補助券（ 枚綴）を受け取ります。

申請時に必要なもの
本人申請：本人確認書類（運転免許証、保険証、マイナンバーカード等）
代理申請：次の①または②のいずれかをお持ちください。

①利用者本人からの委任状（委任者の住所、氏名、印鑑及び代理者の住所、
氏名が明記されたもの。書式は問いません。）

②利用者本人の確認書類（写しでも可）

申請受付開始月日 ４月１日（金）～
※二重交付防止等の確認作業を行うため手続きにお時間いただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

利用時の注意
・利用の際に券面に署名し、温泉施設に提出してください。
・他人（家族を含む）に譲渡することはできません。

●問合せ
保健課介護・高齢者支援係 ☎
浮羽市民課（市民センター２階） ☎
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うきは市生涯学習人材バンク

「うきはっ子応援隊」新規募集について

“まちづくり・ひとづくり”のために市民の知識や特技等を活かす人材バンクの取組の一環として、
さらに学校支援に力をいれ、これまでの団体登録の募集とともに、子どもたちの学習活動等を支援
するボランティアの方を新規に募集します。
市内の小・中学校の教育活動を支援する「うきはっ子応援隊」（個人登録）にあなたも登録して
みませんか？

るり色ふるさと館・かわせみホール窓口に設置している「うきは市生涯学習人材バンク

登録申請書」に必要事項をご記入のうえ、次のいずれかの方法でお申し込みください。

①直接持参 うきは市教育委員会 生涯学習課社会教育係 （るり色ふるさと館内）

②郵送 〒 うきは市吉井町

うきは市教育委員会 生涯学習課社会教育係あて

③

④Ｅメール

⑤オンライン 右記 コードを読み取り、 内からお申し込みください。

※申請完了後、学校の依頼内容と調整して派遣します。

①生涯学習課の人材バンクへ登録をします。（上記「申込の流れ」をご覧ください）

②学校からの依頼を受け、生涯学習課から派遣要請の連絡があります。

※学校からの依頼数によっては、派遣要請がない場合もあります

●問合せ

うきは市生涯学習人材バンク事務局

（うきは市教育委員会 生涯学習課社会教育係）

☎ ／

募集内容

申込みの流れ

派遣までの流れ

対象者：うきは市民及び市外在住の方で支援ボランティアが可能な方（高校生以上）

報酬等：無報酬です。ただし費用弁償として１回あたり 円を支払います。

派遣先：うきは市内の小学校・中学校

内 容：登録申請書に記載する内容等の中で、希望があるもの

（学習支援・生活支援等、時間は学校と相談）

応募期間：令和 年 月 日（月）より随時受付

派遣期間：令和 年 月中旬～令和 年３月３１日

うきは市のホームページ（https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/）に

様式を掲載しています。
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学習ボランティア

テスト等採点 合唱学習 授業中の補助

ピアノ伴奏 授業準備・片付け 木工学習

個別学習補助 家庭科学習補助 書写学習補助

印刷補助 読書補助 英語学習補助

実験準備・片付け 絵画学習補助 昔遊び等学習

栽培補助 飼育活動補助 体育（水泳）学習補助

生活ボランティア

登下校指導補助 安全点検 掃除指導補助

運動会等補助 持久走大会等補助 給食指導補助

校外学習補助 環境整備 施設等保全・修理

校舎内外掃除 植木剪定 消毒作業

表記以外に、ボランティアできる内容があれば、
生涯学習課社会教育係☎ までお問い合わせください。

うきはっ子応援隊の登録分野及び活動内容例

新規登録団体、既存のボランティア登録団体のメンバーも募集しています

既存登録団体 主な活動内容

書道ボランティア 幼児・児童・生徒を対象とした毛筆学習補助

おはなし会かきの木 幼児・児童、高齢者などを対象とした絵本の読み聞かせ

るり色文庫
主として幼児・児童を対象とした絵本等の読み聞かせ
（るり色ふるさと館での実施）

うきは子育てサポート「菜の花」
講演会・講習会等での託児
※保育サービス講習会修了証をお持ちの方のみ対象

日本３Ｂ体操協会
子どもから大人まで対象者・目的別に、音楽に合わせて
体を動かす体操等
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子育て世帯等マイホーム取得支援補助金 子ども 人家庭で最大 万円

住宅関係の市の補助制度をお知らせします

●問合せ 企画財政課企画調整係 ☎

子育て世帯の新築に最大 万円を補助します

うきは市は、市内で住宅新築や築 年未満の建売を購入する子育て世帯に対し令和 年 月より
補助金を支給します。

歳以下の子がいる世帯か、 歳以下の新婚 年以内の世帯が対象で、令和 年 月
以降に登記が完了した住宅とします。

地域木材を使う住宅への補助金（ ）や結婚新生活支援補助金（ ）と組み合わせること
もできます。さらに、この補助金を受ける方や市民は、金融機関で住宅ローンの金利引き下
げなど特別融資が受けられます。詳細は各金融機関におたずねください。

歳以下
人につき 万円

吉井町域 万円
浮羽町域 万円

市内事業者の
施工 万円

当てはまる項目の合計額を補助

太陽光蓄電池
設置 万円

項目 対象となる市民 補助上限 申請時期 要綱 担当

家を建てる
（取得する）

うきは地域の木材を使う 万円 建築前

歳以下の子がいる世帯 万円超 入居後

歳以下で新婚 年以内の夫婦 万円超 入居後

歳以下の新婚 年以内の夫婦で
世帯所得 万円未満 万円 入居後

家を借りる
（賃貸）

歳以下の新婚 年以内の夫婦で
世帯所得 万円未満 万円 入居後

従業員を雇用する事業所 月額 万円 入居後

家を改修する
うきは地域の木材を使う 万円 改修前

木造住宅の耐震改修 万円 改修前

空き家を改修して居住する
市民の転居 万円

改修前
移住者 万円

危険な空き家を解体する 建物所有者、相続関係者 万円 解体前

移住する 東京圏からの移住者 万円超 移住後

地域木材利用促進事業費補助金
子育て世帯等マイホーム取得支援補助金
結婚新生活支援補助金
従業員家賃支援補助金
木造住宅耐震改修事業費補助金
空き家リフォーム事業費補助金
老朽危険家屋等除却促進事業費補助金
移住支援金

農林振興課林政係☎
企画財政課企画調整係☎
都市計画準備課計画・調整係☎
建設課建築係☎
うきはブランド推進課地域振興係☎
建設課建設管理係☎

優遇が受けられる金融機関
（株）福岡銀行、（株）西日本シティ銀行、（株）筑邦銀行、筑後信用金庫、（独）住宅金融支援機構

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区）様より、観光でまちの活性化に取り
組むうきは市に、企業版ふるさと納税として 万円の寄付をいただきました。
月 日に市役所で行った目録受贈及び感謝状贈呈式で、同社九州統括部長の草場孝義様

から髙木市長へ目録が手渡され、「うきは市の知名度向上につなげてほしい」とコメントさ
れました。頂いた寄付は、市の や観光事業に活用させていただきます。

東武トップツアーズ株式会社より
企業版ふるさと納税の寄付をいただきました

●問合せ 企画財政課企画調整係 ☎

事業所へ従業員の家賃を最大２万円 月補助します

うきは市は、市内で住宅を借りる従業員を雇用する事業所に対し、令和４年４月から
補助金を支給します。事業所で働く方の市内居住を促進し、域内での雇用の強化と、
地域経済の活性化を期待するものです。

住民票の住所が市内であること
雇用保険に加入していること
他の公的制度による家賃補助を受けて
いないこと
賃貸住宅の契約者が被雇用者（個人）
であること

●問合せ 都市計画準備課 計画・調整係 ☎

申請者 事業所が対象者をまとめて申請
（個人での申請は不可）

対象者 事業所に雇用または、異動などで
赴任され、うきは市民になった方

要件 賃貸住宅が雇用主が所有する社宅や寮で
ないこと
公営住宅等の公的な住宅でないこと
雇用主は被雇用者に家賃補助として支給
すること
市税等を滞納していないこと

補助額【事業所から住宅手当を受けていない方】
家賃（※１）の１／２、浮羽町域は２／３

【事業所から住宅手当を受けている方】
家賃（※１）から住宅手当を除いた金額の１／２、浮羽町域は２／３

ただし、いずれも上限額は、２万円／月となります。（最大３年間）
（※１）家賃とは、共益費、管理費、駐車場費等を除いた金額
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日 月 火 水

子ども１１０番の家推進活動
子どもが誘拐や暴力、痴漢などの被害に遭った、
または被害に遭いそうになった時に子どもが逃げ込め
る家を登録表示して、地域ぐるみで子どもたちの安全
を守っていく活動です。家や自動車にスッテカーを
表示することで犯罪抑止に効果を上げています。

（保） 歳 カ月児健診
～

市役所西別館
（保）浮羽断酒会

～
総合福祉センター

（保）子育て相談
～

市役所西別館
（保）浮羽断酒友の会

～
うきは市民センター

（保） ･ カ月児健診
～

市役所西別館

（保） ･ カ月児健診
～

市役所西別館
（保）浮羽断酒会

～
総合福祉センター

（総）行政相談
～

総合福祉センター
うきは市民センター

（保）浮羽断酒会
～

総合福祉センター

（保）浮羽断酒友の会
～うきは市民センター

（保）離乳食教室（ 月生）
～ （要予約）

福富コミュニティセンター
調理室

（保）子育て相談
～

うきは市民センター３階

（保）母親学級 （後期）
～ （要予約）

市役所西別館

家庭児童相談
子育て・家庭の悩み 月～金 ～

☎ （専用ダイアル）

ひとり親サポート相談（県ひとり親サポートセンター）
養育費電話相談など

平日９ ～ ／毎週土曜日、第 ・ 日曜日 ～

☎

（市）休日窓口 開庁日
～

マイナンバーカード
申請・交付のみ
（市役所のみ）

うきは市の人口 月末 ※（ ）内は前月比

人口
女 （ ）

（ ） 男 （ ）

世帯
転入 出生

（ ） 転出 死亡

（保）浮羽断酒会
～

朝倉市総合市民センター

（ブ）森林セラピー
～ 予定

（詳細 ）

小学校
入学式

小・中学校始業式

吉井町道路河川愛護

臨時窓口開庁
～

住民異動、印鑑登録、
印鑑証明、住民票・
戸籍関係証明書発行、
国民健康保険証、
医療証発行業務のみ

うきは市議会議員
一般選挙投票日
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うきくる
母子健康手帳の交付と面談・出産、育児の悩みや心配事の相談・子育てに関する
サービス等の紹介・関係機関の紹介 ～ （平日のみ）☎

【カレンダー内（ ） 問い合わせなどの各課・団体表示】

（総）総務課☎
（保）保健課☎
（市）市民生活課☎
（生）生涯学習課☎

（共）男女共同参画推進室☎
（ブ）ブランド推進課☎
（人）人権・同和対策室☎
（建）建設課☎

（再）再生工房・耳納ねっと☎
（年）久留米年金事務所☎
（筑）筑後労働者支援事務所☎
（観）観光会館「土蔵」☎

＝乳幼児・子どもに関する事業 相談事業 イベント 料理教室

木 金 土

（人）人権相談
～

うきは市民センター

（再）耳納ねっとの料理教室
～（詳細 ）

（人）人権相談
～

総合福祉センター

（年）年金出張相談
～ （要予約）

うきは市民センター

（再）耳納ねっとの料理教室
～（詳細 ） 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「♯ 」
◆日曜・祝日 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。

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に変更がある場合がござい
ます。参加希望がある場合は、上記（ ）内の問い
合わせ先を参考に直接お問い合わせください。

子育ての不安はありませんか？
頑張りすぎていませんか？
心に秘めた悩み、ささいなことでもかまいません。
お気軽にご相談くださいね。

毎月 日は
「防火の日」

（筑）子育て女性の無料
就業相談（事前予約）
図書館 階 ～
ピーポート甘木 ～

休日在宅医
内科・外科の順

診療時間 時～ 時

日（日）

やのクリニック（田主丸
町）☎

宮﨑整形外科（浮羽町）
☎

日（日）

日野医院（田主丸町）
☎

田主丸中央病院（田主丸町）
☎

日（日）

筑後吉井こころホスピタル
（吉井町）☎

原鶴温泉病院 吉井町）
☎

日（月）

※内科・外科とも
田主丸中央病院（田主丸町）

☎

日（金）

※内科・外科とも
田主丸中央病院（田主丸町）

☎

マ
ス
ク
を
着
用

　
し
ま
し
ょ
う

中学校
入学式

手洗い、
手指消毒も
忘れずに
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「春季道路河川愛護日」にあわせて、浮羽町域の粗大ごみ回収を行います。
収集は、従来どおり各区で取りまとめて、「うきは市危険物置場」に搬入していただき

ますようお願いします。
なお、密を避ける・マスクを着用するなどの十分な感染症対策をお願いします。

粗大ごみ回収（浮羽町域）のお知らせ

生ごみ処理機購入をサポートします！

回収日程（浮羽町域）

詳細については、行政区に配布する回覧文書または、右上に記載しているＱ コードで
ご確認いただけます。

月 日（日） 姫治地区、山春地区、大石地区、
御幸地区の一部（小坂、上流川、下流川）

月 日（日） 御幸地区（小坂、上流川、下流川を除く）

●問合せ 市民生活課生活環境係 ☎

ごみの減量化に取り組むため、生ごみ処理機を購入される方を対象に補助を
行っています。制度の概要は以下のとおりです。
種類によっては事前申請が必要なものもありますので、詳しくはお尋ねください。
なお、予算に上限がありますので、あらかじめご了承ください。

種類 補助（助成）額 助成の方法 備考

電動式生ごみ処理機
（市販のもの）

購入額の 分の
上限 円

要事前申請
購入後に振込

世帯 台限り

設置型コンポスト
（市販のもの）
※バッグタイプも可

購入額の 分の
上限 円

レシート持参で
窓口にてお渡し

台数制限なし

設置型コンポスト
（あっせん販売）

定価の半額
円・ 円の

サイズあり

定価からあらかじめ
差し引いて販売

台数制限なし
予約が必要

サポート
（あっせん販売）

定価の半額
（ 円）

定価からあらかじめ
差し引いて販売

台数制限なし
予約が必要

※ダンボールコンポストは、耳納ねっと！（再生工房内☎ ）
で取り扱っています。

●問合せ 市民生活課生活環境係 ☎

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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ハンセン病を正しく理解しよう！～間違った知識や誤解はありませんか？～

誤った国の政策などによって、ハンセン病患者、元患者及びその家族は長い間多くの偏見と差別
に苦しんできました。
今まで間違えて伝えられてきた病気、そしてその実態が、ようやく正しく伝えられるようになり
ました。

わたしたちにできること
学校や家庭でも話し合ってみませんか？

親や兄弟姉妹と一緒に暮らすことができない･･･。
実名を名乗ることができない･･･。
結婚しても子どもを産むことが許されない･･･。
一生療養所から出て暮らすことができない･･･。
死んでもふるさとの墓に埋葬してもらえない･･･。

ハンセン病はどんな病気ですか？
ハンセン病とは、１８７３年（明治６年）、ノルウェーのハンセン医師が発見した「らい菌」の

感染によって起こる病気です。感染し、発病すると、手足などの末しょう神経がまひし、痛い、熱
い、冷たいといった感覚がなくなったり、皮膚に様々な病的な変化が起こったりします。また、治
療法がない時代は、身体の一部が変形するといった後遺症をもたらすことがありました。

ハンセン病はうつるんですか？
「らい菌」は感染力が弱く、日常生活で感染することはありません。非常にうつりにくい病気で

す。感染しても発病することはほぼありません。

ハンセン病は治るのですか？
よく効く薬があって完全に治ります。また、薬を飲むと数日で感染力を失い、早期に治療すれば

後遺症もありません。以前は患者が一家族内に現れることも多く、潜伏期間が数年と長いことなど
から、遺伝病と誤解されることもありました。

ハンセン病 ＆

多文化共生社会の推進に向けて、外国人を含む市民や団体が主催する外国語講座や国際交流など
の活動費用を助成します。
申請期間 令和 年 月 日まで
補助額 団体（個人）につき 万円まで
対象事業

対象経費 会費で不足する費用（施設使用料、教材費、消耗品、講師謝礼、交通費など）
くわしくは、うきは市ホームページをご覧ください。

●申請・問合せ 企画財政課企画調整係 ☎

うきは市異文化交流促進補助事業 上限 万円

市民の外国語教室や国際交流の費用を助成します

●問合せ 保健課食育・健康対策係 ☎

地域の多文化共生事業など

日本語や日本社会に関する学習支援

国際交流のための各種活動

日本人や外国人のための外国語講座

こうした生活をハンセン病元患者のみなさんは長い間、強いられてきました。
あなたは想像できますか？

詳しくはこちら
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年度うきは市人権セミナー

月は若年層の性暴力被害予防月間です

「ひとを大切にするこころ」を一緒に学びませんか。
たいせつ いっしょ まな

「人権」とは、みんなが自分らしく幸せ自分らしく幸せにに生きる権利です生きる権利です。だから、。だから、人権と関係人権と関係
のないという人は一人もいません。「ひとをいません。「ひとを大切に大切にするこころ」をこのセミナーでするこころ」をこのセミナーで
一緒に学び、うきは市を明るく優しい心のうきは市を明るく優しい心のあふれるまちにしませんか。みなさま、あふれるまちにしませんか。みなさま、
ぜひご参加ください。

じんけん じぶん しあわ い けんり かんけい

ひと ひとり たいせつ

いっしょ まな し あか やさ こころ

さんか

入場は
すべて無料
です

【人権セミナーの日程と内容】
回 開催日 開始時間 会場 講師 テーマ

１
月 日
（水）

時 分
～

るり色
ふるさと館

ﾏｻﾞｰｱｰｽ人権啓発研究所

主宰 山口裕之さん
コロナ禍を越えて

月 日
（木）

時 分
～

るり色
ふるさと館

久留米大学

学長 内村直尚さん
こころの健康

月 日
（水）

時 分
～

るり色
ふるさと館

法人子どもとメディア

常務理事古野陽一さん
インターネットと人権

月 日
（木）

時 分
～

市民ｾﾝﾀｰ
図書館 階

部落解放同盟福岡市協議会

吉岡綾さん

同和問題

（部落差別）

月 日
（木）

時 分
～

市民ｾﾝﾀｰ
図書館 階

福岡県久留米児童相談所・

福岡県里親支援機関
子どもの人権

※演題などその他詳細については、各開催月 日号の広報うきはやうきは市ホームページに掲載します。
※検温、手指の消毒など、新型コロナウイルス感染予防対策を行った上で開催します。
※マスク着用の上、御来場ください。（風邪の症状がみられる場合は、参加を御遠慮ください。）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場が変更、または中止・延期することがあります。
その際は、うきは市ホームページや防災無線等でお知らせします。

やまぐち ひろゆき

うちむら なおひさ

ふるのよういち

よしおかあや

※託児御希望の方は、各開催日７日前までに、お申し込みください。（無料）

●問合せ 人権・同和対策室 ☎

主催 うきは市、うきは市教育委員会、うきは市人権・同和教育研究協議会

毎年 月は、若年層の性暴力被害予防月間です。 代から 代の若年層を狙った性犯罪・
性暴力は、その未熟さに付け込んだ許しがたい重大な人権侵害であり、決して許されるもの
ではありません。

代・ 代に対する性暴力の手口が巧妙になっています。同意の無い性的行為の強要は、
いかなる理由・関係性であってもすべて性暴力です。
性暴力に関する情報をみんなで共有して、社会全体で性暴力を無くしていきましょう。

性犯罪・性暴力でお悩みの方へ（全国共通ダイヤル）♯ （内閣府）♯ （警察）

・・・あなたの身近な相談先です・・・
【女性総合相談】男女共同参画センター ☎ （月・火・木～土 ～ ）
【子どもに関する相談】
家庭児童相談 ☎ （月～金 ～ ）
うきくる（子育て世代包括支援センター）☎ （月～金 ～ ）

詳しくはこちら

詳しくはこちら

じんけん
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３つの「ふるさと創生」補助制度があります

事業審査委員会委員公募のお知らせ

●事業の内容を協議し、支援の決定等の審査
を行います。

本年度前期分を 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。

事業補助名 対象事業

①個性あるまちづくり 事業補助
産業振興・観光振興子育て支援・子どもの教育推進など

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

ハード整備のみ
（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は条件 ～ となります。

募集・申込方法

月 日（火）まで〈必着〉に、
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。
※お申込みの際は事前にご相談ください。

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

●事業の内容を協議し、支援の決定等の審査
を行います。

ふるさと創生個性あるまちづくり
事業審査委員会

ふるさと創生人材育成審査委員会

募集期間 令和４年４月２８日（木）必着

●応募資格：次の①～③の条件を全て満たす方
①市内に在住、又は在勤の方、②満 歳以上の方、③地域におけるまちづくり事業に関心のある方

●応募方法 申込書に必要事項を記入し、郵送またはうきはブランド推進課までご持参ください。
※申込書様式は、うきは市ホームページよりダウンロードするか、
うきは市役所うきはブランド推進課でお渡ししています。

公募委員数：３名
委員の任期：２年間（令和 年度・令和 年度）
会議の開催予定：年２回程度
報酬：日額 円から源泉税を差し引いた額

公募委員数： 名
委員の任期： 年間（令和 年度）
会議の開催予定：年２回程度
報酬：日額 円から源泉税を差し引いた額

●応募・問合せ
うきは市役所うきはブランド推進課 地域振興係 ☎ ／
〒 うきは市浮羽町朝田 （うきは市民センター 階）

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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吉井地区自治協議会では「賭けない」「吸わない」「飲まない」を大原則に、健康マージャン教室

を開催しています。令和 年度の新メンバーを募集します。

応募資格
市在住の 歳以上
開催時期等
令和 年 月下旬開校予定
●経験者コース 水・木曜日の 時～ 時 分
●初心者コース 金曜日 時～（指導者の講義が カ月有）
募集締め切り
令和 年 月 日（水）
会費 月会費 円、年会費（年 回） 円

固定資産税 土地 の令和３年度価格に係る審査申出の特例について

健康マージャン教室メンバー募集

●問合せ 税務課資産税係 ☎

令和３年度の固定資産税 土地 の課税については、地目の変更などの事情を除いて、
価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられました。この特別
な措置の対象となった土地の価格について不服がある場合には、下記の期間に審査申出
をすることができます。

審査申出期間
令和 年 月 日から令和 年度の納税通知書を受け取った日後1年3ヶ月を経過する日まで

うきは防災だより №

災害用伝言ダイヤル（ ）

憂いあれど備えなし・・では？

全国各地で地震が多発
私たちの地域にも活断層がありますよね。

家具の転倒防止
安全空間の確保
確実な備蓄（食用、飲料水、他の備品）

今の時期が備えや対策に最適です。何か
一つでも始めましょう

災害用伝言ダイヤルは、大規模災害発生時に安否等
の情報を登録、確認できるサービスです。
災害時は電話がつながりにくくなります。事前に
一度試しておけば、いざという時に役立ちます。
●防災週間（ 月 日～ 月 日）などにご家族で
試してみてください。
※利用できる端末：固定・公衆・携帯電話など

●問合せ
吉井地区自治協議会 ☎

防災カフェ営業中

「災害用伝言ダイヤル」について
フリータイム「みんなで語ろう」

次回は ／ （金）るり色ふるさと館

毎月第 金曜日 ～

珈琲無料

日時： 月 日（金）
～

場所：るり色ふるさと館 階

●問合せ
市民協働推進課☎
防災ネットワーク・うきは
☎
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うきは市民大学（まなび舎うきは）開講式

耳納ねっと！の料理教室

●問合せ 生涯学習課社会教育係 ☎

今年で 周年を迎える令和４年度のうきは市民大学 まなび舎うきは 開講式を
新型コロナウイルス感染防止対策の上、開催します。
入場は無料で、どなたでもご参加いただけますので、ぜひご来場ください。

日時：４月２ 日（土） ～ （予定）
会場：白壁ホール（吉井町 ）
内容：式典及び記念コンサート「九州マリンバトリオ」ほか

託児サービス（無料）は、 （水）までにお申込みください。

うきは市癒しの旅先案内人協会企画

『一日森林セラピー 小塩の谷を歩こう』

開催日時： 月 日（日） ～ （予定）※小雨決行
集合場所：小塩ホタルの里広場駐車場 うきは市浮羽町小塩
参加料：一人 円（ガイド料）※昼食はついていません

（希望する場合はプラス 円で対応可）
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（虫さされや草まけ予防）、履き慣れた運動靴

予約方法
１週間前迄に、右記の コードから、又はお電話にてご予約をお願いします。

イベント
予約サイトうきは市癒しの旅先案内人協会 ☎

※お弁当のキャンセルは、実施 日前までに連絡お願い致します。遅くなるとキャンセル料が
発生しますのでご了承ください。

耳納ねっと！では、料理教室を開催しています。４月の教室は下記のとおりです。

「簡単ほっこりおかず作り」 月 日（金）午前 時から

「時短料理」 月 日（金）午前 時から

●問合せ

詳しくはこちら

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。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おります。
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ありがとうございました！「うきはブランド推進隊」退任のあいさつ

今後もうきは市で得たご縁を大切に過ごして
いければ、と思っております。

後藤 早智子さん
インバウンド推進
プランナー

うきは市は林業・木材産業がとても盛んな
町です。私は山仕事の魅力を知っています。
また森林・木材関係に携わる方々の人柄を
知っています。そういった人たちと一緒に、
業界を盛り上げていくことが私の望みです。
任期中は特に、同じ協力隊の杠さんの力を
お借りし、身の丈を超えたことに挑戦させて
いただきました。地域材を活かすデザインコ
ンペや、市内店舗への木材利用などです。
また森林や木について広く学ばせていただ
きました。今年度、林政係で作成した「うき
はの森と木のことが分かる本」というパンフ
レットに簡単にまとめましたので、ぜひご覧
ください。
今後は山仕事を中心に生計を立てながら、
任期中に助走した取り組みを形にしていきま
す。うきは市にはこれからも住み続けますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

任期の間、うきは市、山村地域のために、
自分は何をするべきなのか、何ができるのか
を毎日考える日々でした。退任までに何がで
きたかと聞かれると、自分には大きな貢献は
できなかったなと感じています。一つ自信を
持って言えることは、二年を通して「うきは
市の大ファンの一人」になったということで
す。うきは市の四季折々で変化する美しさの
根底に、それを支える人や物や文化が多くあ
ることを知ることができました。
任期の間、うきは市の多くの方にお世話に

なりました。ありがとうございました。
地域おこし協力隊の肩書きでの関わりでは
なくなりますが、退任後も変わらず接してい
ただければ幸いです。これからもどうぞよろ
しくお願いいたします

ドキしたことを今でも鮮明に覚えています。
フルーツ推進プランナーとして、そして母
としても挑戦と葛藤の毎日でした。ですが、
うきはの皆さまはとても温かく、おかげさま
で家族全員いつの間にか、それぞれに友達も
増え、引越しを考えられないくらい、すっか
りうきはの暮らしに馴染みました。地域おこ
し協力隊として活動した期間の出会いは人生
を考えさせられる、とても貴重なものとなっ
ています。【パフェ部】を立ち上げ、イベン
トに追われた一年目、コロナという見えない
ものに振り回された二年目、出版を機に人生
を徹底的に考えた三年目。忙しい毎日でした
が、今があるのも周りの皆さまのおかげです。
本当にありがとうございました。

子ども三人を連れて移
住してきた 年前、転校
に転園と家族 人で本当
にやっていけるのかドキ

美しい景観、おいしい
食べ物、優しい人々に囲
まれた二年半でした。
イベントの開催やＳＮＳ
での情報発信、デザインの制作など経験の
なかったことにもチャレンジさせていただき、
多くの学びを得ることができました。
始めは知り合いが一人もいない土地で暮ら
すことに不安を覚えていましたが、親身にお
世話をしてくださる方が本当に多く、驚きま
した。人を紹介してくださったり、ご自宅で
ご飯をふるまってくださったり、なぜここま
でしてくださるのか、と不思議に思うほど
でした。
温かく接してくださったうきは市の皆様、
本当にありがとうございました。

二年の間、山村振興プラ
ンナーというミッション
のもと活動をさせていた
だきました。

日野 友太さん
山村振興プランナー

先人が彩る緑の山々、
工場から溢れる木の香り。

島崎翔さん
森林資源利活用
プランナー

矢野尚美さん
フルーツ推進
プランナー
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うき♪うき★図書館だより
市立図書館

開館時間＝ ～ （金曜は まで）
※3階施設は ～ （大会議室等利用は要申込）

月の 階休館日
日、 日、 日、 日、 日 館内整理日

〈一般図書〉
●｢ミス・パーフェクトが行く ｣

横関 大／著
●｢その日まで｣

瀬戸内 寂聴／著
〈児童図書〉
●｢くまの子ウーフ｣

神沢 利子／作
●｢ぽぉぽぉぽぉってどんないみ ｣

しん よんひ／作・絵
●｢セカイを科学せよ｣

安田 夏菜／著

今月のおすすめ

《子ども向け》･･･第 ･第 日曜日

月 日｢おしりたんてい １２｣

月 日｢うっかりペネロペ

ペネロペ、かずをかぞえる編｣

《大人向け》･･･第 ･第 日曜日

月 日「９９歳の詩人 柴田トヨ｣

月 日「アイネクライネナハトムジーク｣

★一般図書★
●｢足軽仁義｣

井原 忠政／著

★児童図書★
●｢せかいでいちばんのばしょ｣

ペトル・ホラチェック／さく
心に悩みを抱える人が
迷い込む、森の中の不
思議な宿「山亭ミアキ
ス」。しかし、泊まる
と間違いなく酷い目に
遭わされる。人をたぶ
らかす、謎めいたオー
ナーたちの正体と目的
とは 『小説野性時
代』等掲載を単行本化。

ある日、のうさぎは
思った。「ぼくらの
はらっぱは、せかい
でいちばんのばしょ
かな 」“せかいで
いちばんのばしょ”
を探す旅に出かけた
のうさぎが見つけた
答えは…?

★その他おすすめ★

今月の映画館（ 階小ホール）
第 ～ 週（日曜日） ～

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。
参加希望がある場合は事前にお問い合わせください。

図書館では毎年 月に蔵書点検を行っています。データ管理している資料と現物が揃っているかを
全てチェックします。同時に書架整理と館内のすべての清掃を行います。今年も、この蔵書点検が
無事終了することができました。
これからも今まで利用してくださっている方はもちろん、初めて利用してくださる方が「また利

用したい」と思っていただける図書館運営を心掛けていきますので、皆様のご利用お待ちしています。

図書館長着任のあいさつ

シネマＷＥＥＫ 、 ～ の 日間は、毎日 から
市立図書館 階小ホールにて 上映会を行います。上映タイト
ルについては館内掲示物やチラシ等でお知らせします。参加
は予約不要で無料です。ぜひ会場へお越しください。

日 月 火 水 木 金 土

休館日
館内整理日

休館日 おはなし会

← シ ネ マ W E E K →

図書館ＧＷ期間中の予定です

蔵書点検が終わりました

今月の特集展示 ★一般室：「新年度 始めよう」
～さわやかな春です～

★児童室：「子ども読書週間」
～司書が選んだ絵本特集～

月 日（月）健診受付 ～
対象 ヵ月児健診対象者

今月のブックスタート（市役所西別館）

おはなし会（ 階おはなしコーナー）
第 ～ 週土曜日 ～ 約 分間
月の日程＝ 日、 日、 日、 日
対 象：幼児～小学生

月 日（火） ～ 約 分間
対 象： 歳～ 歳 の乳幼児と保護者

おひざだっこのおはなし会
（ 階おはなしコーナー）

うきは市立図書館は、開館以来多くの皆様にご利用

いただいているうきは市の代表的な施設であり、ここ

で働くことができることにやりがいを感じております。

今後、市民の皆様のご要望にお応えできるよう、図

書館の充実とサービスの向上に職員一同で努めて参り

ますので、よろしくお願いいたします。

やなせ ひろみ
令和年 月より、うきは市立図書館の

館長に着任しました、栁瀬 浩三と申し

ます。

※図書館イベントについての詳細は、防災無線、
図書館ＨＰ、チラシ等でお知らせします。
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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講座

①初めてのかんたん動画編集

◆ （水） ～

◆対象 パソコン・スマホの基

本操作が出来る方

◆定員 名◆受講料 円

② 内部監査員養成

◆ ･ （木）

～

◆対象 内部品質監査員候補者

◆定員 名◆受講料 円

③建築業経理士 級受験対策

◆ ～ （火）･（金）

～

◆対象 受験予定者

◆定員 名◆受講料 円

※場所 久留米地域職業訓練

センター

※電話予約後、申込書･案内書

を送付、その後入金。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☎

■県立久留米高等技術専門校
①ファイナンシャルプランナー・
宅地建物取引士養成科 期
◆ ～ ◆定員 名
◆日建学院久留米校
◆試験日
② と情報処理技術者初
級科 期
◆ ～ ◆定員 名
◆久留米地域職業訓練センター
◆試験日
※応募締切
※選考方法 学科試験、面接試験
※試験場所 久留米高等技術専門校
※申込書 住所管轄のハローワーク
●問合せ 県立久留米高等技術
専門校☎

■行政書士による暮らしの無
料相談会
◆ ～
（予約不要）
◆るり色ふるさと館
◆相続･遺言などの相談
●問合せ 福岡県行政書士会
行政書士ひろざわ事務所
廣沢暢臣☎

■無料法律相談会
◆場所 福岡法務局久留米支局
◆予約 法テラス福岡
☎
（平日 ～ ）
◆原則第 木曜日
（ 、 、 、 、

、 、 、 、
、 、 、 ）

◆時間 ～
（各回先着 名、 回 分）
●問合せ
日本司法支援センター
福岡地方事務所 第一事業課
三谷 髙久☎

■不正大麻・けし撲滅運動
ーきれいなけしの花に御用心ー

きれいなけしの花を見かける
季節になりましたが、けしには
植えて良いものと、悪いものが
あります。
《植えてはいけないけしの特徴》
・草丈が大きく 以上になる。
・全体が白っぽい緑色をしてお
り、毛がない。
・茎を抱き込むように葉が生え
ている。
・葉が大きく長楕円形で、まわ
りの切れ込みが浅い。

このようなけしを見かけた人
は、福岡県北筑後保健福祉環境
事務所（☎ ）
又は警察署までご連絡ください。

■裁判所職員採用試験のお知らせ

◆令和 年度裁判所職員採用試験

①裁判所職員採用総合職試験

（裁判所事務官 院卒者区分）

②裁判所職員採用総合職試験

（裁判所事務官 大卒程度区分）

③裁判所職員採用総合職試験

（家庭裁判所調査官補院卒者区分）

④裁判所職員採用総合職試験

（家庭裁判所調査官補 大卒程度区分）

⑤裁判所職員採用一般職試験

（裁判所事務官 大卒程度区分）

◆申込受付期間（インターネット）

（月）まで

◆第一次試験日 （土）

※受験資格等の詳細は、裁判所

ウェブサイト（

）でご確認ください

●問合せ ①②⑤については福

岡地方裁判所事務局人事課任用

係（☎ ）

③④については福岡家庭裁判所

事務局総務課人事第一係

（☎ （内線

））へ

■「遺言の日」無料法律相談
◆ （金）（お一人 分）

～
～

◆久留米法律相談センター
（久留米市篠山町 筑後弁
護士会館）
◆電話予約制・定員 名
●申込・問合せ（ ～）
久留米法律相談センター
☎
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～ちくご路かわら版～

～久留米市～◆劇場のおしごとたいけん
演劇やダンスなど、いろんな公演が行われている久留米シティプラザ。普段はスタッフしか入
ることができないところへ行ったり、公演を裏で支える劇場の仕事を体験してみよう。定員：
各回 名程度。対象：小学 ～ 年生。応募受付 月 日 木 必着
① 月 日（水・祝） ～
② 月 日（木・祝） ～ ③ 月 日（木・祝） ～
●久留米シティプラザ ☎ ／

～大刀洗町・久留米市～◆くらの細道きっぷ
春の訪れとともに西鉄甘木線沿線の歴史ある酒蔵の酒蔵びらきに合わせて、お得なきっぷセッ
トを期間限定で発売します。西鉄電車の往復割引乗車券（北野駅・大城駅・大堰駅は乗降自
由）と３酒造のお酒の飲み比べ引換券がつき、お得にお酒を楽しめます。
参加蔵元：山口酒造場、山の壽酒造、みいの寿
発売駅：西鉄天神大牟田線、太宰府線の各駅および甘木線の甘木駅、北野駅
※駅員が不在の駅では取り扱いがございません。
◆ 月 日（土）～ 日（日） ～
●西日本鉄道株式会社 鉄道事業本部営業部営業課☎ ／

通報は落ち着いて ●問合せ 久留米広域消防本部浮羽消防署（毎月 日は防火の日）
☎ ／

住所（発生場所）は、市町村名から番地までしっかり伝える
指令センターでは、１５市町村からの通報を受信しており、『旭町』などの同じ地名が複

数あることから、通報の際は必ず「市町村名」から伝えてください。住所がわからない時は、
近くの目標となる建物、交差点、バス停などを探して指令センター員に伝えてください。携
帯電話からの通報は、ＧＰＳ機能を「ＯＮ」にすると場所の特定が早くなります。
指令センター員の問いかけに落ち着いて答える
通報内容により、消防車や救急車などの出動車両が決まります。指令センター員が「何が

燃えているか」「誰がケガをしていてどのような状態なのか」など、通報者に内容を尋ねま
すので、落ち着いて正確に答えてください。

有
料
広
告
欄
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うきはっ子 おめでとう

LINEでも申込受付中！右記QRコードから友だち追加、

「トークで申請」からお申込みください。

まちの話題

福岡県農業指導功労者表彰

青年農業者の育成・支援に熱心に取組み、農
業者の意欲を高揚し にじ管内の農業の発展
に大きく貢献したとして、福岡県から倉富重敏
さん（写真左から 番目）に表彰状が授与され
ました。倉富さんは、県の指導農業士として
年間農業関係者へ多くの指導・助言をいた

だきました。長い間、本当にありがとうござい
ました。

うきは市初の鳥獣食肉解体加工施設が開所しました

イノシシなどの捕獲活動を行っている國武淳

（レイビックアイランド）を開所しました。

一氏（妹川獣害対策協議会隊員：写真中央）が
月 日に浮羽町妹川で鳥獣食肉解体加工施設

市では初めてとなるジビエ肉の解体加工施設
です。イノシシやシカなどの有害鳥獣による農
作物の被害が深刻であり、また鳥獣捕獲後の処
理も課題でしたが、今回施設が出来たことに
よって、ジビエ肉の有効活用と更なる鳥獣捕獲
の拡大が期待されます。

黒
くろだ

田　祷
いと

十 ちゃん

令和３年４月10日 (1歳)

いっちゃんお誕生日おめ
でとう♥いつもいっちゃ
んの笑顔に家族みんな
癒されてるよ♪

（溝口）

中
なかむら

村　春
は る

昴 ちゃん

令和２年４月28日 (2歳)

元気いっぱい笑顔いっぱ
いで大きくなってね ! 

（西屋部）

菊
きくたけ

竹　春
はるき

輝 ちゃん

令和３年４月２日 (1歳)

お誕生日おめでとう ! 我
が家の癒し担当★いつも
ありがとう♥これからも
よろしくね♪

（東橘田）

松
まつき

木　絢
あやか

加 ちゃん

令和２年４月16日 (2歳)

あやちゃん、お誕生日おめ
でとう♥お姉ちゃんと仲
良く大きくなろうね♥

(21区)

佐
さとう

藤　萌
もな

渚 ちゃん

令和３年
　　４月２日 (1歳)

2人仲良く大きくなっ
てね♥みんなのいや
しだよー ! ! 

（御幸通り）

原
はらぐち

口　桜
さらん

愛 ちゃん

平成31年４月１日 (3歳)

お誕生日おめでとう ! 
3歳からの新しい生活頑
張ろうね！愛らしくいつも
ありがとう ! ♥

(4 区 )

佐
さとう

藤　桜
さな

渚 ちゃん

令和３年
　　４月２日 (1歳)

2人仲良く大きくなっ
てね♥みんなのいや
しだよー ! ! 

（御幸通り）

栗
くりた

田　優
ゆう

羽 ちゃん

令和３年４月３日 (1歳)

1歳おめでとう ! ニコニコ
笑顔も泣きべそもぜーん
ぶ癒しだよ♥ありがとう
♥

(千足2丁目)

尾
おばな

花　汐
せな

那 ちゃん

令和３年４月３日 (1歳)

せーたん1歳おめでとう
♥ これからも笑顔で元
気いっぱいに育ってね ! 

（太田区）

※市内在住の 月生まれ（ ～ 歳）のお子さんを 月 日～ 日
まで先着 人受付けます。写真・メッセージ（ 字以内）を
総務課広報係（℡ ）にお持ちください。
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