
                                                                                生涯学習課スポーツ文化振興係  ☎75-3343

指導者・保護者向け  熱中症予防講習会
学びの情報

定員  30名　

申込方法  窓口またはWEBなどからお申込みください。
※申込期間 5月2日（月）～31日（火）まで

スポーツにおける熱中症予防講習会について     講師：大塚製薬  和泉 朱音さん

主催  スポーツ事業実行委員会  共催  うきは市教育委員会

6月9日（木） 19:00～20:00（開場 18:30）
るり色ふるさと館  研修室4・5（うきは市吉井町）

参加無料

                                                                                                  うきはアリーナ  ☎74-8080

成人教室・サークルのご案内
アリーナからのご案内

    2022年度第1期（4月～6月）コース型教室＆サークルの受講生を募集中です。
うきはアリーナで楽しく体を動かして気持ちよく汗をかきませんか？
定員に空きがあれば都度利用も可能です。
   豊富なバリエーションで皆様をお待ちしています。

スタジオ教室
【ボディバランス】
ヨガ・太極拳・ピラティスなどの動きをアレ
ンジした「こころ」と「からだ」の調和をは
かる教室です。
毎週火曜日 10:45～11:30
                 19:25～19:55

【背骨コンディショニング】
背骨のゆがみを整えて、筋肉をゆるめ神経の
通りを良くし、体の不調を改善する教室です。
毎週水曜日　13:15～14:00

プール教室
【アクアファイター】
水中で音楽に合わせて動く、格闘技系エクサ
サイズです。
毎週水曜日　11:30～12:00
毎週金曜日　20:15～21:00

【4泳法】
クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ。
4泳法を軸に安定したきれいに泳ぎたい方に
おススメの教室です。
毎週木曜日　11:15～12 :15

ほかにもさまざまな
教室があります

                          市民協働推進課 ☎75-4982／防災ネットワーク・うきは ☎090-4985-1124

うきは防災だより №25
防災情報

避難の妨げになる
正常性バイアス（これくらいなら大丈夫）
同調性バイアス（皆が一緒だから大丈夫）

Ｑ.　職場や学校、外出先で非常ベルが鳴っている
        のを聞いた時、あなたはどうしましたか？
（1）点検だと思って何もしなかった。
（2）皆が避難しなかったので、大丈夫だと思った。
（3）煙が出ていないし、大丈夫だと思った。
（4）安全な場所に避難した。

バイアス（先入観・偏見）がないのは（4）のみ。
（1）～（3）には正常性バイアスがあります。　

大したことじゃない と思うことで心の安定
を保とうとする。

その結果

緊急事態では
「逃げ後れ」

などの危険に巻き込ま
れる原因となる。
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                                                                                              農林振興課林政係  ☎75-4975

危険木除去支援対策事業費補助金のお知らせ
市からのお知らせ

                                               うきは市緑づくり推進協議会（農林振興課林政係内）☎ 75-4975

「緑の募金」について

   5月2日～5月31日の１カ月間、うきは市緑づくり推進協議会では「緑の募金」のご協力をお願いし
ています。
   皆様からいただいた募金は、（公財）福岡県水源の森基金へ全額納めた後、当協議会へ募金額の1/2
が配分され、地域による緑づくり

   防災・減災に向け住宅等に被害を及ぼす恐れのある危険木の伐採、撤去等に係る
経費の一部を助成します。

●事業内容
（１）住宅や公共施設対象
危険木の伐採、撤去等に係る工事費用の8割※
（最大30万円）を補助
（２）電線等対象
危険木の伐採、刈払のための準備及び伐採及
び撤去等に係る工事費用の5割※（最大30万
円） を補助
※木材売上収入を差し引いた残りの経費

●補助要件
 ※事前に市役所林政係までご相談ください。
（１）地目が「山林」又は「原野」に存在し、
住宅や公共施設、電線等に倒れる恐れがある
木であること。（庭木や街路樹、公園・寺社
境内の木は対象外です。）
（２）胸高における直径が20㎝以上であるもの。    
（３）伐採面積が0.05ha未満であること。

●事業の流れ
①申請者（危険木の森林所有者または被害を受ける可能性の
ある人）は、交付申請書及び関係書類（交付申請書の添付資
料）を事業（伐採）実施30日前までに市に提出。
※申請者と危険木の所有者が異なる場合は、立木所有者から
事業の実施承諾書を取得してください。
②市は危険度・緊急度等を勘案しながら（必要に応じ市と関係
者で現場立会）申請者に対し交付決定書を通知。
③事業（伐採）実施。事業完了後、60日以内に申請者は実績
報告書を関係書類（実績報告書の添付資料）とともに提出。
④市より申請者に補助金の支払。

〔注意事項〕
※地域森林計画対象森林内の場合、
伐採届等が必要です（別途案内いた
します。）
※予算の範囲内での実施となります。

各種様式について
※状況報告書とともに位置図・
写真を添付ください。   
※各様式については、うきは市
ホームページまたは、農林振興
課林政係の窓口で配布します。

●令和３年度実績額

募 金 額 2,224,950円

交付額（1/2） 1,112,475円

組織名 助成内容 植栽箇所

新川地区自治協議会
ソメイヨシノ、西洋
シャクナゲ植栽

新川つづら棚田付近

栗木野区 ツツジ植栽 栗木野公民館敷地内

下菅区 サクラ植栽 下菅公民館敷地内

末石区
パンジー、ビオラ外植
栽

末石区ふれあい花壇

遊林愛児園
ビオラ、チューリップ、
水仙外植栽

園内敷地内

山春保育所
パンジー、ビオラ、シ
バサクラ外植栽

保育所敷地内

うきは市花と緑推進
協議会

チューリップ植栽 市役所敷地内

活動等に活用されています。
   昨年度については、要望のあり
ました右記７組織へ助成を行い、
緑づくりの推進に活用
させていただきました。

上記の組織以外での活動として、当協議会
により門松カードの製作費用として使用さ
せていただきました。 
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                                                                             税務課（徴収対策室）資産税係  ☎75-4977

５月は軽自動車税の納付月です

令和４年度軽自動車税についての税額変更は下記のとおりです。

５月は軽自動車税の納付月となっています。納税通知書が届きましたら、ご確認のうえ
期限内に納付をお願いします。

                                                                                       再生工房　耳納ねっと！☎76-2077

耳納ねっと！の料理教室

耳納ねっと！では、料理教室を開催しています。５月の教室は下記のとおりです。

ほかにもさまざまな
教室があります
お問い合わせください

                                                                 うきは市癒しの旅先案内人協会  ☎080-2714-6065

『一日森林セラピー 姫治の谷を歩こう』
参加してみませんか

～軽自動車の税額のお知らせ～

令和４年度から新たに重課の対象となる車両（下表の③の税額）  
    平成20年4月から平成21年3月に初度登録をされた車両

標準税額になる車両（下表の①の税額） 
令和２年４月から令和３年３月に初度登録をされた車両のうち、グリーン化特例により
令和３年度に軽課対象であった車両は下表の①標準税額になります。

グリーン化特例（令和４年度のみ軽課）
  下表の①のうち、令和３年４月から令和４年３月までに初めて車両番号の指定を受けた
  車両で、一定の環境性能を有するものは軽自動車税が軽減（※）されます。

  （※）詳しくはうきは市ホームページをご覧ください。

区分

税額
① 標準税額 左欄①以外の車両

初度検査が
平成27年4月以後の車両

②初度検査が
平成27年3月までの車両

③左欄②のうち初度検査から
13年を経過した車両（重課）

三輪 3,900円 3,100円 4,600円

四輪以上
乗用

自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円

貨物
自家用 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円

うきは市癒しの旅先案内人協会企画心と体の健康への第一歩! 森へ遊びに来ませんか?

開催日時   5月22日（日）9:30～15:00予定　※小雨決行
・集合場所：田篭諏訪神社（うきは市浮羽町田篭１３６８）※９:30までに集合
参加料及び持参品   2,000円（セラピーガイド料込み）お弁当希望の場合はプラス1,000円
・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QRコードから、又はお電話にてご予約をお願いします。

・「ハンバーガー」　　　　　　　　　　　5月13日（金）10:00～
・「万能調味料新玉ネギドレッシング」　　5月27日（金）10:00～

　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。
   皆様のご参加をお待ちしています。
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総務課人事秘書係 ☎

令和 年度新規採用職員紹介
市からのお知らせ

月 日、うきは市消防団松村団長が消防庁長官
より永年勤続功労章の受章を受け、 月 日、市長
に受章の報告を行いました。
松村団長は約 年にわたりうきは市消防団員と

して地域の消防・防災に精励され、長年にわたる献
身的な活躍と数々の功績が認められ受章しました。

【写真2列目左から】日野雅也（市民生活課住民係）、佐々木里帆（税務課（徴収対策室）住民税
係）、野田千乃（総務課総務法制係）、秋吉健太（市民協働推進課消防防災係）、梶原颯太（税務
課（徴収対策室）資産税係）、鹿毛優太（保健課）、大島悠成（福祉事務所子育て支援係）
【写真1列目左から】米倉瑠唯（建設課公共土木係）、佐々木晴菜（市民生活課国保・年金係）、
大隈菜里（農林振興課農政係）、中村菜月（議会事務局記録係）、重岡菜穂（生涯学習課文化財
保護係)、梶原愛音（市民協働推進課コミュニティ支援係）、吉田陽香（保健課食育・健康対策
係）、手島佐和子（保健課介護・高齢者支援係）

うきは市では、ウクライナ人道危機救援金に係わる
募金箱を9月30日まで設置しています。
皆様のご協力をお願いいたします。

【設置場所】
うきは市役所 本庁舎 正面玄関
うきは市役所 西別館 正面玄関
るり色ふるさと館 正面玄関
うきは市民センター 階 浮羽市民課前
受付時間： ～ （平日）

消防庁長官表彰（永年勤続功労章）を受章しました

ウクライナ人道危機救援金に係わる募金箱を設置しています

※永年勤続功労章とは、永年勤続し、その勤務成績が優
秀で、他の模範となると認められる消防職員、消防団員
又は消防教育職員者に対して授与されるもの

明るく、元気よく、チャレンジ精神を持って職務に励みますので、
どうぞよろしくお願いします。

まちの話題
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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）、 日

〈一般図書〉
●｢もう別れてもいいですか｣

垣谷 美雨／著
●｢はなちゃんのみそ汁 青春篇｣

安武 信吾／著
〈児童図書〉
●｢ラーメンのおうさま｣

山本 祐司／さく
●｢新・心が元気になる本 ｣

伊藤 美奈子／監修
●｢ 歳から分かる 人を動かす｣

藤屋 伸二／監修

今月のおすすめ

《子ども向け》･･･第 ･第 日曜日

月 日｢劇場版アニメ忍たま乱太郎 忍術学園全員出動｣
※シネマ の特別上映です。

月 日｢マイメロディの赤ずきん キキとララの青い鳥｣

《大人向け》･･･第 ･第 日曜日

月 日「おしん１｣

月 日「おしん２｣

★一般図書★
●｢探花（隠蔽捜査 ）｣

今野 敏／著

★児童図書★
●｢ねこいる｣

たなか ひかる／作

横須賀基地近くで殺人
事件が発生。米海軍犯
罪捜査局が捜査に加わ
る異例事態に。一方、
竜崎の同期でトップ入
庁の警察官僚・八島が
神奈川県警に赴任して
くる。彼には不穏な噂
がつきまとい…。

ねこが、いるのか、
いないのか、ただそ
れだけなのに思わず
笑ってしまう楽しい
絵本。いないと思っ
たところに、ねこが
いるかもしれないよ
…。

★その他おすすめ★

今月の映画館（ 階小ホール）
第 ～ 週（日曜日） ～

イベント等の開催内容に変更がある場合がございます。防災無線、図書館ＨＰ、チラシ等で随時
お知らせさせていただきます。ご不明な場合は、直接市立図書館にご確認を

「第 回こどもの読書週間」の企画として、絵
本作家「ヨシタケシンスケ」さんが描いたオリ
ジナルしおり 種類 を 月 日までプレゼント
中。 日に 冊以上借りた利用者に差し上げてい
ます。数に限りがありますので、お早めにお越
しください。

｢ヨシタケシンスケ｣
オリジナルしおりプレゼント

「シネマ ・上映予定 」
「シネマ 」の上映予定を
お知らせします。今回は 月 日より、親子で
楽しめる映画を選びました。大きな画面で、親
子で映画鑑賞してみてはいかがですか。

月 日（日）劇場版アニメ｢忍たま乱太郎」
～忍術学園全員出動！の段～

日（火）岩合光昭の世界ネコ歩き
日（水）映画すみっコぐらし

～とびだす絵本とひみつのコ～
日（木）ゴーストバスターズ（ ）

どの映画も 時上映開始。会場は図書館 階小
ホールです。感染対策をしてご来館ください。

「読み聞かせ講座
～絵本でつながる家族のこころ～」
子どもに読み聞かせをしたいけど、やり方が
わからない。そんな初心者の方に、すぐに実
践できる内容です。お気軽にご参加ください。

日時：５月 日（日） ～

場所：うきは市立図書館 階大会議室

対象：子育て世代、読み聞かせに興味がある方

講師：白根恵子さん

（佐賀女子短期大学名誉教授）

定員： 名

申込：電話または図書館カウンター

※5月 日 日 より受付開始。

※託児については直接ご相談ください。

今月の特集展示 ★一般室：「お弁当（＆おでかけ）」
～手作りのお弁当でお出かけを～

★児童室：「たべものいっぱい」
～だいすきな食べ物あつめました～

うき♪うき★ 図書館だより

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）
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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 入門

◆ ～ （土）

～

◆対象 初心者の方

◆定員 名◆受講料 円

②ケアマネージャー受験対策

◆ ～ （火）

～

◆対象 受験予定者

◆定員 30名◆受講料 円

③ファイナンシャルプランナー

級受験対策

◆ ～ （月）･（木）

～

◆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

☎

■緑化講習会

①庭木の病害虫と防除

◆ （日） ～

◆定員 名◆参加費無料

②庭木の剪定

◆ （土） ～

◆定員 名◆参加費無料

申込締切 前日まで

●問合せ 福岡県緑化センター

管理事務所

☎

■令和 年度県政モニター募集

福岡県が取り組む施策や制度

についてご意見・ご提案いた

だくため､県政モニターを募集

しています。

◆活動内容 アンケートの回答

（年 回程度）､県政への意

見・提案（随時）

◆任期 県政モニターを委嘱す

る日から令和 年 月末まで

◆募集人数 人

◆応募資格 県内在住の 歳以

上（令和 年 月 日現在）で､

パソコンやスマートフォン等

により､ふくおか電子申請サー

ビスの利用及び電子メール送

受信ができる方（ただし､国・

地方公共団体の議員､常勤公務

員､令和 ・ 年度県政モニター

経験者を除く）

◆謝礼 活動実績に応じて

カードを進呈（上限 円）

◆応募方法福岡県電子申請サービ

ス※詳しくは､県ホームページをご

覧ください

●問合せ 福岡県県民情報広

報課広聴係

☎

■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～平成 年 月

日までに生まれた人

◆試験日・会場

（日）久留米広域消防本部

（久留米市東櫛原町 番地 ）

◆試験案内開始 （日）～

◆申込期間 ～ まで

郵送のみ受付､ 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

・久留米広域消防本部管内の各

市町の総合案内等

●問合せ 久留米広域消防本部

人事研修課

☎

■福祉サービス苦情解決事業

福祉施設・事業所や在宅等で

提供される福祉サービスに関す

る苦情の解決を図る事業です。

対象者は､現在福祉サービス

を利用している方やその家族の

方､契約内容を把握されている

方等です。

福祉サービス利用時の苦情に

ついて､事業所と話し合いで解

決しない場合は､御相談くださ

い。相談無料。

●問合せ 福岡県運営適正化委

員会事務局

☎

毎週月～金 ～

（祝日及び年末年始を除く）

■献血を実施します
月 日（水）うきは市役所
西別館において献血を実施し
ます。
◆時間 ～
現在新型コロナウイルス感

染症の影響により血液が大変
不足しています。会場では感
染防止対策を実施しています
ので､皆様のご協力をお願いい
たします。
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～ちくご路かわら版～

～久留米市～久留米シティプラザキッズプログラム「こどものあそびば」
演劇やダンスの分野で活動しているアーティストといっしょに､からだをつかって､想像しあっ
て､あそびます。
●参加料： 円●対象：小学生●定員： 名（抽選）●締切： 月 日（水）
① 月 日（土） ～
●久留米シティプラザ ☎ ／

～小郡市～あじさかポピー祭り
小郡市光行の田園地帯の中に､約 万本のポピーが咲き誇ります。
当日は地元の特産野菜などの販売も行われます。ポピーの見頃は 月上旬～中旬です。
◆ 月 日（土）～ 日（日） ～
味坂ポピー園（小郡市光行 付近）
●あじさかポピー祭り実行委員会（ポピーの里あじさか館）☎ ／

令和 年中に熱中症で救急搬送された人は 人でした。（久留米広域消防本部管内）
例年､体が暑さに慣れていない 月上旬から徐々に増加し､梅雨明けとともに急増しています。
また､新型コロナウイルスの感染防止には､換気やマスクの着用､手洗いなどが効果的とされ
ていますが､気温・湿度が高いときにマスクを着用すると､熱中症になる可能性が高くなります。
熱中症を予防するために､次のことを心がけてください。

①暑さを避けましょう

④日ごろから体調管理をしましょう

②こまめに水分補給をしましょう

③適宜マスクをはずしましょう

●問合せ久留米広域消防本部浮羽消防署
☎ ／

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

※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。 で申請か写真・メッセージ
（ 字以内）を総務課情報政策係（℡ ）にお持ちくだ

令和 年度の粥占い

令和 年度の粥占い

月 日、田篭にある諏訪神社で粥開きが行われました。この行事は、釜や鍋で焚いた米の粥を器に
盛り、一定期間神前に備え置いた後、粥に生えたカビの状況からその年の豊凶を占うものです。
今年の粥は全体的に黄色や白いカビが多い結果となりました。神事を執り行った宮司の熊抱建彦氏

によると「ここ ～ 年は黒いかびが多かった。今年は曇りが晴れたような明るい兆しが見えているので
は」と話していただきました。（昨年の粥占いについては広報うきは 月 日号 をご参照ください）

今年の「粥占い」の結果は・・・

さい。

髙
たかなみ

浪　颯
そうま

真 ちゃん

令和元年５月16日 (3歳)

クルマが大好きで元気
いっぱいの颯ちゃん！たく
さん食べて大きくなって
ね☆

（東浮羽）

藤
ふじわら

原　凛
り お ん

音 ちゃん

令和３年５月１日 (1歳)

甘えん坊な凛音♥一歳
おめでとう ! にーに、ねー
ねとたくさん遊んで大き
くなってね♥

（浮羽）

小
おやま

山　稚
わか

 ちゃん

令和２年５月22日 (2歳)

生まれてきてくれて、元気
に育ってくれて、皆を幸せ
にしてくれて本当にあり
がとう♥

（5区）

田
たなか

中　愛
いとあ

彩 ちゃん

令和３年５月16日 (1歳)

可愛い愛しい愛彩ちゃん
♥♥これからもニコニコ
笑顔全開で元気に育って
ね♥♥

(大村)

大
おおやぶ

藪　彩
いろは

葉 ちゃん

令和２年５月１日 (2歳)

お誕生日おめでとう♥ こ
れからも、お兄ちゃんと仲
良く 笑顔元気いっぱい
育ってね♥

（吉井）

谷
たにぐち

口　楽
がく

 ちゃん

令和２年５月１日 (2歳)

がくちゃんお誕生日おめ
でとう♥お姉ちゃんたち
と仲良く、元気に大きく
なってね ! 

（今川通）

江
えとう

藤　嘉
かのん

音 ちゃん

令和元年５月５日 (3歳)

3歳のお誕生日おめでと
う ! これからもたくさん
笑って楽しく過ごそうね
♥

( 千足 4 丁目 )

古
こが

賀　紗
すずな

愛 ちゃん

令和元年５月26日 (3歳)

元気でやんちゃなすずち
ゃん。我が家のアイドル
♥おめでとう♥

（岩光）

吉
きちぜ

瀬　葵
あおい

 ちゃん

令和元年５月28日 (3歳)

いつも元気いっぱい、家
族みんなの宝物♥たくさ
ん食べてたくさん遊んで
大きくなろうね

（古川村）

佐
さとう

藤　凪
なぎ

 ちゃん

令和３年５月30日 (1歳)

お誕生日おめでとう ! ニ
コニコ笑顔が癒しだよ♥
元気いっぱいに大きく
なってね♪

(角間)

半
はんだ

田　大
たいし

志 ちゃん

令和元年５月14日 (3歳)

3歳の誕生日おめでとう ! 
元気にたくましく大きく
なってね☆

（三角）

内
うちやまだ

山田　結
ゆいり

梨 ちゃん

令和２年５月20日 (2歳)

元気いっぱいのゆい♥
いっぱい食べて、遊んで
おおきくなってね♪

（5 区）

　（昨年の粥占いについては広報うきは令和３年4月15日号P20をご参照ください）

令和４年５月1日（No.397） 広報うきは ㉔


