


うきはブランド推進課商工振興係 ☎

市からのお知らせ

ラグビーを通してうきは市、福岡、九州を盛り上げる

　6 月 23 日、福岡県うきは市に誕生した地
域密着型ラグビークラブ「LeRIRO（ルリー
ロ）福岡」と、うきは市、うきは市商工会、
福岡県立浮羽究真館高等学校の 4 者で連携
協定を締結しました。
　 今 後、 ① 地 域 密 着 型 ラ グ ビ ー チ ー ム

「LeRIRO 福岡」の創設とリーグワン参入
を目指した活動を通した社会貢献事業の推
進に関すること。②浮羽究真館高等学校と
地域の連携によるラグビーを通した青少年
育成及び人材育成の推進に関すること。③

「LeRIRO 福岡」の活動を核とするシビック
プライドの醸成に関すること。④ラグビー
を通した「感動」「笑」「夢」溢れるまちづ
くりへの取り組みに関すること。⑤地域の
企業・事業者との連携による地域経済活性
化に向けた取り組みに関すること。を連携
事項の柱として「うきはラグビータウンプ
ロジェクト」に取り組みます。

●株式会社 LERIRO 島川大輝代表取締役が、「ラグビーを通
した感動・笑・夢あふれるまちづくりを目指す吉瀬晋太郎先
生の想いが核となり、みんなが集まってきた取組であること
を再認識しています。子どもたちは卒業とともに郷土を離
れ、関東・関西に流出し地元に残らない。卒業後も地元に残っ
てラグビーを楽しむ場をつくりたい。
　 ま た、We have Wings 誰 で も、 い つ で も、 ど こ で も、
何度でも、機会を得て、チャレンジし、成長していきたいと
思っています。トップを目指し、日本へ、世界へ羽ばたいて
いきます。これからも応援をお願いいたします」と熱い思い
を語ってくれました。

写真左から = 浮羽究真館高等学校與賀田校長、株式会社 LERIRO
島川代表取締役、髙木市長、うきは市商工会堤会長
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３つの「ふるさと創生」補助制度があります
うきはブランド推進課地域振興係 ☎

①個性あるまちづくり事業、②人材育成事業、③クラウドファンディング（ ）活用型個性ある
まちづくり事業の つです。
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。

①個性あるまちづくり事業の過去の事例

空き家古民家を改修し活用、農泊体験及び宿泊機能を合わせた多機能施設を整備し、滞在人口の
増加につながる「ファームステイ型」民泊モデル工事を実施、福岡都市圏や訪日外国人等の旅行
客の受け皿拠点とする。

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
事例を学ぶ）

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

事業の審査・採択後、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。

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 、 、
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。

月下旬審査委員会開催 事業採択後、 月初旬交付申請 事業開始 実績報告書提出（ 月末まで）

地域振興係（☎ － ／ － ／メール ）へ事前にご相談のうえ、
月 日（水）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。

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

条件 ・

条件 ～

歳以上の 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

うきは市在住の個人条件

月下旬審査委員会開催 事業採択後、 開始 成功後、交付申請 実績報告書提出（ 月末まで）

上記の①と②の場合

上記の③の場合

補助率と限度額について

募集・申込方法

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に寄与する事業
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 ・
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ううききはは市市のの地地下下水水“うきはの恵水
めぐみ

”ににつついいてて

～毎年8月 1日は、水循環基本法で
「水の日」と定められています～

うきは市では、日々の暮らしや産業に必要な水の多くを、良質で豊富な地下水によりまかなっています。

山に降った雨は森や棚田に保たれ、地下深くしみ込み、平野部に向けて年月をかけて流れて行きます。

一方、大河「筑後川」の水は先人の偉業で造られた大石用水、袋野用水により田畑に引かれ、豊かな実り

だけでなく良質で豊富な地下水ももたらしてくれています。

毎年 8月 1日は水循環基本法で「水の日」と定められています。この機会に、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、その概況や保全に向けた取組などについてお知らせします。

日本名水百選

「清水湧水」

全国水源の森百選

「調音の滝公園一帯」

日本棚田百選

「つづら棚田」

疎水百選

「大石用水」

市内には、豊かな自然環境を象徴する４つの〝百選〟があります。このような地理的環境を「うきはテ

ロワール」と名付け、地理・地勢・気候など自然環境について分かりやすく伝えながら、四季折々のフル

ーツをはじめとする農産物や特産物などの価値を高める取組を展開しています。

水循環は、生態系ネットワークの

重要な基軸でもあります。

市では、自然環境が生み出す生物

の多様性の調査として、本年度は現

地調査を行いながら、モニタリング

活動などにつなげていきます。
市の鳥

かわせみ

市の花

彼岸花

市の木

柿
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～時代を切り拓いた水にまつわる歴史～

水に恵まれた私たちの暮らしは地理的環境だけではなく、先
人の知恵と努力によりもたらされました。
江戸時代初期、浮羽地方では、筑後川がそばにありながら直

接水を引くことができず、農民の暮らしは貧しいものでした。
寛文4（1664）年、五人の庄屋が立ち上がり、筑後川から水

を引く用水路建設を計画、人々の努力が実を結び、今も大石・
長野水道として田畑を潤しています。（現在、長野水神社付近で、
用水路の逆サイフォンの移設工事が過去と現代の土木技術を融合

させながら進められています。）

さらに、8年後の寛文12（1672）年、大庄屋であった田代重栄
しげよし

、
重仍
しげより

親子が、現在の夜明ダム付近に全長約２㎞のトンネル、袋
野隧道

ずいどう

を完成させました。当時、坑夫は筑後川左岸の岸壁から
ツルハシなどを使い掘り進み、人力だけで完遂しました。
今年は袋野隧道

ずいどう

通水 350周年に当たり、先人の偉業を語り継
ごうと記念事業が企画されています。

大石・長野水道（長野水神社下流）

袋野隧道（体験会の様子）

～自然豊かなふるさとを未来へ～

水は、海や河川にとどまっているわけではなく、

蒸発し、雲になり、雨や雪になって降下し、川とな

り海に戻るというように絶えず循環しています。

市では、森林の保全、山村地域の振興、農地の保

全など様々な施策を通じて、水源・水質の保全に取

り組んでいます。水環境課においても、下水道をは

じめとする汚水処理施設の整備を推進しています。

市民のみなさまには、排水口に異物などを流さな

いことをはじめ、早期接続やお支払いでの口座振替

の利用などにご協力をお願いします。

平成 24年九州北部豪雨から10年

※図中の「Aso-4」･･･約 9万年前の阿蘇火山の火砕流による堆積物

このように水に恵まれたうきは市の中でも、地下水の水量や水

質に課題を抱えていたり、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ご家庭もあります。近年、強雨の発

生が増加する一方で、弱い降水も含めた降水の年間日数は減少す

るなど、気象が極端化していると言われています。地下水の涵養

にとって懸念される事象が続く中、市民みなさまのご意見を十分

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。

～第 35回筑後川フェスティバル in うきは～
筑後川フェスティバルが、今年はうきは市で開催されます。

筑後川流域の連携構築に向けた行事として、10月に道の駅

うきはでのブースイベント、11月にうきは市民センター

（小ホール）でのシンポジウムなどが予定されています。

■お問い合わせ 水環境課 ☎:0943-75-4983（直通）
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市民生活課国保・年金係 ☎

後期高齢者医療保険 限度額適用（標準負担額減額）認定証

限度額適用（標準負担額減額）認定証とは

下の【負担割合・負担区分表】認定証対象の方に発行できるもので、医療機関窓口に提示する
ことにより、一つの医療機関窓口での医療保険適用分医療費の支払いが各区分の限度額までとな
ります。新たに認定証を発行するには、市役所での申請が必要です。申請月の初日から適用され、
保険証と同じく翌７月末までの有効期限となります。

・保険証、マイナンバーカードなど本人確認書類
・別世帯の方による申請では、委任状または認定証発行される本人の保険証
・市役所で所得・課税状況が確認できない場合、課税（非課税）証明書などが
必要になることがあります。

【申請に必要なもの】

【負担割合・負担区分表】

負担
割合

負担
区分

決まり方
同世帯で判定

限度額 （月額）
認定証
対象外来（個人単位） 外来＋入院 （世帯単位）

３割

現役並み
Ⅲ

住民税課税所得
万円以上の

被保険者がいる方
円＋（総医療費－ 円）×１％ 対象外

現役並み
Ⅱ

住民税課税所得
万円以上の

被保険者がいる方
円＋（総医療費－ 円）×１％ 対象

現役並み
Ⅰ

住民税課税所得
万円以上の

被保険者がいる方
円＋（総医療費－ 円）×１％ 対象

２割
月から
適用

一般Ⅱ

住民税課税所得
万円以上の

被保険者がおり、
表下※①か②に該当

円 円

対象外

１割

一般Ⅰ
現役並み・一般Ⅱ
区分Ⅱ・区分Ⅰ
以外の方 対象外

区分Ⅱ
住民税非課税で区分

Ⅰ以外の方
円 円 対象

区分Ⅰ
住民税非課税で全員
の所得０円の方

円 円 対象

※①単身世帯で「年金収入＋その他の合計所得金額」が 万円以上
②複数世帯で被保険者全員の「年金収入＋その他の合計所得金額」が 万円以上
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移動スーパーのご案内

保健課介護・高齢者支援係 ☎

敬老祝金についてのお知らせ

保健課介護・高齢者支援係 ☎

うきは市では高齢者の長寿を祝し、高齢者の福祉の向上に寄与するため、毎年老人週間
にあわせて、対象となる方に敬老祝金を贈呈しています。
今年は、下記の要件に当てはまる方に敬老祝金を贈呈します。

贈呈対象者・金額
令和４年９月１日現在、うきは市の住民基本台帳に登録されている方で、次の

年齢に該当する方。
（令和４年８月３１日以前に転出または死亡された方は対象となりません。）

〇 歳の方（昭和 年 月 日～昭和 年 月 日生まれの方）贈呈金額： 円
〇 歳の方（大正 年 月 日～大正 年 月 日生まれの方）贈呈金額： 円
〇 歳以上の方（大正 年 月 日以前生まれの方）贈呈金額： 円

贈呈対象者・金額

敬老祝金は口座振込となります。
対象となる方には、８月中旬頃に通知を送付しますので、同封の申請書に必要事項をご記入
の上、返信用封筒にてご返送をお願いします。

現在、うきは市内で買い物弱者支援連携協定に基づいて運行している移動販売
（移動スーパー）の一つ「サンピットウキウキ号」をご紹介します。

サンピットバリュー浮羽店 久次社長のコメント

サンピットバリュー浮羽店が運行している「サンピットウキウキ号」は毎週 日間、浮羽町地
区を走っている移動販売車です。色々な商品を取り扱っており、おすすめは手作りのお惣菜です。
特に、夏場に人気の「サバの南蛮漬け」はぜひご賞味ください。どなたでもご利用できますので、
移動スーパーの中をみなさんものぞいてみませんか？
「近くに来てほしい」「この商品が欲しい」などのご要望があれば、サンピットバリュー浮羽

店☎ までお電話ください。

▲野菜、果物、惣菜、調味料など、
まさに移動スーパー！ぜひご利用ください。

▲ウキウキ号運転手の小河さん
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児童扶養手当のご案内

保健課食育・健康対策係 ☎

対象者以下の ～ のすべての基準を満たす方
１．令和 年 月 日時点でうきは市に住民票がある方
２．平成 年 月 日～平成 年 月 日までに生まれた女子
３． 歳となる年度の末日までに ワクチン定期接種を３回接種を完了していない方
４． 歳となる年度の初日から令和 年度末日までに日本国内の医療機関で 価または 価

ワクチン任意接種を自費で受けた方

ヒトパピローマウイルス（ ）ワクチンの接種費用の払い戻しのご案内

福祉事務所子育て支援係 ☎

ヒトパピローマウイルス（ ）ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃し
た方が、定期接種の年齢を過ぎて、任意接種として自費で接種した場合、うきは市が定める上限額の
範囲内で払い戻しをいたします。

支給上限額
上限額（１回 円）の範囲内で最大３回分まで接種費用の実費相当を払い戻します。
※実費相当に、接種に要した交通費、宿泊費、申請に掲げる書類の発行に要した
文書料等は含みません。
※接種費用の支払いを証明する書類の提出ができない場合は、市へご連絡ください。

申請期限
令和 年 月 日まで

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）

特別児童扶養手当

精神または身体に障がいがある 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）

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）

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

★児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給されている方へ

月は現況届を提出する月です。
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。 月 日
までに届け出てください。
また、 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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保健課食育・健康対策係 ☎

「食」に親しむ食育事業

市では、食育事業の一環として、市内の保育所・保育園・幼稚園の年長児を対象に、食に親し
みながら食への知識を深めるため、年間を通して園児の食育体験事業を実施しています。
今回は、浮羽森林組合林業研究グループのご協力により、地元産の檜と椿油を使い園児たちが

自分たちの手でお箸を作る「マイ箸作り体験」を実施しました。上手にできたお箸を使ってお箸
遣いも楽しく覚えられそうですね！

月 日 幸輪保育園 月 日 吉井幼稚園月 日 千草保育園

うきはブランド推進課商工振興係 ☎

令和４年毎月勤労統計調査特別調査へご回答をお願いします

厚生労働省と福岡県は、労働者の賃金や労働時間などの変化について調査を実施しています。
令和４年８月から９月にかけて、 調査地区の各事業所を、県知事が任命した調査員が訪問し、常用労働者
数などをお聞きしますので、ご回答をお願いします。お聞きした内容を本調査以外に使用することはありません。

調査地区／浮羽町三春問合せ 県企画・地域振興部調査統計課調査第二班
☎

令和 年 月 日採用うきは市職員採用試験
総務課人事秘書係 ☎

試験区分
（教養試験の程度）

採用
予定人数 受験資格 職務内容

一般事務
（高校新卒対象）
（高校卒程度）

人程度
平成 年 月 日から平成 年４月
日までに生まれた人で、令和 年
月に高等学校を卒業予定の人

一般行政事務に従事します

受験申込み

受付期間
■一般事務 月 日（金）～ 月 日（火）
・受験資格の詳細や試験の流れについては、市ホームページをご確認ください。
・インターネットからお申し込みください。
・登録の際は、「利用規約／プライバシーポリシー」をご確認ください。
・受験手続きには、電子メールアドレスが必要です。
「 」及び「 」のドメインから
メールを受信できるように設定しておいてください。

月 日 千年保育園
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子育て世帯生活支援特別給付金
　　　　福祉事務所子育て支援係 ☎

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する
低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の
支援を行うために、給付金を支給しています。支給額は児童 人当たり一律 万円です。

●支給対象者

ア）令和 年 月分の児童扶養手当の支給
を受けている方

イ）公的年金等を受給していることにより、
令和 年 月分の児童扶養手当を受けて
いない方

ウ）令和 年 月分の児童扶養手当は受給
していないが、新型コロナウイルス感
染症の影響を受けて家計が急変し、収
入が児童扶養手当を受給している方と
同じ水準となっている方

●給付金の支給手続き

・支給対象者アの該当者
令和 年 月 日に、令和 年 月分児童
手当、特別児童扶養手当を受給している
口座へ支給済です。

・支給対象者イの該当者
随時こちらから支給予定です。
申請は不要です。

・支給対象者ウ・エの該当者
申請が必要です。ウの該当者の方は令和
年度分の所得がわかる所得証明が必要
です。対象者ごとに必要書類が異なりま
すので、詳しくはうきは市ホームページ
より申請書をダウンロードいただくか、
子育て支援係までお越しください。

・支給対象者イ・ウの該当者
申請が必要です。申請には戸籍謄本、給与
明細、令和 年中の所得がわかる所得証明
及び年金決定通知等が必要です。対象者
ごとに必要書類が異なりますので、詳しく
はうきは市ホームページより申請書をダウ
ンロードいただくか、子育て支援係まで
お越しください。

●給付金の支給手続き

・支給対象者アの該当者
令和 年 月 日に、令和 年 月分の児童
扶養手当を受給している口座へ支給済です。

申請期限は令和５年２月 日までです。

●支給対象者

ア）～ウ）は、令和 年度分の市町村民税均
等割が非課税の方が対象です。
ア）令和 年 月分の児童手当、特別児童
扶養手当の支給を受けている方

イ）令和 年 月から令和 年 月分のいず
れかの月の新規児童手当受給者、新規
特別児童扶養手当受給者

ウ）高校生等を養育する方（平成 年 月
日から平成 年 月 日までの児童
を養育する方）

エ）令和 年 月以降の家計急変者
令和 年 月以降の家計が急変し令和
年度分の市町村民税均等割が非課税と
なる水準に相当する額以下と認められ
る方

※ひとり親世帯分とその他の子育て世帯分を重複して受給することはできません。

申請期限は令和５年２月 日までです。
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うきは防災だより
市民協働推進課消防防災係 ☎ ／防災ネットワーク・うきは☎

記録的な暑さ

一般家庭用井戸水の水質検査
水環境課水資源対策係 ☎

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。

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、 値、味、臭気、色度、濁度など

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。

受付場所 水環境課水資源対策係（うきは市役所 階 番窓口）
浮羽市民課（うきは市民センター 階）※受付のみ

検査項目 飲用適否基本 項目検査 円

検査申込み

受付期間 月 日（月）～ 日（金） ９ ～ まで

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

危険な暑さ
熱中症警戒アラート

避難所生活、在宅避難や車での避難で
厳しい状況となる

災害時の熱中症対策
①水分の補給
災害時はトイレに行くことを
控えるため、水分をとる量が
減りがちになる

脱水状態になりやすい

特に高齢者は注意！

②塩分の補給 ③冷却グッズの活用
・快適な室温を保つ
ことが困難となる
・汗をかきやすい状況では
水分だけではなく塩分も！

気化熱で体を冷やす
・ネッククーラーや保冷剤
・水、うちわや扇子、携帯型
扇風機などの組み合わせ

防災カフェ
日時 月 日（金）

～
場所 るり色ふるさと館 階

○ミニ講演 災害時の熱中症対策
○みんなでトーク（話題 自由）

ためになる話題が沢山です。
お誘いあってお越し下さい。

新婚世帯に最大 万円補助します
企画財政課企画調整係 ☎

結婚を機にうきは市内で新婚生活を始める新婚世帯を対象に、新居の取得費用・家賃・引越し
費用・リフォーム費用を最大 万円まで補助します。
住民票など必要書類を用意のうえ、市役所企画財政課企画調整係へ提出してください。

申請期間：令和 年２月２８日まで
補助額： 歳以下：上限 万円、 歳以下：上限 万円
（いずれも 世帯あたり）※年齢区分は夫婦のいずれかの高い方による。
対象者：次の要件をすべてを満たす方
①令和 年 月 日から令和 年 月 日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
②婚姻日における夫婦の年齢がともに 歳以下
③新居がうきは市内にあり、住民票を移していること
④夫婦の所得の合計額が 万円未満の世帯
⑤他の公的制度による家賃補助、補助金等を受けていないこと
⑥過去にこの制度による補助金を受けたことがないこと
⑦夫婦ともに市税の滞納がないこと

うきは市
コード
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日 月 火 水
 1  2   3

 7   8   9   10

14  15  16

　　　

 17

  23  24

 28
        

29  30
 

 31

2022

家庭児童相談
子育て・家庭の悩み　月～金　9:00～17:00

☎73-9151（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９:00～17:00／毎週土曜日、第1・ 3日曜日 9:00～16:00  

☎092-584-3931

うきは市の人口 6月末 ※（  ）内は前月比

人口

28,356 女 14,892（-15）

（-25） 男 13,464（-10）

世帯

11,337 転入 59 出生 12

（19） 転出 67 死亡 29

（保）子育て相談
10:00～11:30
市役所 西別館

（保） 浮羽断酒会 20:00～
  朝倉市総合市民センター

 （保）4･7カ月児健診  
  13:15～14:15
  市役所 西別館

（保） 1歳半児健診  
  13:15～14:15
  市役所 西別館

（保）10･12カ月児健診  
 13:15～14:15
  市役所西別館

（保）浮羽断酒友の会19:00～
  うきは市民センター

（総）行政相談13:00～15:00
  総合福祉センター
 うきは市民センター

（保）4月生まれ 離乳食教室
 ９:40～1２:00
  るり色ふるさと館1F          
  調理室 

（保）浮羽断酒会 20:00～
  総合福祉センター

（保）子育て相談
  10:00～11:30
 うきは市民センター３階

（保）浮羽断酒会 20:00～
  総合福祉センター

（保）浮羽断酒友の会
  19:00～
  うきは市民センター

（保）母親学級 （後期）
  9:30～12:00
  市役所 西別館

（市）休日窓口 開庁日
                9:00～12:00
マイナンバーカード
申請・交付のみ（市役所のみ）

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
かわせみホール

（保）浮羽断酒会 20:00～
  総合福祉センター

（保）浮羽断酒会 20:00～
  総合福祉センター

（市）お盆期間中（13日～15日）し尿くみ取りは休業します
お盆前にくみ取りをされる場合は8月6日（土）まで
にご連絡をお願いします。
●吉井町域=うきは環境  ☎75-3344
●浮羽町域=浮羽美化センター  ☎77-2370

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
かわせみホール

（ブ）一日森林セラピー  　　　　
　9:30～15:00予定
 （詳細P18）

21 22

毎月9日は
「防火の日」
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木 金 土

 4  5

      

 6

 11 12  13

 18 19 20

 25 26 27

  

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   8:30～17:15（平日のみ）☎75-4960

【カレンダー内（   ）=問い合わせなどの各課・団体表示】

（総）総務課 ☎75-4980
（保）保健課 ☎75-4960
（市）市民生活課 ☎75-4972
（生）生涯学習課 ☎75-3343

（共）男女共同参画推進室 ☎77-2661
（ブ）ブランド推進課 ☎76-9095
（人）人権・同和対策室 ☎75-4984
（建）建設課 ☎75-4987

（再）再生工房・耳納ねっと ☎76-2077
（年）久留米年金事務所 ☎0942-33-6192
（筑）筑後労働者支援事務所  ☎0942-38-7579
（観）観光会館「土蔵」☎76-3980

         ＝乳幼児・子どもに関する事業           =相談事業          =イベント           =料理教室

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」
◆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。

休日在宅医
内科・外科の順

診療時間  9時～17時

7日（日）

坂本内科医院
（吉井町）☎ 75-2393  

くまがえクリニック
（田主丸町）☎72-2528

11日（木）

緒方クリニック
（田主丸町）☎72-1771

浮羽クリニック
（浮羽町）☎77-7111

14日（日）

上田内科胃腸科医院
（浮羽町）☎77-3588

田主丸中央病院
（田主丸町）☎72-2460

21日（日）

菊池医院
（吉井町）☎75-2711

原鶴温泉病院（吉井町）
☎ 75-3135

２8日（日）

※内科・外科とも
田主丸中央病院

（田主丸町）☎ 72-2460

（年）年金出張相談
  10:00～15:00（要予約）
  うきは市民センター

（再）
     耳納ねっと!の料理教室
  10:00～（詳細P17）

（人）人権相談
  13:00～16:00
  総合福祉センター

（再）耳納ねっと!の料理教室
 　　10:00～（詳細P17）

（人）人権相談13:00～16:00
  　　うきは市民センター 

（筑）出張就業相談（事前予約）
　 図書館３階　9:00～11:30
　ピーポート甘木13:30～15:30

（人）第2回人権セミナー
　18：30～20：00
　 白壁ホール　（詳細P14）

（保）健康料理教室
  10:00～12:00
    御幸コミュニティーセンター
  1階 調理実習室 

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
かわせみホール

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
かわせみホール

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
かわせみホール

小・中学校始業式

住民健診の注意事項
◎胃がん検診を受ける方は、前日の夜9時以降から検査終了まで飲食しないで
ください。血圧･血糖・心臓等の薬を服用している方の受診は、
主治医に必ずご相談ください。 当日の起床後は禁煙をお願いします。
◎持参物：受診券（圧着ハガキ）、がん検診料金
※その他詳細は5月初旬に全戸配布された「住民健診パンフレット」
   をご覧ください。
※8月6日（土）は、託児を行います。ご希望の方は、３日前までに
   ご予約をお願いします。（先着10名）

（共）
　男女共同参画セミナー
　映画上映会
　「ママをやめてもいい　
　ですか！？」　
　14：00開演　
　白壁ホール（詳細P14）
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年度 第２回うきは市人権セミナー
人権・同和対策室 ☎

【演題】

『こころの健康といのちを守るためにあなたができること』

人権セミナーは、人権について考えることで人を大切にする「人権のまちづくり」を目指
します。人権問題を学習していくことは難しいことではありません。
セミナーに参加して一緒に人権について考えましょう。

男女共同参画セミナー 映画上映会「ママをやめてもいいですか！？」
問合せ・託児申込み 男女共同参画センター・だんだん☎

ドキュメンタリー映画『ママをやめてもいいですか 』は人知れず子育
てに悩み、つまずき、それでも子どもを愛し、前を向くママとその家族の
歩みを、涙と笑いを交えながら綴った物語。
「楽しくて幸せなはずの育児が、どうして苦しくなってしまうのか？」
「『ママをやめたい』と思ってしまうのはいけない事なのか？」
「ママの笑顔を増やし、社会をより良くするためにはどうしていけばいい
のか？」
この映画は「ある家庭の物語」ではなく、育児に奮闘する「あなた」に贈
る物語です。

＜プロフィール＞
年、久留米大学卒業。 年に久留米大学大学院医学研究科修了

（医学博士）後、 年 月～ 年 月に米国
へ留学。帰国後、久留米大学医学部神経精神医

学講座の助手、講師、助教授を経て、 年 月から同講座教授に
就任した。 年 月～ 年 月、久留米大学病院副病院長。 年 月
から久留米大学高次脳疾患研究所長、 年 月から同大医学部長を務
め、

月 日（木） 30～
【会場】白壁ホール（うきは市文化会館）※入場無料

内村 直尚さん
（久留米大学学長）

年 月からは同大学長。国内トップレベルの睡眠医療チームを率いる睡眠研究の第一人者。著書
（分担執筆）に「睡眠学」（朝倉書店）、「プライマリ・ケア医のための睡眠障害」（南山堂）など

託児あり（事前申込み必要）※ 日前までにご連絡ください。

月 日（土） 開演
白壁ホール（うきは市文化会館）※入場無料

無料託児（４カ月～就学前） 月 日（金）までにお申し込みください。

※検温、手指の消毒など、新型コロナウイルス感染症予防対策を行ったうえで開催します。

※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拡大防止のため、中止・延期することがあります。その際は、うきは市ホーム
ページや防災行政無線でお知らせします。
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うきは祭り うきはまるごと体験～分散型うきは祭り企画募集
うきはブランド推進課地域振興係 ☎

’ 寺子屋 － 折り紙ヒコーキ教室 －
都市計画準備課 ☎

①飛行機を通じて「自分」の未来を考える
②交流を通じて「日本・世界」の未来を考える
③環境・宇宙を通じて「地球」の未来を考える
という３つのテーマを掲げて 空育 を展開されている日本航空
株式会社とともに、今回は飛行機の仕組みを遊びながら学ぶプログ
ラム 折り紙ヒコーキ教室を共同開催いたします。

日本航空株式会社共同開催９月４日（日）９:００～1２:００　
るり色ふるさと館（うきは市吉井町 ）

月 日号でもお伝えいたしましたが、本年度予定していました、令和 年度「うきは祭り」
については、うきは祭り実行委員会において、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、
大規模に一カ所で集中する形での開催を避けるという判断でのもと中止と決定しました。

一カ所に集客する方法でない「分散型うきは祭り」としてイベント、 企画等を実施する
団体を募り、 数団体程度に対して予算の範囲内で支援を行うことを決定しました。

【募集に際しての注意点等】
①「うきは祭り うきはまるごと体験～分散型うきは祭り～」というテーマロゴを、応
募される企画イベント広報物に入れていただき、一体感を出すことにご協力いただきます。

②事務局と打ち合わせ後、広報活動・イベント企画・会場設営等運営に要する経費を補助します。
団体につき、最大 万円以内。（うきは市から別途補助を受けているイベントは対象外）

③主催団体は満 歳以上の構成員 人以上で組織され、かつその構成員の 分の 以上がうきは
市民であること

④募集期間：予算がなくなり次第終了
※応募についての詳細は、うきは市ホームページをご覧ください。

そこで・・・

うきは市内の産業・事務所等が連携して、うきはを
知っていただくイベントや将来を担う子ども達に向
けて職業訓練や参加体験ができる体験型イベント等
（大人も子どもも楽しめる）

企業・団体等が、うきは市内に滞在し、仕事に関連した取り組みを行うことで、地域活動や
課題解決に繋がることを期待して、うきはワーケーション推進事業を行っています。

主催：日本航空 地域事業本部『ふるさとの“わ”』福岡県 チームうきうき ・ ・ ‼

応募資格・募集人数：うきは市在住の小学生・ 名
※小学校３年生までの児童には、必ず保護者１名付き添いください。
応募方法：電話予約（先着順）または右記 コードからお申込みください。

応募期間：８月 日（月）～ 月 日（水）まで ※募集人数に達し次第締め切ります
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介護予防サポーター養成講座 受講生募集
保健課介護・高齢者支援係 ☎

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。

【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、福富コミュニティセンター）

※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。

【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。

子ども夏の短期水泳教室・宿題やっつけタイム
うきはアリーナ ☎

アリーナからのご案内

◆子ども夏の短期水泳教室
この夏、 日間続けて泳いでステップアップ
しませんか？大人気の短期集中型
の水泳教室です！定員になり次第、
締め切りとさせていただきます。

月 日（水）～ 日（金）
～

★３歳（オムツが取れているお子様）～小学生
★参加費 円（税込）★定員 名

◆宿題やっつけタイム
うきはアリーナの研修室で
夏休みの宿題をしませんか？
お友達同士、兄弟姉妹とご一緒に。
もちろん、お一人様でもＯＫです。
冷房のある部屋で、集中して宿題にトライ！

月 日（水）～ 日（金）
～

★３歳（未就園児は保護者同伴）～中学生
★定員各日 名

※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。
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、上記問い
合わせ先へご連絡ください。）
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耳納ねっと！の料理教室
再生工房 耳納ねっと！ ☎

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。

・「夏野菜でおもてなし料理」 月 日（金） ～
・「ホットドッグ・冷製スープ」 月 日（金） ～

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。

事業者の皆さん、無料職業紹介所に求人登録しませんか？
うきはブランド推進課商工振興係 ☎

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います。
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います。
尚、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います。
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 ）☎

時 間 ～ （平日のみ）
メール

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。

申込・問合せ（有）弥吉醤油 ☎
うきは市民大学（まなび舎うきは）一般教養学部みそ造り教室

※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。

申込受付 月 日（土）まで

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、有限会社

弥吉醤油の弥吉浩督さんが、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。

やよしこうすけ

月 日（土） ～ 時間半程度（受付 ～）

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 ）

募集人員 名

持参物 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 リットル以上入る容器）
※ 円で容器の販売をしています。

参加費 円（材料費）
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一日森林セラピー 妹川の滝めぐりコースを歩こう
うきは市癒しの旅先案内人協会 ☎

夏でもひんやり。マイナスイオンを浴びてみませんか？ うきは市癒しの旅先案内人協会企画

「森林セラピーガイド」養成講座受講生募集
うきはブランド推進課地域振興係☎７６-９０５９

開催日時 月 日（日）※小雨決行 ※ までに集合

集合場所 調音の滝駐車場（うきは市浮羽町妹川３１８４）
1５:00頃解散予定

参加料及び持参品 円（森林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、下記の コードから、又はお電話にてご予約をお願いします。

※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 までに
必ずご連絡お願いします。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。

募集要件 ① 歳以上の健康な方で修了後に案内人として活動できる方
②うきは市が大好きな方（市内・市外問いません）
※森林セラピスト資格取得者は、講習の一部を免除

定員 名程度
応募方法 月 日（水）までに申込書に必要事項を記入の上、持参またはメール、ファックス

にてお申し込みをお願いします。
※申込書は、うきは市ホームページまたは下記申込先にて準備しています。

実施過程 全 回の養成講座をすべて受講し、修了した者を「癒しの旅先案内人」として認定します。
（やむを得ず欠席する場合は、 回まで。必須講座あり。）

開催日程 月 日（土）・ 月 日（日）・ 月 日（日）
月 日（日）・ 月 日（日）・ 月 日（日）

時間 ～ （初回のみ ～ ）
受講料 円（全 回分）
講座場所 うきは市民センター３ 、森林セラピーロード
問合せ・申込先 〒 うきは市浮羽町朝田

うきはブランド推進課地域振興係
☎ ／ ／メール

うきは市へ癒しの旅に訪れるお客様に、ロード散策と周辺地域の案内、「心」と「体」のリフ
レッシュのお手伝いを行う「癒しの旅先案内人」を養成する講座の受講生を募集します。養成講座
終了後は「癒しの旅先案内人協会」へ加入していただき、都合の合う日は会の案内活動にご協力い
ただきます。
うきは市が大好きで、「郷土の魅力を発信したい！」という方、「森林セラピーに興味がある！」等、
関心があれば市内外問わず大歓迎です！

※森林セラピーとは、その該当地
域の森林が持つ「癒し効果」が科
学的に証明された地域で、その癒
し効果を使った地域産業の活性化、
健康増進を行おうという全国的な
取り組みです。
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市立図書館 Tel 77-3050 Fax 77-3220
開館時間＝9:00～18:00（金曜は19:00まで）

※3階施設は9:00～22:00（大会議室等利用は要申込）
         　　　8月の1階休館日 1日、8日、15日、22日、29日

〈一般図書〉
●｢夢をかなえるゾウ 0｣ 
                   水野　敬也／著　
●｢宙ごはん｣  
                   町田　その子／著
〈児童図書〉

●｢ふしぎな昆虫のせかい｣ 

                   清水　聡司／著

●｢学校はうたう｣

       　         杉本　深由起／詩

●｢おいなりさん｣

                   もとした　いづみ／文

今月のおすすめ!

《子ども向け》･･･第1･第3日曜日

   8月7日 「ふしぎ駄菓子屋銭天堂／型ぬき人魚グミ」

   8月21日｢ふしぎ駄菓子屋銭天堂／獏ばくもなか」 

《大人向け》･･･第2･第4日曜日

   8月14日「八つ墓村｣ 

   8月28日「明日に向かって笑え！ (洋画）｣ 

★一般図書★
●｢マスカレードゲーム｣ 
                  東野　圭吾／著

   ★児童図書★　
   ●｢アヒルちゃんまって!｣ 
                               マグナス・ウェイトマン／作

解決の糸口すらつかめ
ない3つの殺人事件。共
通点は、被害者がみな
過去に人を死なせた者
であることだった。被
害者たちを憎む遺族ら
がホテル・コルテシア
東京に宿泊することが
判明し、再び潜入捜査
を開始する。

大切なおもちゃのアヒル
が川に流されてしまいま
した。「おにいちゃん、
たすけて！」ミミとププ
とペペの３にんは急いで
ボートにのりこみ、おも
ちゃのアヒルを追いかけ
ます。さあ、おもちゃの
アヒルは、どこにいるの
かな？

★その他おすすめ★　

8月8日（月）健診受付 13:30～
　対象:10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（1階おはなしコーナー）
   
　

 第1～4週土曜日 11:00～ 約30分間
  8月の日程＝6日、13日、20日、27日 
   　対 象：幼児～小学生

8月16日（火） 11:00～ 約20分間
　対 象：0歳～3歳 の乳幼児と保護者

おひざだっこのおはなし会
（1階おはなしコーナー）

今月の映画館（3階小ホール）
 第1～4週（日曜日）14:00～

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!!

  

図書館人気講座！

　日時：9月3日(土）
　　　　14時～15時30分
　場所：図書館3階　大会議室
　定員：40名
　申込：図書館カウンターまたは電話
　　　※8月3日より受付開始

「司書体験」 

日時：　８月19日（金）14:00～15:30
対象：　小学生5年生、6年生
定員：　10名程度 ※受付中
申込：　図書館カウンターまたは電話    

うき♪うき★ 図書館だより

今月の特集展示 ★一般室：「あの作品の原作」 
 ～原作を読んでみませんか？～

★児童室：「課題図書・指定図書」
 ～課題・指定図書の展示～

　  小学生５・６年生の皆さん。図書館で働く「司書」の
仕事を体験してみませんか?

｢野菜づくり教室｣
～秋・冬野菜の作り方～

←うきは市立図書館
公式ホームページ

うきは市立図書館

図書館での役目を終えた本や雑誌、絵本な
どを無料でお譲りします。袋などは各自ご
準備してください

《 一般・児童書 》
8月6日（土）～11日（木）10:00～16:00

《 雑誌類 》
8月13日（土）～14日（日）10:00～16：00

３階オープンギャラリー

※状況により冊数の制限及び密を避けるため　
　人数や時間の制限をさせていただきます。
　待ち時間が長くなる場合がございますので　
　ご了承ください。

《 ブックリサイクル　第２部 》
8月17日（水）～21日（日）9:00～16:00

　　　・ブックリサイクル第２部では、制限なしで
　　　　ご利用いただけます。

会場：市立図書館1階ロビー

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク
   の着用とご自宅での検温をお願いします。
※体調が悪い方は、ご来場をご遠慮ください。
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うきはファンクラブ
リニューアルオープン！
2015年 月よりスタートしたう
きは市の観光アプリ「おさんぽ
うきは」が「うきはファンクラ
ブ」に生まれ変わり、 月 日に
リニューアルリリースします！
新しくなった「うきはファンク
ラブ」の会員を大募集！

うきはファンクラブとは…
うきはを応援してくださる全て
の方…うきはが好きな方、うき
は出身者の方、うきはにご縁の
ある方、うきはが気になってい
る方、もちろんうきはの地元の
皆さんも、みんなでうきは市を
楽しむ為のアプリ。
アプリをダウンロードし、アプ
リ内で会員登録をすれば 。
（無料）

詳しくはこちら
☎

うきは市の観光情報については、
うきは観光みらいづくり公社
ポータルサイトで

開催： 月 日（木・祝）・ 日（土）・ 日（日）
時間： 〜 （売り切れ次第終了）
場所：ウキハコ（道の駅うきは敷地内）
主催：うきは観光みらいづくり公社
問合せ：ウキハコ ☎

【うきは観光みらいづくり公社について】
うきは市観光協会を前身とし、うきは市及び周辺地域の自然、景観、文化、歴史、産業・技術な

どの資源を活用し、観光事業の振興を図ることにより地域の魅力を高め、国内外の人々との交流を
促進し、地域文化の維持発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的として活動しています。

うきはファンクラブ アプリ会員大募集！！
うきは観光みらいづくり公社 ☎

うきは観光みらいづくり公社 検索

協力：道の駅うきは

広報 うきは　2022 （令和４年）.８.１20



ライオンズクラブより寄付をいただ
きました。

月 日、浮羽ライオンズクラブがウクライナ

難民・避難民支援の募金活動金をうきは市長へ手

渡しました。

これは 月 日にうきは市と久留米市の中高生

名がにじの耳納の里や道の駅うきはで募金活

動を行ったもので、合計 円の寄付金が

集まりました。うきは市はいただいた寄付金を日

本赤十字社へウクライナ人道危機救援金として寄

付いたします。

第 回「社会を明るくする運動」
うきは市青少年弁論大会

月 日、第 回「社会を明るくする運動」
うきは市青少年弁論大会が開催され、市内の中高
生 名が出場しました。
中学校の部
最優秀賞 浮羽中学校 年 河北うららさん
「新聞を通して、私が考えたこと」
優秀賞 浮羽中学校 年 坂本夷澄さん
「これが私の生き方だ」
高等学校の部
最優秀賞 浮羽究真館高等学校 年 髙元憲志さん
「キレイが生み出す縁」

月 日、（公財）全日本空手道連盟から公認九段位を授与（令和 年 月）された野上修一会長の祝賀
会が開催されました。野上会長は、吉井町「浄満寺」の住職でもあり、昭和 年に修武館道場を設立。
市内外の多くの選手たちを育てています。平成 年には全日本空手道連盟公認範士に合格。
祝賀会には、東京オリンピック新競技、空手の男子形で日本選手として、初めての金メダルを獲得した

喜友名諒選手をはじめ、沖縄で喜友名選手を指導している、劉衛流龍鳳会 佐久本嗣男会長と、形で長年
団体を組んできた金城新選手と上村拓也選手が、｢金メダルを取れたことを報告できたことで、ご助言い
ただいた野上会長へ恩返しができた。今日は演武を披露し会を盛り上げたい」とお祝いに駆け
つけてくれました。

日本空手道連合会 野上修一会長
公認九段位授与記念祝賀会が開催されました

喜友名選手・金城選手・上村選手による演武 写真：右から、上村選手、野上修一会長、喜友名
選手、佐久本嗣男会長、金城選手
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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ワード エクセル入門
◆ ～ （火・金）

～
◆定員 名◆受講料 円
②エクセル関数マスター
◆ ～ （土）

～
◆定員 名◆受講料 円
③無料でできるネットショップ
構築講座
◆ （火） ～
◆定員 名◆受講料 円
※場所 久留米地域職業訓練
センター
●問合せ
久留米地域職業訓練センター
☎

■ひとり親サポートセンター
◆就業支援
来所相談と出張相談（各市町村
役場等）随時受付
◆養育費相談
電話相談（※離婚協議中の方も可）
●問合せ 久留米ひとり親サポー
トセンター 久留米市城南町
☎
月～金 ～
土 ～ （電話相談対応）
※祝日、年末年始を除く
◆無料弁護士相談（要予約）
来所相談：先着順各 名
毎月第１（水） ～
毎月第 ・ （水） ～
●問合せ
ひとり親サポートセンター
（春日市原町 クローバー
プラザ内）
☎
月～金 ～
毎週（土）と第 ・第 （日）

～
※祝日、年末年始を除く

■緑化講習会「生垣の作り方と
管理」
◆ 月 日（日） ～
◆参加費無料
◆先着 名
◆申込 前日まで
●問合せ 福岡県緑化センター
☎

■行政書士による暮らしの無料
相談会（相続・遺言など）
◆ （水） ～
◆るり色ふるさと館 研修室
※予約不要・無料
●問合せ 行政書士ひろざわ事
務所 廣沢暢臣
☎
■久留米広域消防本部 消防職員
〔消防職Ｂ〕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

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（月）から
◆申込期間
月 日（金）～ 月 日（木）

郵送のみ受付 月 日（木）
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
・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
☎

■甲種防火管理新規講習
第 回 月 日（木）･ 日（金）
第２回 月 日（水）･ 日（木）
各回とも両日 ～
（受付 ～ ）
◆会場
久留米シティプラザ５階大会議室
◆受講料 円
◆定員各回 人
◆申込受付開始日
 管内: 9月1日（木）～
 管外: 9月12日（月）～
◆申込方法
原則インターネット申込。
ＱＲコードまたは、インター
ネットで検索し、申込みフォー
ムから申し込んでください。
※電話等での受付不可。
※ネット環境がない等の理由に
より申込みができない方は、ご
連絡ください。
（平日 ～ まで）
※新型コロナウイルスの感染拡
大状況や気象状況等の理由によ
り、講習前日や当日に急遽講習
を中止する場合があります。
●問合せ
久留米広域消防本部予防課
☎

■福岡県立柳河特別支援学校
◆たんぽぽ教室
対象：見えにくさが気になる乳
幼児とその保護者
【初回】 ～

月～令和 年 月 毎月第 金曜
～

◆やなっこ教室
対象：発達が気になる乳幼児と
その保護者

～
●問合せ
福岡県立柳河特別支援学校
支援連携課
（担当：吉松）
☎
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月 日から 日までは、飲酒運転撲滅週間です。
飲酒運転は重大な犯罪であり、「罰金や懲役」、「運転免許の取消」、

「会社の解雇」など、非常に重い罰則や社会的制裁が課されます。
また、飲酒運転事故は、被害者、加害者、そして両方の家族の生活を大き

く変えてしまいます。
自分自身はもちろん、周りの方が飲酒運転をしないよう、お互いに呼び掛

け合いましょう。
また、飲酒運転を見つけたときは、必ず 番通報をしてください。
「飲酒運転は、絶対しない！させない！許さない！そして、見逃さない！」
みんなの力で飲酒運転をなくしましょう。

通電火災に注意！
通電火災とは、停電が復旧し、通電したこと
が原因で起こる火災のことです。

安心や （ねー）うきは

フルーツ盗難警戒中
～大切に育てたフルーツを守ろう～

【農作物生産者の皆様へ】
防犯ポイントは侵入されない環境づくり！
園地にネットや柵を設置する
防犯カメラ、センサーライト等を設置する
防犯カメラ作動中などの看板等を設置する
★周囲に警戒してることをアピールしましょう★

うきは警察署警戒中！不審者を見たら 番

通電火災を防ぐための防止策
①停電したときは、家電製品のスイッチを
切り、コンセントから抜いておく。

②停電中に避難するときはブレーカーを落
　とす。
③浸水しそうな時は家電製品を高い場所
　に移動する。
④水に浸かった家電製品の使用は控える。

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

納 骨 堂 加 入 者 募 集 中
まずはご相談ご見学下さい
▲ どなたでもお申し込みいただけます
▲ 以前の宗教・宗派は問いません
▲ お墓じまいやお墓のお引越しの
ご相談も承ります

個人区画

万円～
（第 期募集は先着 基）

浄土真宗 東本願寺派

西嚴寺
さい ごん じ

お問い合わせ ☎
〒 うきは市吉井町
（うきは市役所・筑後吉井駅よりそれぞれ徒歩約 分）

う生環第 号

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

年ぶりに操法大会が行われました

月 日、新型コロナウイルスの影響で中止となっていたうきは市ポンプ操法大会が 年振りに開催
され、小型ポンプの部は第 分団が、ポンプ車の部は第 分団が優勝しました。

第 分団（小型ポンプの部優勝） 第 分団（ポンプ車の部優勝）

指揮者 第 分団 尾花 英士
番員 第 分団 尾花 康公
番員 第 分団 江崎 誠
番員 第 分団 古賀 健一郎
番員 第 分団 佐藤 祐太

小型ポンプの部 個人表彰
指揮者 第 分団 中野 道明
番員 第 分団 西山 陽一郎
番員 第 分団 堀江 研多朗
番員 第 分団 宇野 寿

ポンプ車の部 個人表彰

松
まつおか

岡　愛
いとは

華 ちゃん

令和２年８月26日 (2歳)

お誕生日おめでとう♥こ
れからも元気に大きく
なってね♥いつも笑顔で
いれますように♥

佐
さ さ き

々木　統
と う り

李 ちゃん

令和元年８月17日 (3歳)

いつも楽しい時間あり
がとう♥これからも素
直でまっすぐで優しい
統李でいてね☆

釜
かまほり

堀　永
とあ

愛 ちゃん

令和元年８月13日 (3歳)

お誕生日おめでとう！
これからも元気で、た
く さ ん 笑 っ て 大 き く
なってね♥

熊
くまがえ

谷　結
ゆな

凪 ちゃん

令和３年８月28日 (1歳)

結凪ちゃんの元気な笑
顔が大好きだよ♥♥こ
れからもたくさん笑っ
て大きくなろうね！

日
ひの

野　暁
あきと

仁 ちゃん

令和３年８月４日 (1歳)

１歳おめでとう！毎日
にこにこ、元気でやん
ちゃ坊主のあっきー♥
大好きだよ♥

江
えとう

藤　涼
すず

 ちゃん

令和３年８月５日 (1歳)

お誕生日おめでとう！
ニコニコ笑顔で家族み
んなに幸せをありがと
う♥大好き♥♥

浦
うらた

田　律
りつき

月 ちゃん

令和元年８月21日 (3歳)

３歳おめでとう! !元気
いっぱい大きくなって
ね！

江
えがしら

頭　凜
りんのすけ

之甫 ちゃん

令和３年８月17日 (1歳)

1 歳おめでとう☆大好
きなにぃにとこれから
も仲良く元気いっぱい
育ってね♥

※市内在住の9月生まれ（1～3歳）のお子さんを8月1日～5日
まで先着12人受付けます。LINEで申請か写真・メッセージ（40
字以内）を総務課情報政策係にお持ちください。
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