
図書館開館時間変更
のお知らせ

「調べる学習コンクール」受賞作品レプリカの展示９月の特集コーナー

新刊案内

自動交付機を廃止します
　平成 29 年 12 月 28 日（木）をもって、自動交付機を廃止します。
　このため、自動交付機での各種証明書（住民票、印鑑証明書など）の発行ができなくなります。
　平成 30 年１月４日（木）からは、窓口にて申請書の記入が必要となります。
※志免町・粕屋町での各種証明書の発行もご利用ができなくなります。ご了承ください。

※詳細については、後日、お知らせします。

カ ー ド の 種 別 今 後 の 手 続 き

住民基本台帳
カード

▶顔写真付きのカード本体は、身分証明書として券面の有効期限まで使
用できます。

▶自動交付機により印鑑証明書の交付を受けている方は、窓口にて印鑑
登録証との引替え手続きが必要です。

ＵＭＡＣＡ
カード

▶引き続き印鑑登録証として使用できます。
▶印鑑証明書が必要な際は、窓口にて申請書をご記入のうえ、UMACA

カードをご提示ください。

住民課 住民係 ☎ 932-1111問い合わせ

　８月13日（日）～16日（水）は、開館
時間が10時～17時になります。

（立体駐車場も17時15分施錠）
　皆さまのご理解とご協力をお願い
します。
※８月14日（月）は通常の休館日です。

　第19回・第20回「図書館を使った調べる学習コンクール」受賞作品の
レプリカを展示しています。
　第20回の作品は宇美町から入選した作品も含まれています。
　小・中学生や保護者のみなさん、ぜひ作品作りの参考にしてください。

●一般書コーナー「暮らし安心  備える力」
『地震イツモマニュアル』

地震イツモプロジェクト／編 （ポプラ社）
『わが家の防災ハンドブック』

山村 武彦／監修 （家の光協会）　
●児童書コーナー「防災を学ぼう」

『よくわかる！天気の変化と気象災害』
  森田 正光／監修 （学研プラス）

『はれるんの防災教室』
堀江 譲／絵と文 （東京堂出版）

問い合わせ 宇美町立図書館 　☎ 932-0600 932-0631 ●雑誌スポンサー随時募集中（詳細は左記まで）

７月の利用状況
（７月 27 日現在）

●入館者数：
●貸出者数：
●貸出点数：

13,080 人
4,323 人

21,450 点

児童書　
『こけこけコケコッコー』

にしはら みのり／作・絵
（ＰＨＰ研究所）

　かえるのケロロと苔
のにわとりコケコッ
コーがおさんぽにでか
けます。途中でジャゴ
ケのヘビくんや、ギンゴケのギンば
あちゃん、コスギゴケのスギコさん
達に出会って…。苔の特性がわかる
絵本。

一般書　
『上機嫌の本』

佐藤 愛子／著
（ＰＨＰ研究所）

　苦労の中で上機嫌に
生きるために楽天家に
なった。楽天家になっ
たことが更に苦労を増やし、それ
が更に私を楽天家にした。人間万
事塞翁が馬。ままならない人生を
上機嫌で乗り越えてきた佐藤愛子
の、元気がでる本。

初めての方でも大丈夫！ボランティアへの一歩踏み出してみませんか？
ボランティア体験しませんか？ 2017

ボランティア体験プログラム   参加者募集 !!

☆申込方法☆　電話、ＦＡＸ、ふみらぽ窓口
☆申込締切☆　活動日の３日前（定員のあるプログラムもありますので、お早めにお申し込みください！）
☆申込・問い合わせ☆　宇美町ボランティア・町民活動支援センター
　　　　　　　　　　　 ふみらぽ（し～ず・うみ内） 　☎＆　　933-1110

プログラム 団　体 内　容 日　時 場　所

皆さんで童謡、
唱歌を歌おう

宇美コーラス
しゃくなげ会

子どもの頃に歌った童謡、唱歌をしゃ
くなげコーラスの団員と一緒に歌い
ます

９月６日（水）
13 時～15 時

し～ず・うみ
大ホール

高齢者施設の方
とのふれあい

宇美町赤十字
老人介護奉団
くすの木会

施設入所の方のお話し相手
ハンドケア

９月 20 日（水）
13 時 30 分～
14 時 30 分

特別養護
老人ホーム　
やすらぎの郷

秋の花苗
作り作業 うみ花と緑の会 町の花壇を彩る花苗作りとして

苗の移植作業をします

９月 20 日（水）～
９月 22 日（金）
 ９時 30 分～
11 時 30 分

育苗ビニールハウス
（宇美中央４丁目）

大人のための
まわし読み新聞

うみニティ
編集室

「うみっと」

読売中高生新聞をつかって
壁新聞をつくります

（別途材料費 170 円がかかります）
10 月 13 日（金）
10 時～12 時

し～ず・うみ
（講習室３）

農業体験
特定非営利
活動法人　
よか隊

障がいをお持ちの方と交流をしなが
ら、無農薬・無化学肥料の畑の土作り、
種まき、水やり、収穫などをします

10 月 18 日（水）
９時～ 11 時 30 分

のあ（貴船２丁目）に
集合し、宇美東小裏
の畑に向かいます

宇美町を
キレイにしよう ひだまり

私たちがよく利用している、ＪＲ宇
美駅→遊歩道→し～ず・うみまでのゴ
ミを拾い、きれいな歩道にします

10 月 27 日（金）
10 時～11 時 30 分

ＪＲ宇美駅に集合
し、し～ず・うみに
向かいます

●健康診査を受診するこ
とで、血糖値や LDL コ
レステロールなど血液
の中身を知ることがで
き、血管が傷んでない
か、動脈硬化が進行し
ていないかなど血管の
状態を推測することが
できます。

●宇美町国民健康保険に
加入の方は、８月から
医療機関で受けられる
健診も始まります。

●ぜひこの機会に受診し
ましょう。

※宇美町国民健康保険に加
入の方で、７ 月 31 日 ま
でに住民健診を受診され
ておらず、９月・11 月の
住民健診にお申し込みが
ない方を対象に、医療機
関で健康診査を受けるこ
とができる受診券を郵送
しています。医療機関で
受診される際は、受診券
が必要です。

健康診査のお申込みは
お済ですか？ 宇美町国民健康保険加入の方

受診場所 ① 町（住民健診） ② 医療機関

対象年齢 40 ～ 74 歳 40 ～ 74 歳

時　期
• 11 月９日（木）
　    ～13 日（月）
（締切日 10 月２日）

•８月～12月

項　目

•問診
•身体測定
•血圧測定
•血液検査
•尿検査
•診察
•心電図検査

•問診
•身体測定
•血圧測定
•血液検査
•尿検査
•診察

料　金 500 円 800 円

申込方法 町健康づくり課へ
電話または申込はがき

医療機関に
直接予約

その他の保険に加入の方
受診場所 町（住民健診）

対象年齢

• 16 ～ 39 歳
• 40 ～ 74 歳 の 協 会

けんぽ被扶養者
• 75 歳以上で高血圧、

糖尿病、脂質異常症の
服薬をしていない方

時　期
• 11 月９日（木）
　    ～13 日（月）
（締切日 10 月２日）

項　目

•問診
•身体測定
•血圧測定
•血液検査
•尿検査
•診察
•心電図検査

料　金 500 円

申込方法 町健康づくり課へ
電話または申込はがき

健康診査のご案内
問い合わせ 健康づくり課 健康推進係 （うみハピネス内 )

☎ 933-0777

住民健診はどの日程も、定員になり次第受付を締め切ります。
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