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　「第 10 回宇美町調べる学習コン
クール」の優秀作品 46 点を全国
大会へ推薦し、応募総数 107,708
点の中、以下のとおり受賞しました。
　教育委員会では、7 月に町内小中
学生の親子を対象とした「調べる学
習親子学習会」を開催し、11 月の「ふ
みの里まなびの森フェスタ」では、
町コンクールの優秀作品の展示と受
賞者の表彰式を行っています。
　来年度も「宇美町図書館を使った
調べる学習コンクール」を開催しま
すので、小中学生の皆さんは、ぜ
ひ挑戦してください。
▶第22回「図書館を使った調べる

学習コンクール」（全国大会）結果
【優良賞】1 作品
　小形薫堂（宇美小 2 年）
　「かっちゅうにむちゅう」

【奨励賞】4 作品
　花岡希龍（井野小１年）
　「でんしゃじゃなくてでんちゃ！？」
　宮内彩（宇美小 1 年）
　「おひなさまのひみつをしりたいな」
　渡뵎晟己（宇美小 2 年）
　「アイラブリカちゃん」
　花田咲和（桜原小 6 年）
　「シミを落としてすっきり快適」

【佳　作】41 作品
※大会結果は、図書館振興財団ホー

ム―ページ（下記）に掲載
　http://www.toshokan.or.jp/

contest/index.php 
問 学校教育課 学校教育係
　☎ 934-2245

調べる学習コンクールで
優良賞などを受賞
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　毎年 3 月中旬に、新年度からの
国民健康保険証を書留で郵送して
いましたが、昨年４月の国保の都
道府県化に伴い、保険証の更新時
期が変更されます。有効期限が、
平成 31 年 7 月 31 日（水）の保
険証は 4 月以降も引き続きご利用
ください。誤って保険証を破棄し
た場合、再発行の手続が必要にな
りますのでご注意ください。
　平成 31 年 8 月 1 日から有効の
国民健康保険証は、７月に書留で
郵送します。
※４月から就職などで社会保険証

ができた場合、国民健康保険の
喪失手続が必要です。新しい社
会保険証が手元に届いたら、役
場で国民健康保険の喪失手続を
してください。

問 住民課 国保医療係
　☎ 932-1111

国民健康保険証の
更新時期の変更について
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　4 月以降、出産予定日または出
産日が属する月の前月から 4 か月
間の国民年金保険料が免除されま
す。なお、多胎妊娠の場合は、出
産予定日または出産日が属する月
の 3 か月前から６か月間の国民年
金保険料が免除されます。
※出産：妊娠 85 日（４か月）以上の出産
　　　　（死産、流産、早産を含む）

▶対象
　国民年金第 1 号被保険者で出産
日が平成 31 年 2 月 1 日以降の方
▶届出時期
　出産予定日の６か月前から。速
やかに届出ください。
※平成 31 年 3 月までは届出できません。

▶必要なもの
　年金手帳、印鑑、その他書類
※その他書類…
　①出産前届出の場合
　　母子健康手帳など
　②出産後届出の場合
　　出産日は、町で確認ができる

ため原則不要。ただし、被保険
者と子が別世帯の場合は、出生
証明書など出産日および親子関
係を明らかにする書類

申・問 住民課 年金手当係
　☎ 934-2250

産前産後期間の国民年金保
険料免除制度が始まります
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　昨年 1 月から住民課で開設して
いた「証明書発行日曜窓口」は、
利用者が少ないことなどから、4
月以降開設月を変更します。
▶証明書発行日曜窓口
　【開設月】5月、7月、9月、11月、
　　　　　 1～3月
　【開設日】開設月の第 2 日曜日
　【開設時間】9 時～ 12 時
▶夜間窓口
　【開設日】毎月 25 日
　※土、日、祝日の場合、翌開庁日
　【開設時間】17 時15 分～20 時
　※住所異動の手続もできます。
問 住民課 住民係 ☎ 934-2241

「証明書発行日曜窓口」の
開設月が変わります
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【浴場】
現在　11時30分～16時（月～金）
4月1日～　11時20分～16時10分
　　　　　 （月・水・金）

【電位治療器】
現在　10時～15時 
4月1日～　9時30分～16時
問 老人福祉センター「くすの杜」
　☎ 933-1111

老人福祉センター
利用に関する変更

お知らせ
umi

news

　4 月から小学校に入学する児童
がいるひとり親家庭などの方は、
医療証の申請が必要です。対象者
には 3 月下旬に案内文書を郵送し
ますので、手続もれのないように
お願いします。なお、受付期間を
過ぎて手続をした場合は、申請月
の初日からの認定になりますので、
ご注意ください。
▶受付期間
　4月1日（月）～26日（金）
　8 時 30 分～ 17 時 15 分
　（土・日・祝日を除く）
　※ 4 月 25 日（木）は 20 時まで
▶必要なもの　
①対象児童の健康保険証、
　子ども医療証
②印鑑
③その他（案内文書に記載の書類）
問 住民課 年金手当係
　☎ 934-2250

子ども医療証からひとり親
家庭等医療証への切替手続

　2 月 2 日（土）福岡市都久志会館で「福岡県子ども
の読書活動交流・研修会」が開催され、宇美町と広川
町が報告と実演を行いました。宇美町の発表では、小
学生読書リーダー・中学生読書サポーター養成講座の
取組を中心に説明。また、宇美小学校の読書リーダー
4 人が、以前小学校で開催した「おはなし会」を実際
に演じました。

▲宇美小学校読書リーダーの発表の様子

「福岡県子どもの読書活動交流・
研修会」で 宇美町が実践発表

　宇美中学校 3 年生の加藤郁真さんが、「中学校技術・
家庭科 第 19 回 全国中学生創造ものづくり教育フェ
ア 木工チャレンジコンテスト」で全日本中学校技術・
家庭科研究会会長賞を受賞しました。
  加藤さんは、『今回 3 回目の挑戦で全国大会へ出場
することができました。私の作品「チェアー・ラック」
は学校生活を豊かにするために考えたものです。その
アイデアを評価していただき、とてもうれしかったで
す。』と話していました。

▲コンテストで作業に集中する加藤さん ▲入選おめでとうございます

木工チャレンジコンテスト入選

　2 月 23 日（土）、総合スポーツ公園で健康づくり地
域交流フェスタ「アビスパ福岡とボール遊び」が開催
され、約 50 人の親子がアビスパ福岡のコーチ陣とボー
ル遊びプログラムを体験し、楽しい時間を過ごしまし
た。
　マスコットキャラの『アビーくん』と『ビビーちゃ
ん』と一緒にボールをキックしてコーンを倒すゲーム
など、4 チームに分かれて点数を競い合い、参加した
子どもたちから「とても楽しかった！」と満足した声
が聞かれました。

▲手をつないで自陣を守る「手つなぎナンバーコール」は
　チームワークが大事！

「アビスパ福岡とボール遊び」を
開催しました

町出身の高校生が
各競技で活躍しています！

【副島拓真さん 須恵高校 1 年】
（アイスホッケー）
宇美中学校卒業
　中学・高校と部活動は陸上部に所
属。県大会出場（長距離）、市町村
対抗駅伝の宇美町代表としても活
躍。アイスホッケーは小学生から始
め、現在もクラブチームに所属。第
74 回国民体育大会（釧路市で開催）
に選手として出場。

【下村日奈子さん 玄界高校 1 年】
（フェンシング）
宇美中学校卒業
　中学時代は陸上部に所属し県大会
にも出場。福岡県タレント発掘事業
に参加し、フェンシングの適性を見
出され競技転向。3 月 22 日から愛
媛県で開催される第 43 回全国高等
学校選抜大会に出場。

【寺嶋葵さん 飯塚高校 3 年】
（バトントワーリング）
宇美中学校卒業
　4 歳からバトントワーリングを始
め、高校 2 年の時、クロアチアで
開催された世界大会（2 大会）に出
場。3 月 22 日から大阪市で開催さ
れる第 44 回全日本バトントワーリ
ング選手権大会に出場。
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