
情報ステーション
申し込み先申 問 問い合わせ先学び イベント 募集相談 その他

　平成 31 年度定期普通救命講習会は次のとおりです。
分割（座学 1 時間）受講や WEB 講習を受講した方の実技講習のみの受
講も可能です。お誘いあわせのうえ多数ご参加ください。

▶人数　
　　定員 30 人（受講料無料・修了証発行）　随時受付
　　※ 7 月開催分のみ 定員 60 人
▶受講資格
　　中学生以上で、
　　管内各町（志免・宇美・須恵・粕屋・篠栗・久山）に住んでいる人
　　または勤務している人。
▶受講予約
　　電話で受講を予約

■ 募集内容

　　南部消防署　☎ 935-5107　　中部消防署　☎ 938-3216
受講予約・問い合わせ先

み

んなを守る
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問 粕屋南部消防組合消防本部 ☎ 935-5111 HP http://www.kasuyananbu-shobo.jp/ 　いま注目の「体幹」「骨盤底筋群」
を鍛える教室です。姿勢、骨盤のゆ
がみ、肩・首こりの改善と基礎代謝
を上げ、太りにくい体質を作りメリ
ハリのある身体をめざします。
▶日時　4 月 3 日（水）、10 日（水）、
　　  　      17 日（水）、24 日（水）
　　　19 時 30 分～ 20 時 30 分
▶場所　し～ず・うみ
▶対象　中学生以上
▶参加費
　3,000 円（体験全 4 回）または、
　1,000 円（体験 1 回）※当日支払
▶定員　15 人程度
▶申込方法　下記へ電話申込
申・問 NPO法人ふみの里スポーツ

クラブ　☎080-7004-1439

■ 平成31年度 定期普通救命講習会（救命講習Ⅰ）日程
日　程

※時間はすべて
9：30 ～ 12：30

場　所 住　所

1 2019 年 5/18（土） 中部消防署 粕屋町大字大隈 55-1

2 2019 年 7/20（土） 南部消防署 志免町大字田富 170

3 2019 年 9/21（土） 中部消防署 粕屋町大字大隈 55-1

4 2019 年 11/16（土） 南部消防署 志免町大字田富 170

5 2020 年 1/18（土） 中部消防署 粕屋町大字大隈 55-1

6 2020 年 3/21（土） 南部消防署 志免町大字田富 170

ピラティス体験者募集

　自殺を考えている人は、悩みを
抱えながらも救いを求めており、
言葉や行動などから何らかのサイ
ンを発信しています。そのサイン
を、周囲にいる人たちが敏感に気
づくことが大切です。
　家庭・地域・職場での「気づき」
により、専門機関への相談を勧め、
皆さんで自殺予防につなげましょう。

《こんなサインが多いときは注意！》
　⃝以前と比べて表情が暗く、元

気がない
　⃝体調不良の訴えが多くなる
　⃝仕事や家事の能率が低下、ミ

スが増える
　⃝周囲との交流を避けるように

なる
　⃝外出をしなくなる
　⃝飲酒量が増える　　など
問 ふくおか自殺予防ホットライン
　☎ 592-0783（電話相談）
　※ 24 時間年中無休

３月は
「自殺対策強化月間」です

「定期普通救命講習」のご案内

平成31年度

▶募集住宅
　県内に所在する県営住宅
※募集対象団地、募集戸数など詳

細は募集案内書参照。
▶案内書配布期間・申込受付期間
　4 月 8 日（月）～ 19 日（金）
※申込手数料不要。
▶配布場所
　県住宅供給公社、公社管理事務

所、県庁県営住宅課、町役場ほか
申・問 県住宅供給公社
　県営住宅管理部 管理課
　☎781-8029 FAX722-1181

県営住宅入居者募集
（定期募集）

　社会保険労務士会では、日本年
金機構からの委託により、予約制
にて年金受給に関する相談や裁定
請求書の受付に応じます。

（障害年金を除く）
▶日時
　3 月 27 日（水）、
　4 月 10 日（水）、24 日（水）
　9 時 30 分～ 16 時 20 分
　（12 時～ 13 時を除く）
▶場所
　志免町民センター
　生涯学習 2 号館　第 2 会議室
※相談会場での予約はできません。
問 東福岡年金事務所 予約
　☎ 651-7967 または 7968

社会保険労務士による
年金相談

　県営住宅の空室の一部について、
先着順で入居者を決定する「常時
募集」が始まります。詳細は下記
問い合わせ先へ。
申・問 県住宅供給公社
　県営住宅管理部 管理課
　☎781-8029 FAX722-1181

県営住宅入居者募集
（先着順受付開始）

▶職務内容　
　⃝居宅サービス計画書の点検
　⃝事業者や利用者への聞き取り
　⃝支部介護保険関連事務
▶採用期間　
　2019 年 4 月 1 日～
　2020 年 3 月 31 日
　※年度単位で雇用延長あり
▶受験資格　
　⃝介護支援専門員証の交付を受

け、実務経験が１年以上ある人
　⃝普通自動車の免許取得者
　⃝パソコン入力
　　（Word・Excel）ができる人
　⃝昭和 29 年 4 月 2 日以降に生

まれた人
※詳細は、下記ホームページ掲載
問 福岡県介護保険広域連合
　事業課 監査指導係
　☎ 981-9075
　HP http://www.fukuoka-
　　kaigo.jp/

介護支援専門員募集
（福岡県介護保険広域連合嘱託員）

『私が歩んできた道』
～上り坂・下り坂・まさか～
　どんな人にも、人生山あり谷あり、
良いことも悪いこともあります。仕
事や家庭、夫の両親の介護歴 20 年
などさまざまな経験をした講師に、
人生を明るく楽しく過ごしていく考
え方をお話してもらいます。
▶日時　4 月 13 日（土）
　10 時～ 11 時 30 分
▶場所　し～ず・うみ
▶参加費　無料
▶講師　福岡県男女共同参画センター
　「あすばる」館長 神﨑智子さん
▶託児　あり（6 か月～就学前）
　※要予約（4月6日（土）予約締切）
　※託児保険料：100円（こども1人）
申・問 し～ず・うみ ☎932-0365

宇美町男女共同参画講演会

　訪問看護に従事するもしくは従事し
ようとする看護師に必要な基本的知
識・技術を修得するための研修です。
▶日時　
　6 月 4 日（火）～ 10 月 23 日（水）
　のうち25 日間
　9 時 30 分～ 16 時 30 分
▶場所
　［講義・演習］ナースプラザ福岡
　［実習］県内訪問看護ステーション、

保健所、地域包括支援センターなど
▶対象　訪問看護に従事して 3 年

未満の看護職（従事予定者を含む）
▶参加費　50,000 円（資料代など）
▶定員　50 人
▶申込方法　①申込書を下記へ郵

送または FAX ②福岡県看護協会
のホームページから申込

　※応募締切：4 月 19 日（金）
問 福岡県ナースセンター
　（（公財）福岡県看護協会 事業部事

業課 担当：竜口・中島）
　〒 812-0054 福岡市東区馬出

4-10-1 ナースプラザ福岡
　☎631-1221 FAX631-1223
　HP https://www.fukuoka-
　　kango.or.jp

2019年度
訪問看護師養成講習会（新任期）

　インターネットを使って応急
手当の基礎を気軽に学べます。
動画やクイズで、楽しく応急手
当を学ぶことができます。
　粕屋南部消防本部公式ホーム
ページで公開中。皆さんからの
アクセスをお待ちしています！

（WEB 講習）■インターネットでも 楽しく学べる！

「春の野草と調理を楽しむ」
参加者募集

　春の森を散策しながら野草を採集
し、採った野草を調理します。おい
しい野草や危険な野草を学べます。
▶日時
　4月13日（土） 10時～13時30分
　［受付］9 時 30 分
▶場所
　四王寺県民の森管理事務所
▶参加費　500 円（保険料込）
　※受付時支払・小学生未満無料
▶講師　森林インストラクター
▶定員　30人（先着順・要事前申込）
▶申込方法
　電話で「住所・氏名・年齢・電話番

号」をお伝えください。
▶申込期間
　4月2日（火）～11日（木）
　9時～17時
　※4月8日（月）を除く。
▶その他
　昼食は各自で準備してください。
申・問 福岡県立四王寺県民の森
　管理事務所（大字四王寺 207）
　☎932-7373 FAX932-7340
　 HP http://shioujikenminno

mori.org/application/
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