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宇美町からのお知らせ宇美町からのお知らせ 宇美町からのお知らせ宇美町からのお知らせ

図書館
 だより

町立図書館
☎932-0600
FAX932-0631

問
い
合
わ
せ
先

◆ 雑誌スポンサー随時
　 募集中
詳しくは、図書館に
お問い合わせください。

11月の特集コーナー

図書館読書まつり 開催  10月23日(土)・24日(日)

●一般書コーナー・YAコーナー
　テーマ「みんなのいちおし BOOK」　

●児童書コーナー
「『本屋さんイチオシ』の 100さつ」※読売ＫＯＤＯＭＯ新聞書評より　

◆ 宇美町立図書館  
　 ホームページ
（https://www.town.umi.
  lg.jp/site/umi-library/）

問
い
合
わ
せ
先

住民健(検)診のご案内
健康福祉課 健康長寿係
☎ 934-2243
FAX 933-7512（代）だ よ り

健 康

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した集団健診を、12月に実施します。（要予約）

※★は、特定健康診査・健康診査、大腸がん検診のみ実施。

定期的に自身の健康状態を把握することは、生活習慣病などの疾病の早期発見・早期治療に繋が
ります。

医療機関にかかっていない方や、今年度まだ健康診査を受けていない方
年に一度、自身の健康状態を把握するためにも住民健（検）診を受けてみませんか？
健診項目などの詳細は、広報うみ3月号に同封した「令和3年度 宇美町けんしんガイド」をご覧く
ださい。町ホームページでも、住民健（検）診に関する情報を掲載しています。

10月1日（金）

～

10月24日（日） 

日　時 時　間 催　し 会　場　など
プレイベント　ブックリサイクル
※保存年限が切れた雑誌や寄贈図書
　などを提供　雑誌は、ジャンルごと
　に日程を決めて提供

図書館内 コリドール側(道路側)  
児童コーナー

うみ・みらい館  多目的ホール
当日受付　各先着50人(保護者含む)

図書館 おはなしのへや
当日受付　先着10人

図書館インターネットコーナー
当日受付 先着20人程度15分程度の体験
▶対象　小学生以上の町内在住または
　　　　在勤・在学の方
うみ・みらい館 多目的ホール
▶事前申込 先着50人(保護者含む)
▶申込期間 9月25日（土）～10月22日（金）
▶受付時間 10時～17時 図書館休館日除く
▶申込方法 図書館カウンター・電話

読書ボランティア団体リレー
おはなし会
子ども向けおはなし会 
第1部　乳幼児向け
第2部　小学生向け

宇美町電子図書館おためし体験
※図書館のパソコンを使って、電子
　図書館の本の貸出・返却の体験

人形劇「ぶんぶく茶がま」
（子ども向け）

みんなのいちおしBOOKの展示

「利用者おすすめ本」展示

読書ボランティア団体リレー
おはなし会 
大人のためのおはなし会

10：00～閉館

13:15～15:00

受付15:00
      15:10～15:40

第１部  受付10:15
           10:30～11:10
第２部  受付11:15
　        11:30～12:10

開場10:40
　　11:00～12:00

10:00～閉館

10月23日（土）

10月23日（土）

10月24日（日）

10月21日（木）

～

11月24日（水）

一般利用者からのおすすめ  
一般特集コーナー
中高生からのおすすめ  
ＹＡコーナー

参加する方は、マスク着用をお願いします。（イベント参加は、事前にご家庭で検温をお願いします）

4日
5日
6日
7日
8日
14日
15日
16日
18日
19日

土
日
月
火
水
火
水
木
土
日

10月22日
（金）
締切

(消印有効)

いずれかの期間でお申し
込みください。

・10月18日（月）
　　　　　～22日（金）

・10月25日（月）
　　　　　～29日（金）

※12月4日（土）～8日（水）
　の健診日は22日（金）が
　締切です。

10月29日
（金）
締切

(消印有効)

10月22日
（金）
締切

10月29日
（金）
締切

宇美町役場
★

桜原公民館
★

しーず・うみ

宇美町役場

12月

健診日程 場所 託児 予約受付期間
専用ハガキ 予約専用電話Web

追
加
日
程

案内板
まちの
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町では、県および県内市町村と連
携し、個人住民税をはじめとする地
方税の徴収率の向上と滞納の縮減を
図るため、11月～12月を「県下一
斉徴収強化月間」と位置づけ、県下
一斉に広報による納税推進、滞納者
に対する催告の強化、差押やタイヤ
ロック、捜索などの滞納処分の強化
などさまざまな徴収対策に取り組み
ます。
この機会に、納め忘れの税金がな
いか確認しましょう。
▶町の取り組み
一斉催告、差押・タイヤロック
捜索など滞納処分の強化

▶納税に関するお問い合わせ先
税金の種類に
応じて、問い
合わせ先が異
なりますので、
必ず納税通知
書などでご確
認ください。

【ご存じですか？「L I N E P a y」、
「PayPay」で納付ができます】
　納付書に印字されているコンビ
ニ収納用バーコードを読み取るこ
とで、窓口や店頭に赴くことなく、
いつでも、どこでもお支払いがで
きます。
※コンビニで使用できる納付書であ
れば利用可能ですが、納期限が過
ぎた納付書は取り扱いできませ
ん。

※対象の税目など詳細は町ホーム
ページにてご確認ください。

　 財政課　収納対策係
☎934-2269　FAX933-7512（代）

11月～12月は「ＳＴＯＰ滞納!! 県
下一斉徴収強化月間」 ～わすれ
ていませんか、「納税」を～

問

生活・くらし

健康

▶受診期限　12月31日（金）
※新型コロナウイルス感染症の発生
状況を踏まえ、医療機関にあらか
じめ電話にてご相談のうえ、受診
をご検討ください。
▶対象者
昭和20年4月1日～昭和21年3月
31日生まれの本年度76歳になる方

※長期入院の方、施設入所の方など
を除く
※例外として、12月までに限り、77
歳以上になる被保険者で歯科健診
を希望する方も受診できますが、
昨年度までに受診した方は受診で
きません。
▶必要なもの
・被保険者証、受診券（必要事項を記
入してください）、受診料300円

▶受診方法
5月下旬に郵送している受診券に
同封の歯科健診実施医療機関に予
約後、受診

　 福岡県後期高齢者医療広域連合　
お問い合わせセンター（福岡市博多区
千代4-1-27　福岡県自治会館5階）
☎651-3111　FAX651-3901
または、健康福祉課　健康長寿係
☎934-2243　FAX933-7512（代）

歯科検診のお知らせ

問

▶受診期限　令和４年３月３１日(木)
※新型コロナウイルス感染症の発生
状況を踏まえ、医療機関にあらか
じめ電話にてご相談のうえ、受診
をご検討ください。
▶対象
福岡県後期高齢者医療制度の被保険者

※今年度７５歳になる方は、７５歳の
誕生日以降に受診してください。

▶必要なもの
被保険者証（保険証）、受診票、自
己負担金５００円

※受診票は４月末現在で被保険者の方
には４月下旬に、５月以降に７５歳にな
る方には誕生月の１０日頃に送付して
います。受診票を紛失した場合は、
問い合わせ先までご連絡ください。

　 福岡県後期高齢者医療広域連合　
お問い合わせセンター（福岡市博多区
千代4-1-27　福岡県自治会館5階）

年に一度は健康診査を受けま
しょう

問

☎651-3111　FAX651-3901
または、健康福祉課　健康長寿係
☎934-2243　FAX933-7512（代）

児童虐待かもと思ったら
☎189（いちはやく）

子育て・教育

　11月は「児童虐待防止推進月間」
です。児童虐待はどこにでも起こりう
ることです。日ごろから、子どもた
ちに関心を持ち、「児童虐待では？」
と感じることがあれば、☎189（いち
はやく）へご連絡ください。連絡は匿
名で行うこともでき、連絡者や連絡
内容に関する秘密は守られます。
　 こどもみらい課　子育て支援係
☎933-0777　FAX933-0210
問

その他

一本松公園駐車場の有料化
　10月1日(金)から一本松公園の入口
に料金ゲートを設置しています。
▶料金表

※10月1日（金）～17日（日）の間は、
使用料無料。　
いただいた使用料は、一本松公園
の豊かな自然環境の維持管理・整
備に活用します。

　 都市整備課　公園・都市計画係
☎932-1111（代）　FAX933-7512（代）

２０２２年版福岡県民手帳販売
　福岡県民手帳（２０２２年版）を１１月４日
（木）から販売します。福岡各地の催しな
ど、情報満載です。各市町村の基礎デー
タ、観光施設情報など、２冊のデータ
集つきです。
・ポケット判（黒、ワインレッド）　５００円
・標準判（黒、紺、ワインレッド、ブルー）
　６００円
・ハンドブック判（黒）　１,０００円
▶場所　まちづくり課（西館１階）
▶期間　１１月４日（木）～12月２８日（火）
　（在庫なくなり次第終了）
　 まちづくり課　まちづくり政策係
☎932-1111（代）　FAX933-7512（代）
問

中型自動車

準中型自動車 1台

普通自動車 無料

500円

500円以降6時間毎

6時間以内

3時間以内
利用時間区分 使用料

問
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