
情報ステーション

＝申し込み先申 問＝問い合わせ先

　現代は大人も子どもも “ 手軽に ”
スマホでネット・SNS・ゲームな
どを利用することができます。し
かし、これら情報メディアなどに
潜む “ 危険性 ” について考える機
会は意外と少ないもの。
　このたび「スマホ・ゲームとの
つきあい方」について、講座を開
催します。情報メディアとの上手
なつきあい方について楽しく考え
ることができる参加型の講座です。
特に小さいお子さんをお持ちのパ
パ・ママや、妊娠中の方、小・中学
生の皆さんの参加、お待ちしてい
ます！
▶日時
　3 月 4 日（日）10 時～12 時
▶場所
　うみハピネス 2 階  視聴覚室
▶講師
　NPO 法人こどもとメディア公式

インストラクター黒田可奈子氏
▶対象
　宇美町近郊にお住まいで子育て

中の方、関心のある方、小・中
学生

▶費用　無料
※託児有り（要事前申込）
　子ども 1 人につき 100 円（保

険料込）
※ 6 か月未満のお子さまは同室で

聴いていただけます。
▶申込方法　電話または FAX で下

記へ申し込みください。
▶申込開始日　2 月 19 日（月）
※定員になり次第締め切り
問・申 NPO 法人宇美こども子育て

ネット・う～みん（子育て支援セン
ターゆうゆう内）

　☎957-6450 FAX957-6430
　携帯 070-5538-3735

小・中学生も一緒に！みんなで考えよう！
スマホ・ゲームとのつきあい方

　宇美町水彩画サークル「八富会」
の講師八久保氏を含む 10 名によ
る絵画展です。今回は、春季展と
して、主に 4 号以下の小作品約
60 点を展示します。
▶期間
　3 月 21 日（水）～25 日（日）
▶時間
　8 時 30 分～ 17 時
※最終日は 16 時まで
▶観覧料　無料
▶場所　歴史民俗資料館 2 階ギャ

ラリー
問 八富会 有村幸男
　☎ 692-7630

第８回「八富会」
春季小品展 開催

　快適な室内で運動することで心
身ともにリフレッシュできます。
ぜひ親子で参加しませんか。
▶安眠ヨガ
　3月6日、13日、20日、27日（火）
▶夜のエアロ
　3 月 7 日、14 日、28 日（水）
▶ヨガ
　3 月 1 日、8 日、15 日、22 日（木）
▶時間　19時30 分～20時30 分
▶場所　まなびや・うみ
▶対象　中学生以上
▶費用　1 回 500 円
　（2,000 円の 4 枚綴り回数券を

購入）
▶必要なもの　室内靴、飲み物、

タオル（動きやすい服装で参加
ください）

問・申 NPO法人ふみの里スポーツク
ラブ（町立研修所内）

　☎ 080-7004-1439

「夜のフィットネス教室」
参加者募集

▶応募資格
　65 歳未満でエクセル・ワードな

どの基本操作ができる方。
▶採用人数　1 名
▶勤務地　住民福祉センター
▶雇用条件　
　（期間）平成 30 年 4 月 1 日～

平成 31 年 3 月 31 日
※勤務状況により更新する場合が

あります。
　（勤務時間）8 時 30 分～ 17 時 15 分
　（勤務日数）月 10 日
　（賃金）月額 66,500 円
▶申込期間　
　2 月 15 日（木）～ 3 月 15 日（木）
※応募方法など、詳細はお問い合

わせください。
問・申 宇美町子ども会育成会連絡

協議会事務局
　☎ 933-2784

宇美町子ども会育成会
連絡協議会事務局員募集

　第 39 回宇美町民文化のつどい
に伴う、舞台発表と作品出品の募
集を行います。ぜひふるってご応
募ください。
▶開催日　5月12日（土）、13日（日）
▶場所
　中央公民館・住民福祉センター
▶内容
・舞台部門（日舞・ダンス・コー

ラス・器楽演奏など）
・作品部門（絵画・写真・手工芸・

書など）
・その他（ハガキ絵・かるたなど

の体験コーナー）
▶申込締切
　3 月 15 日（木）厳守
※申込書は各公共施設にあります。
問・申 宇美町文化協会事務局
　☎ 933-2784

第39回宇美町民文化のつどい
舞台発表・作品出品 募集

　小・中学校で勤務する講師が不
足しています。教員免許状をお持
ちの方で、小・中学校の講師とし
て勤務をしていただける方、ご連
絡をお待ちしています。
　教員免許状更新講習を受講して
おらず、有効期限が過ぎている方
は、更新講習を受講することで教
員免許が有効になります。
　お知り合いの方で、教員免許状
をお持ちの方がいれば、ぜひ紹介
してください。
　なお、ご提供いただいた個人情
報は、講師関係以外には使用しま
せん。
問 福岡教育事務所 教職員係
　☎ 643-0113
　または
　町学校教育課 学校教育係
　☎ 934-2245

小・中学校講師を募集

・労働問題全般の相談、あっせんは、労働者支援事務所へ。
　　福岡　☎ 092-735-6149　　　北九州　☎ 093-967-3945
　　筑後　☎ 0942-30-1034　　　筑豊　　☎ 0948-22-1149
・労働組合と使用者との労働問題のあっせんは、労働委員会へ。
　　☎ 643-3980

福岡県労働委員会事務局調整課からお知らせ

＝申し込み先申 問＝問い合わせ先

▶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
募集案内書をご覧ください）

▶募集案内書配布期間および申込
受付期間

　2 月 27 日（火）～ 3 月 7 日（水）　
※申込手数料は不要。
▶募集案内書配布場所
　県住宅供給公社、公社管理事務

所、県庁県営住宅課、各市（区）
役所および町役場ほか

問・申 県住宅供給公社県営住宅管
理部管理課

　☎781-8029 FAX722-1181

第１回
県営住宅入居者を募集

【募集事項】
▶募集職種
　事務局長
▶業務内容　
　パソコン処理を要する経理業務

および財団運営管理に関する業
務など

▶対象者
　60 歳～ 65 歳の健康な方
　管理職経験者および簿記経験者
▶募集人数
　１名
▶勤務場所
　宇美町総合スポーツ公園管理事

務所内
▶業務時間
　8 時 15 分～ 17 時
　（うち１時間休憩 )
▶勤務日数
　毎月 20 日間程度
　土・日・祝日は、勤務を要しま

せん。
▶雇用期間
　平成 30 年 4 月 1 日～
　平成 31 年 3 月 31 日の 1 年間
　（更新有り）
▶賃金
　当財団嘱託給与規定に基づく
▶待遇
　健康保険、厚生年金、労災保険、

雇用保険有り
【応募要項】　
▶応募締切日
　2 月 28 日（水）
▶応募方法
　履歴書を記入の上、郵送または

当事務所まで提出をお願いしま
す。（郵送による提出の場合、2
月 28 日（水）の消印をもって
受け付けします）

▶採用方法
　書類選考および面接試験　
　詳細は当財団からご連絡します。
問・申 公益財団法人宇美町コミュ

ニティー・センター
　〒 811-2108
　宇美町ゆりが丘 1-2-1
　宇美町総合スポーツ公園管理事

務所内
　☎ 933-2300（担当：藤木）

（公財）宇美町コミュニティー・センター
嘱託職員募集

　離職などで再就職を希望する方
を対象に、専門的知識や技能を学
ぶため 6 か月間の職業訓練を実施
しています。
▶訓練期間　4 月 4 日（水）～
　　　　　　9 月 28 日（金）
▶訓練科名・定員
・「ものづくりＣＡＤ科 ＮＣコー

ス」定員 12 名
・「ビル管理技術科」定員 15 名
・「建設機械科」定員 15 名
・「住宅リフォームＣＡＤ技術科」

定員 15 名
・「ビジネスワーク科」定員 15 名
▶対象者
　公共職業安定所（ハローワーク）

に求職を申し込みしている方
▶募集期間
　2 月 1 日（木）～ 3 月 15 日（木）
▶入所選考
　3 月 20 日（火）筆記および面接
▶結果発表
　3 月 28 日（水）
　発表日に施設に掲示および発送
▶申込先　住所を管轄する公共職

業安定所（ハローワーク）
▶受講料　無料（教科書・作業服

などの費用は自己負担）
問 福岡職業能力開発促進センター

飯塚訓練センター（ポリテクセ
ンター飯塚）

　☎ 0948-22-4988
　FAX 0948-22-4912

技術を身に付け 早期再就職を!
公共職業訓練受講生（4月生）募集

　ひとり親家庭の方などを対象に、
就業支援、養育費相談、無料弁護
士相談、各種講習を行っておりま
す。詳細は「福岡県母子寡婦福祉
連合会」のホームページをご覧い
ただくか、お電話にてお問い合わ
せください。
問・申 ひとり親サポートセンター
（春日クローバープラザ内）

　☎ 584-3931

ひとり親サポート支援

▶日時　3 月 14 日（水）、15 日（木）
　　　　10 時～ 15 時
▶場所　はかた近代ビル 1 階
　（福岡市博多区博多駅東 1-1-33）
▶対象者　おおむね 40 歳～ 64 歳

の求職者
予約・問 福岡県中高年就職支援センター
　☎ 433-7780

４０歳からの
２日間就職支援セミナー

　庭木の育て方や庭作りの基礎知
識などを学べます。
▶日時
　4 月～ 12 月（11 月を除く）の

第 3 または第 4 日曜日（全 8 回）
①午前の部　9 時 30 分～ 12 時
②午後の部　13 時 30 分～ 16 時
▶場所　福岡県緑化センター
▶参加費　無料
▶定員　①②とも各 50 名（応募

多数の場合は抽選）
▶申込方法　ハガキまたは FAX。

郵便番号、住所、氏名、電話番号、
FAX 番号・希望グループ（①ま
たは②）をお知らせください。

▶申込締切
　3 月 20 日（火）（当日消印有効）
問・申 福岡県緑化センター「緑の

教室」係（久留米市田主丸町益
生田 1125）

　☎ 0943-72-1193
　FAX 0943-72-1558

平成30 年度
「緑の教室」受講者募集
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