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　平成 30 年 4 月分手当（平成 30
年 8 月支給分）から、平成 29 年
全国消費者物数の実績値に基づき、
0.5% 引上げとなります。なお、
現在交付中の手当証書には、改定
前の金額が記載されています。
問 住民課 年金手当係
　☎ 934-2250

児童扶養手当、特別児童扶養
手当額改定のお知らせ

　健康づくり推進会は、食を通し
た健康づくりのボランティア活動
を行っています。現在約 30 名の
会員が小学校や公民館などで、郷
土料理の継承や健康料理の普及な
ど幅広く活躍しています。
　健康づくり推進会の会員ととも
に学んで活動できる方（ヘルスメ
イト）を養成するための講習会を
開催します。（要申込）
▶日程　毎月1回金曜日（全10回）
▶定員　10 名
▶参加費　年間 3,000 円
▶託児　あり（就学前まで）　
▶申込締切　6 月 15 日（金）17 時
　（定員になり次第募集終了）
申・問 健康づくり課 健康増進係
　☎ 933-0777

ヘルスメイト養成講習会の
ご案内

　かすやドームとアクシオン福岡
（両施設ともプールのみ）を利用す
る際に、利用料金の一部が助成さ
れます。体力づくりや健康づくり
に活用してください。（町内在住者
が対象）
▶利用方法　宇美町在住が分かる
身分証明書（免許証、健康保険証、
名札など）を、プール受付窓口に
提示すると利用できます。
問 社会教育課 スポーツ文化振興係
　☎ 933-2600

宇美町スポーツ施設利用助
成事業のお知らせ

▶日時　平成 31 年 1 月 13 日（日）
　受付 12 時 30 分から
　開式 13 時 30 分から
▶成人式対象者
　平成 10 年 4 月 2 日～平成 11

年 4 月 1 日生まれの方
▶場所　中央公民館 大ホール
※宇美町に住民登録のない方で、

宇美町での成人式の参加を希望
する方は、下記へお問い合わせ
ください。

【成人式実行委員を募集】
　宇美町成人式は、町と成人式実
行委員会が式の企画・運営を行っ
ています。お友だちを誘って参加
してみませんか。
▶募集対象
①平成 31 年成人式対象者
②平成 32 年成人式対象者
③昨年以前の実行委員経験者
▶定員　10 名
▶内容　9 月から月 2 回程度の実

行委員会を開催し、成人式に向
けた、企画・運営を行います。

　　冊子の作成・新成人のつどい
（成人式第 2 部）は、実行委員
が企画した内容で新成人の皆さ
んと楽しみます。

▶申込方法　電話かメールで住所、
氏名、電話番号、出身中学校を
お知らせください。

【平成30年成人式実行委員の感想】
・自分たちで企画や運営を行い、

やりがいや、達成感が味わえた。
・「企画した内容が楽しかった」、
「成人式に来て良かった」と言っ
てもらえ、嬉しかった。

問 社会教育課 社会教育係
　☎ 933-2600
　  syakai@town.umi.lg.jp

平成31年 成人式のお知らせ

　宇美町民文化のつどいは、町民
の皆さんのすばらしい芸術文化の
発表の場です。多数の皆さんのご
来場をお待ちしています。
▶日時
・5 月 12 日（土）
　【開会式】13 時から
　【作品展示】13 時 30 分～ 19 時
　【舞台発表】　
　　　13 時 30 分～ 19 時（予定）
・5 月 13 日（日）
　【作品展示】10 時～ 19 時
　【舞台発表】10 時～ 19 時（予定）
▶会場
　【開会式・舞台発表】
　中央公民館大ホール
　【作品展示】
　宇美町住民福祉センター体育館
▶内容　
　舞台部門＝日舞、ダンス、コー

ラス、詩吟、楽器演奏など
　作品部門＝絵画、写真、工芸、

書など
問 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
開催のお知らせ

　趣味を生かし、健康の増進のた
め、町民農園で野菜作りを始めま
せんか？
▶入園期間　平成 30 年 6 月 4 日
（月）～平成 31 年 5 月 31 日（金）

▶利用者負担金　1 区画 2,000 円
▶ 1 区画面積　約 10 坪
▶申込資格　宇美町に住む方
　※ 1 世帯 1 区画まで
▶募集農園
①第一農園（光正寺 1 丁目６番往

来路橋近く）
②第二農園（宇美 2 丁目宇美小学

校近く）
③第三農園（宇美 2 丁目宇美小学

校近く）
▶申込方法　農林振興課窓口で受付
※印鑑、現住所が確認できる身分

証明書が必要です。代理で申込
する方は、委任状が必要です。

※申込時に希望の農園を指定して
ください。申込者多数の場合は、
抽選会を行います。

▶申込期間　5 月 11 日（金）まで
▶抽選日　　5 月 17 日（木）
※各利用希望者の方へ直接抽選会

についてご案内します。
※現在使用中の方も、申込みおよ

び抽選手続きが必要です。申込
書を農林振興課窓口に提出して
ください。

※町外に転出した方および亡くなら
れた方の氏名では申込できません。

申・問  農林振興課 農林振興係
　☎ 934-2223

町民農園の利用者募集！

【平成 30 年度標語】
あと一歩　力になるよ　その思い
　子どもや家庭、子どもの健やかな
成長について社会全体で考えること
を目的に、この１週間を「児童福祉
週間」と定めてさまざまな事業や行
事が行われます。皆さんもこの機会
に子どもをとりまく環境について今
一度考えてみませんか。
問 子育て支援課 子育て支援係
　☎ 933-1322

5月5日～5月11日は
児童福祉週間です

　平成 30 年度軽自動車税の納税
通知書（納付書）を 5 月初旬に郵
送する予定です。
▶納期限　5 月 31 日（木）
▶納税の方法　納期限までに納付

書で金融機関（ゆうちょ銀行含
む）の窓口、または指定のコン
ビニエンスストアのレジカウン
ターで納めてください。口座振
替の登録をしている方は、納期
限日に引き落とされますので、
前日の残高に注意してください。

【減免手続きの申請について】
　減免を受けるには、毎年申請が
必要です。減免を希望する場合は、
納付書が届いてから納期限までに
申請してください。詳しくは、町
ホームページをご覧いただくか、
下記へお問い合わせください。
▶申請時に必要な書類
①身体障害者手帳など障害の等級

と種類がわかるもの
②軽自動車税納税通知書
③車検証の写し
④免許証（運転する方のもの）
⑤印鑑
⑥納税義務者の個人番号（マイナ

ンバー）を確認できる書類
⑦納税義務者の本人確認書類
※個人番号カードの場合は、本人

確認書類は不要です。
申・問 税務課 町民税係
　☎ 934-2242

軽自動車税の納税通知書を
郵送します

　学校や家庭での勉強に不安を抱
えている中学生を対象に、学校の
予習・復習をサポートする「SKIP
学習会」を行います。（この学習
会は、進学のためのものではなく、
それぞれの課題に応じて個別学習
を支援します）
▶対象者　宇美町に住む中学生
▶定員　10 名程度（要申込・申込

後、受託団体による面接）
▶申込　随時受付（定員になり次

第締切）
▶学習会日時　毎週土曜日（祝日・

年末年始を除く）
　10 時～12 時
※新 2・3 年生は 4 月 14 日（土）

から開始。
※学校行事などで変更になる場合

があります。
▶場所　中央公民館２階第２研修室
▶受講料　無料　

【学習支援ボランティアを募集】
　教育経験や関心のある大学生、教
員 OB、社会人（特に資格は不問）の
皆さんの応募をお待ちしています。
・毎週土曜日に行いますが、参加

できる範囲で構いません。（月１
～２回でも可）

・学習会終了後、支援内容の記録
作成やミーティング（15 分程度）
を行います。

・ボランティアの研修会や交流会、
学習会でのレクリエーションな
ども計画しています。

・謝礼 １回 1,000 円（交通費と
して）

申 福岡県学習支援事業受託団体
（特定非営利活動法人ワーカーズ
コープ）

　☎ 080-8954-5680
　（地区担当 林田）
問 学校教育課 学校教育係
　☎ 934-2245

平成30年度　福岡県学習支援事業
「SKIP学習会」のお知らせ

▶福祉サポーターとは？
　お住まいの小学校区の会場で、
小学校区コミュニティ運営協議会
と共働で実施する介護予防教室で、
高齢者への声掛けやレクリエー
ションなどのお手伝いをする有償
ボランティアです。
　社会福祉協議会に福祉サポー
ターとして登録し、月に 2 回程度
の活動を予定しています。
▶介護予防教室とは？
　介護予防教室のご案内 P6 参照
▶日程　全 6 回（いずれも木曜日）
　① 5 月 10 日　② 5 月 17 日
　③ 5 月 24 日　④ 5 月 31 日
　⑤ 6 月   7 日　⑥ 6 月 14 日
▶時間　10 時～12 時
▶場所　し～ず・うみ
▶受講料　無料
▶募集要件　宇美町に住む 20 歳

以上の健康な方で、全日程を受
講でき、受講後に福祉サポーター
として、お住まいの小学校区で
行われる介護予防教室のお手伝
いができる方。

▶申込方法　5 月 7 日（月）まで
に福祉課⑤番窓口に申込用紙を
提出、またはお電話でお申し込
みください。

申・問 福祉課 高齢者支援係
　☎ 934-2243

平成30年度 福祉サポーター
養成講座 受講生募集
～あなたの力を地域のために～
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