
広 告

★宇美センター　宇美４-２-１０　木村ビル２Ｆ
（火・水・金）☎957-6615　携帯 090-9075-6404（荒木）

夏の特別学習 受付中!
7/21（土）～8/31（金）

★宇美東　　　　宇美東１-４-１０　極東クリーニングそば
（月・木）　　　　　　　　　　 携帯 090-9589-1212（伴）

★宇美はるだ　　原田４-１８-８　原田下公民分館
（火・金）　　 ☎934-3180　携帯 090-1345-8634（須原）

広 告

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

　町内中学校で選択制中学校給食
の事務員を募集します。申込受付・
給食費入金・支払などの管理業務
です。
▶募集人数　3 人
▶身分　　　非常勤職員
▶勤務時間　1 日 5 時間
　　　　　　（休憩 1 時間）
　　　　　　9 時～ 15 時
▶勤務日数　8 月～ 3 月末のうち
　　　　　　125 日
　原則、学校登校日に勤務します。

ただし長期休業中も一部出勤が
あります。

▶賃金　4,097 円
▶各種保険　雇用保険
　労働者災害補償保険適用
▶勤務地　町内中学校いずれか 1 校
▶応募方法　履歴書（市販品で可）

を学校教育課にご提出ください。
後日面接を行います。

▶募集締切　7 月 13 日（金）
申・問 学校教育課学校教育係
　☎ 934-2245

中学校給食事務員を
募集します

　県では各保健福祉（環境）事務
所で、思春期や更年期に至る女性
の健康支援を行っています。
▶場所

（1）健康教育事業
　筑紫、糸島、粕屋、田川、南筑

後および京築保健福祉（環境）
事務所

（2）健康相談事業
　① 健康相談等事業
　各保健福祉（環境）事務所
　② 女性の健康支援センター事業
　宗像、嘉穂・鞍手、北筑後保健福

祉環境事務所
▶対象者
　思春期や更年期に至る女性
問 県保健医療介護部健康増進課
　☎ 643-3307

生涯を通じた女性の健康
支援事業を行っています

　7 月 13 日（金）より、宇美町
商工会プレミアム付き地域商品券
およびリフォーム券を販売します。
※詳細は宇美町商工会ホームペー

ジまたはチラシ・ポスターなど
を確認してください。

▶種類
・商品券：
　1 万円購入で、1 万 1 千円分の

商品券
・リフォーム券：
　5 万円購入で、５万５千円分の

リフォーム券
▶販売場所　宇美町商工会
▶販売時間
　９時～ 17 時（土・日・祝日含む）
▶販売開始日　7 月 13 日（金）
　※売り切れ次第終了
▶使用期限
　12 月 31 日（月）まで
▶購入方法
　購入引換券に必要事項を記入し、
　宇美町商工会で購入。
▶購入制限
・商品券：
　1 人 5 万円まで（１冊：1 万円）
・リフォーム券：
　1世帯20万円まで（１冊：5万円）
※リフォーム券は所定の書類提出

などの手続きが必要です。
▶販売元　宇美町商工会
▶後援　福岡県・宇美町
問 宇美町商工会 ☎ 932-0443

宇美町商工会プレミアム付き
地域商品券 販売開始！

体づくり・親子うんどう
遊び教室 参加者募集

　親子で楽しく身体を動かす教室
です。スポーツリズムトレーニン
グという、リズム感を高め運動パ
フォーマンスを向上させる画期的
なトレーニングを取り入れ、子ど
もも保護者の方も、楽しく笑顔で
参加できる教室です。
▶日時　7 月 4 日、11 日、18 日、
　25 日の水曜日
　15 時 30 分～ 16 時 30 分
▶場所
　住民福祉センター体育館
▶対象
　幼児（4 歳～６歳）とその保護

者（子どものみ参加も可）
▶参加費
　1 組 1 回 500 円
▶定員
　親子 10 組程度
申・問 NPO法人ふみの里スポーツクラブ
　☎ 080-7004-1439

　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
　平成 30 年８月１日（水）～
　平成 31 年 1 月 30 日（水）
▶訓練科名・定員
・「ものづくりCAD科CAMコース」
　定員 20 人
・「住環境コーディネーター科」
　定員 12 人
▶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
　6 月 1 日（金）～ 7 月 13 日（金）
▶入所選考
　7 月 20 日（金）筆記および面接
▶結果発表
　7 月 25 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）
▶その他　施設見学会・説明会を

毎月２回実施しています。（参加
費無料）

・ 1 回目　６月５日（火）
　13 時から（３時間程度）
・２回目　6 月 19 日（火）
　13 時から（３時間程度）
※予約不要、直接会場（ポリテク

センター飯塚）にお越しくださ
い。

申・問 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（8月生）募集

　夏休みに小学生対象の体験学習
を催します。
▶日時　7 月 29 日（日）10 時から
▶場所　中央公民館・住民福祉センター
▶対象　小学生とその保護者
▶内容　日本舞踊・詩吟・吹奏楽・

ダンス（ヒップホップ）
▶申込方法
　各小学校で配布するチラシをご

確認のうえ申し込みください。
　（チラシは住民福祉センター「文

化協会事務局」にもあります）
▶申込期限　7 月 19 日（木）
　なお、定員になり次第締め切ることもあり

ますので早めの申し込みをお願いします。
申・問 宇美町文化協会事務局
　☎ 933-2784

「夏休み親子体験学習」に
参加しませんか

＊ 広報うみ有料広告の問い合わせは、総務課（☎ 932-1111）もしくは https ://www.town.umi.lg.jp/site/kouhou/koho-sub.html まで ＊

▶日時　7 月 21 日（土）
　10 時～13 時 30 分
　（受付は 9 時 30 分から）
▶場所
　四王寺県民の森船石駐車場 集合
（ハピネス号四王寺入口バス停）

▶参加費　無料
▶定員　30人（先着順、要事前申込）
▶内容
　10 時　安全諸注意
　　　    川の生きものさがし
　12 時　採取した生きもの調べ
　12 時 30 分　終了
※雨天時 管理事務所で木工クラフト
▶申込方法　電話またはホーム

ページ申込フォームで「住所・
氏名・年齢・電話番号」をお知
らせください。

▶申込期間
　7 月 1 日（日）～ 7 月 16 日（月）
　（7 月 2 日、9 日を除く）
　受付時間：９時～17 時
▶必要なもの　水筒・水に濡れて

もよい服装・着替え・長靴・帽子・
タオル

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
　HP http://shioujikenminno
　　mori.org/　

「川の生きものさがし」に
参加しませんか

▶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
　7 月 12 日（木）～ 7 月 23 日（月）
※申込手数料は不要。
▶募集案内書配布場所
　県住宅供給公社、県県営住宅課、

各市（区）役所および町役場ほか
申・問 県住宅供給公社県営住宅管理部 

☎ 781-8029

県営住宅入居者募集
「ポイント方式」

◉自衛官候補生
▶応募資格　日本国籍を有する 18

歳以上 27 歳未満の男女
▶受付期間
　4 月 1 日（日）～ 9 月 7 日（金）
▶試験日　9 月 22 日（土）
▶試験会場　福岡大学（予定）
◉一般曹候補生
▶応募資格　日本国籍を有する 18

歳以上 27 歳未満の男女
▶受付期間
　7 月 1 日（日）～ 9 月 7 日（金）
▶試験日（1 次）　9 月 22 日（土）
▶試験会場　福岡大学（予定）
◉航空学生
▶応募資格　
・航空要員：高卒（見込含）日本

国籍を有する 21 歳未満の男女
・海上要員：高卒（見込含）日本

国籍を有する 23 歳未満の男女
▶受付期間
　7 月 1 日（日）～ 9 月 7 日（金）
▶試験日（1 次）　9 月 17 日（月）
▶試験会場　福岡駐屯地
問 自衛隊福岡地方協力本部福岡募

集案内所
　☎ 607-4826

自衛官候補生などを
募集します

　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
　6 月 27 日（水）、
　7 月 11 日（水）、25 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
※相談会場や志免町役場での予約

はできません。
予約・問 東福岡年金事務所
　☎ 651-7967 または 7968

社会保険労務士による
年金相談

　ひとり親家庭の方を対象に、就
業支援、養育費相談、無料弁護士
相談、各種講習を行っています。
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下
さい。
申・問 ひとり親サポートセンター
（春日市クローバープラザ内）

　☎ 584-3931

ひとり親サポート支援
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