
～活動と交流～
① 第９回ふみの里まなびの森フェスタ
　  し～ず・うみ会場
　1日ミニショップ出店者募集
　フェスタを盛り上げ、参加者と楽
しく交流し合いながら自分の作品を
販売する方を募集します。（利益だ
けが目的の方はご遠慮ください）
▶日時　11 月 18 日（日）
▶場所　し～ず・うみ
▶販売品　一般の方の手作り品（既

製品、リサイクル品禁止）およ
び保健所が認める軽食提供がで
きる方（食品営業許可を持つ方
は要相談）

▶出店料　売上の 1 割
　（赤い羽根共同募金に寄附）
▶申込方法　し～ず・うみで申込

用紙に記入（し～ず・うみ会場
実行委員会で審査のうえ返答し
ます）

▶申込締切　10 月 13 日（土）

② デジカメ写真展（無料）
　くすの杜デジカメ教室の皆さん
が鳥や花などの自然を捉えた写真
を展示します。
▶日時　9月18日（火）～27日（木）
10 時～ 17 時（9/23（日）、24（月）は休み）
▶場所　し～ず・うみ
問 し～ず・うみ
　☎932-0365　FAX932-0578

ふ み な び
- 宇美町生涯学習情報 -［ ］

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

　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

　介護に関する基本的な知識・技
術や介護職の専門性などを学ぶ研
修です。詳細はホームページをご
覧ください。
▶日時
　［基礎講座］
　8 月 25 日（土）
　または 11 月 3 日（土）
　13 時～ 16 時
　［入門講座］
　1 月 26 日（土）、
　2 月 2 日（土）、9 日（土）、23

日（土）、
　3 月 2 日（土）の 5 日間
　10 時～ 16 時
▶場所
　クローバープラザ（春日市）
▶対象
　介護未経験者の方、介護に関心

のある方
▶受講料　
　無料
▶定員
　50 人（定員になり次第締め切り）
▶申込方法
　参加申込書を申込講座の 1 週間

前までに提出
　　  申・問 福岡県社会福祉協議会
　　　　 人材・情報課
　　　　 ☎ 584-3310
　　　　 HP http://www.fuku-
　　　　 　shakyo.jp/jinzai/

福岡県介護に関する入門
的研修 開催

　小売業界で販売・接客のお仕事
をやってみたいとお考えのシニア
の皆さん。講習会でおしごと体験
してみませんか？
▶日時
　9 月 26 日（水）
　10 時～ 16 時
▶場所
　はかた近代ビル 1 階 103 会議室
（福岡市博多区博多駅東 1-1-33）

▶対象
　概ね 60 歳以上の方
▶内容
① 販売・接客の基礎知識
　小売店での仕事内容、仕事に必

要な知識や技術など
② おしごと模擬体験
　接客のロールプレイング、コン

ビニのレジ体験など
③ 就職活動に役立つポイント
　応募書類の書き方、面接を受け

る際のポイントなど
※講習会終了後、個別相談を実施
（要予約）

▶受講料　
　無料
▶定員
　先着 30 人
申・問 福岡県70歳現役応援センター
　☎ 432-2540

高齢者のための職種別
（販売・接客）講習会 開催

　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 10 月 2 日（火）～
　平成 31 年 3 月 29 日（金）
▶訓練科名・定員
・「ものづくり CAD 科 NC コース」
　定員 9 人
・「ビル管理技術」
　定員 11 人
・「建設機械科」
　定員 11 人
・「住宅リフォーム CAD 技術科」
　定員 11 人
・「ビジネスワーク科」
　定員 15 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
　8 月 1 日（水）～ 9 月 10 日（月）
▶入所選考
　9 月 18 日（火）筆記および面接
▶結果発表
　9 月 25 日（火）
　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）
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（10月生）募集

第14回

宇美写真クラブ写真展 開催

　宇美写真クラブ では講 師に長　
吉秀氏を迎え、日々活動しています。
今回、各地で撮影した風景や花など
約 50 点を展示します。ぜひご覧く
ださい。なお、会員も随時募集して
いますので、お問い合わせください。
▶日時
　9 月15 日（土）～30 日（日）
　8 時 30 分～17 時
　（入館は 16 時 45 分まで）
　（最終日は 16 時まで）
▶場所
　歴史民俗資料館 2 階ギャラリー
問 宇美写真クラブ代表　西 寛継
　☎ 932-1679

　いじめや体罰、不登校や子どもの
虐待など、子どもに関する人権問題
の相談を受け付ける「相談電話」を
設置します。
　法務局職員と人権擁護委員が無
料で相談に応じます。秘密は厳守さ
れますので、ひとりで悩まず、ぜひ
お気軽にお電話ください。
▶相談電話
　☎ 0120-007-110
　（IP 電話） 739-4175
▶日時
　［平日］
　8 月 29 日（水）～31日（金）
　9 月 3 日（月）～ 4 日（火）
　8 時 30 分～19 時
　［土・日曜日］
　9 月1日（土）、2 日（日）
　10 時～17 時
問 福岡法務局
　☎ 739-4153

全国一斉
 「子どもの人権 110 番」強化週間

　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
　8 月 22 日（水）、
　9 月12 日（水）、26 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

▶開講日時
　10月2日（火）～12月18日（火）
　毎週火曜日 10 時～ 12 時
　3 か月・12 回
▶場所
　KBC 会館 4 階会議室
　（福岡市中央区長浜 1-1-34）
▶受講資格
　点字、視覚障がい者の支援に関

心のある方
※募金により運営していますので、

最後まで出席できる方
▶受講料
　無料
　（『通りゃんせ基金』により運営）
▶定員
　20 人
▶申込方法
　9 月 3 日（月）9 時 30 分より

電話受付（先着順）
申・問 KBC開発株式会社
　点字教室係（担当者：松浦）
　☎ 751-4070
　平日 9 時 30 分～ 17 時 30 分

KBC点字教室 開講

「広報うみ」では、
広報誌上に広告を
掲載する広告主を
募集しています。
詳しくは町ホーム
ページをご覧にな
るか、総務課まで
お問い合わせくだ
さい。
問 総務課 ☎ 932-1111

 kouho@town.umi.lg.jp

広告募集

★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）

新学期生徒 受付中!
教室見学随時受付中!

★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
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