
～仕事と生活の両立～
酵素で元気 

昔ながらの手作り醤油
　醤油には血液サラサラ、ガンや腫
瘍を抑制する力があります。国産丸
大豆、麹、こだわりの塩を使い、発
酵の力で「生きた醤油」を作ります。
▶日時　10 月 6 日（土）
　　　　10 時～ 12 時 30 分
▶場所　し～ず・うみ
▶参加費　2,500 円
▶講師　ホルモン免疫栄養学アド

バイザー みっちゃんの台所主宰
　荒木みつえさん
▶定員　30 人（先着順）
▶試食　鶏の醤油香り焼き
※お子さま同伴の受講はご遠慮く

ださい。
申・問 し～ず・うみ
　☎932-0365　FAX932-0578

ふ み な び
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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

　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　9 月 26 日（水）、
　10 月10 日（水）、24 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

　激しいスポーツが苦手な方を対象
とした太極拳の教室です。
▶日時
　10 月 4 日（木）、11 日（木）、
　18 日（木）、25 日（木）
　9 時 30 分～10 時 30 分
▶場所
　中央公民館 多目的室
▶対象
　どなたでも
▶参加費
　1 日 500 円（当日支払い）
▶定員
　15 人程度
▶申込方法
　下記申し込み先へお電話で申し

込みください。
申・問 NPO法人ふみの里スポーツクラブ
　☎080-7004-1439

健康太極拳 体験者募集

第11回 福岡の自然や四王寺山にかかわるもの

写真展作品募集

　県内で撮影した自然の風景や動
植物など、および四王寺山（史跡な
ども含め制限なし）の写真を募集し
ます。採用された方は写真展にて展
示されます。
※採用作品は返却しませんのでご了

承ください。
▶規格
　2L、A4 サイズ。その他は要相談。
（SD カード持参で印刷可）

▶募集数
　1 人 10 点まで（作品裏に作品名・

住所・氏名・撮影場所・電話番号記
入、匿名可）

▶申込期限
　10 月 31 日（水）
▶展示期間
　11月11日（日）～12月9日（日）
▶展示場所　四王寺県民の森研修館
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 FAX932-7340
　  kenminnomori@rhythm.

ocn.ne.jp

お金の悩み無料相談会

　借金の解消から、生活再生に向
けた一貫した支援を行います。臨時
的な生活資金の貸付、法律家の紹
介、家計収支改善のアドバイスなど、
グリーンコープの相談員が一緒に解
決策を考えます。
▶日時　
　平成 30 年 10 月 26 日（金）
　平成 31 年 2 月 22 日（金）
▶場所
　かすや中南部広域消費生活セン

ター 2 階会議室
▶申込方法
　相談希望日の前日までにお電話

で申し込みください。
申・問 グリーンコープ生活再生相談室
（福岡相談室）☎ 482-7788

　福岡法務局、福岡人権擁護委員
協議会では、例年開催している糟屋
地区「法務総合相談所」を「人権よ
ろず相談所」と改め、次のとおり開
設します。予約は不要です。相談は
無料で、秘密は厳守されますので、
お気軽にご相談ください。
▶日時
　10 月 2 日（火）10 時～15 時
　（受付 9 時 50 分～14 時）
▶場所
　し～ず・うみ
▶相談員
　弁護士、人権擁護委員
▶相談内容
・学校でのいじめや体罰、友人関

係の悩み
•インターネットによる悪質な書き

込みなど
•夫婦・離婚・親子・相続などの家

族問題
•配偶者やパートナーからの暴力や

デート DV
•騒音やいやがらせなどの近隣問題
•高齢者や障がい者に対する暴言や

虐待など
•名誉棄損、差別、プライバシーな

どの問題
•セクハラ、パワハラ、ストーカー

など
問 福岡法務局人権擁護部
　☎ 739-4151

人権よろず相談所

第4回
県営住宅入居者募集

▶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・申込受付期間
　9 月 27 日（木）～ 10 月 5 日（金）
※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

申・問 県住宅供給公社
　県営住宅管理部管理課
　☎ 781-8029 FAX 722-1181

▶内容
　学習発表、作品展示、作業学習

製品販売など
▶日時
　10 月 27 日（土）
　9 時 30 分～14 時 40 分予定
▶場所
　古賀特別支援学校 高等部
　（古賀市千鳥 3-4-1）
※ご来校の際は、公共の交通機関

をご利用ください。（JR 鹿児島本
線千鳥駅下車 徒歩 15 分）

問 古賀特別支援学校
　☎ 942-7175

県立古賀特別支援学校
行事のお知らせ

　介護分野の有資格者で介護分野
に就業されていない方に対し、就
業促進を図り、再就職の機会を提
供することを目的に開催します。
参加費は無料です。
▶日時
　10 月 6 日（土）、13 日（土）、
　20 日（土）の 3 日間
　13 時～ 16 時
▶場所
　6 日、13 日：クローバープラザ
　　　　　　　 （春日市）
　20 日：特別養護老人ホームおお
　　　　  はし徳巣（福岡市南区）
▶対象
　介護福祉士資格取得者または介

護関係研修課程修了者のうち介
護分野に就業していない方で、
3 日間の全日程に参加できる方。

▶定員　20人（定員になり次第締切）
▶申込方法
　参加申込書を 9 月 29 日（土）

までに提出
申・問 福岡県社会福祉協議会
　人材・情報課 ☎ 584-3310

介護のお仕事復帰セミナー

　認知症の正しい理解を推進し、
認知症の方や家族を応援する地域
の協力者を増やすとともに、認知
症の方が安心して暮らせる地域づ
くりを学ぶ機会として本講座を開
催します。受講料は無料です。
▶日時
　① 10 月16 日（火）
　　13 時 30 分～16 時 10 分
　② 10 月 26 日（金）
　　13 時～16 時 10 分
▶場所
　①クローバープラザ（春日市）
　②特別養護老人ホーム悠生園
　　（大野城市）
▶対象
　認知症について学びたい人
▶定員
　① 280 人
　② 30 人
※それぞれ定員になり次第締切。
▶申込方法
　参加申込書を提出
▶申込期限
　① 10 月 2 日（火）
　② 10 月12 日（金）
申・問 福岡県社会福祉協議会
　介護実習課　☎ 584-3351

認知症について考えるつ
どい 開催

　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

消費生活相談窓口
悪徳商法、架空請求、商品問題、ニセ電
話詐欺などの消費者トラブル、
お気軽にご相談ください。

月～金曜日開設。相談時間10時～15時30分

かすや中南部広域消費生活センター
☎ 936-1594

水曜日開設。相談時間10時～15時30分

宇美町消費生活相談窓口
☎ 934-2258
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