
まちの案内板
申し込み先申 問 問い合わせ先

　11 月 1 日（木）から「町税等
に関する証明書」の申請の際、窓
口での本人確認の方法を変更しま
す。申請する際は、下記の本人確
認書類が必要です。（印鑑不要）
　また、郵送により申請する際も、
本人確認書類の写しの添付が必要
です。
▶申請時本人確認を要する「町税

等に関する証明書」
　⃝所得（課税・非課税）証明書
　⃝固定資産評価証明書・公課証明書
　⃝無資産証明書
　⃝名寄帳（課税台帳）
　⃝納税証明書（車検用軽自動車
　　税納税証明書を除く）
　⃝町税に滞納が無い証明
▶窓口で提示を要するもの（有効

期限内のものに限る）
1つで本人確認できる書類
自動車運転免許証、個人番号カー
ド、パスポート、身体障害者手帳、
など、法令により交付された顔写
真付きの公的資格証明書
異なる 2つ以上で本人確認できる書類
各種健康保険の被保険者証、介護保
険被保険者証、各種年金手帳、社
員証、学生証など、個人を特定でき、
かつ本人しか持ちえないもの。
問 税務課 町民税係
　☎ 934-2242

町税等に関する証明申請書
本人確認方法を変更します
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国民健康保険高額療養費の申請
領収書が必要です
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　宇美町国民健康保険に加入して
いる方で、1 か月に支払った医療
費の自己負担額が一定額を超えた
ときは、申請により超えた分が高
額療養費として支給されます。支
給の対象となる場合、診療月のお
よそ３か月後に手続きの案内を郵
送します。案内の文書には、支給
対象となる領収書が記載されてい
ますので、必要な領収書を漏れな
くご持参ください。
問 住民課 国保医療係
　☎ 932-1111

　今年度、障子岳自治区域にお住まいの松田タマヱさ
んと、上宇美１自治区域にお住まいの藤絹代さんが、
100 歳を迎えられます。
　9 月 15 日の老人の日、15 日～ 21 日の老人週間
にあわせ、町長がお二人のもとへ訪問し、ご長寿のお
祝いをお伝えしました。町内で今年度中に 100 歳を
迎えられる方は 4 人（女性 4 人）、101 歳以上の方
は 13 人（男性 1 人、女性 12 人）で、最高齢の方は
109 歳になられます。皆さまのご長寿を心からお祝い
申し上げます。

　9 月 17 日（月・祝）に宇美町総合スポーツ公園で、
アトランタ、シドニーオリンピックに 2 大会連続で出
場した陸上 400 ｍの田端健児先生を講師として迎え、
小学生を対象としたかけっこ教室を開催しました。
　運動会前に元オリンピック選手から教わるというこ
とで、子どもたちは目を輝かせ、走る歩幅や、走る姿
勢の指導を熱心に聞いていました。
　最後に、田端先生から子どもたちへ『頭でイメージ
したことを、自分の身体で表現できる選手になってほ
しい。』と伝えていただき、子どもたちにとってとて
も貴重な体験となりました。

▲表彰を受けられた古賀ひろ子さん▲「火起こし」日本一の表彰▲仲間たちと（右が石貫さん）

▲松田タマヱさん ▲藤絹代さん ▲田端先生の走りを目を輝かせて見つめる子どもたち

　8 月 28 日（火）、福岡県立社会教育総合センターで
行われた福岡県社会教育研究大会で、古賀ひろ子さん
が福岡県社会教育委員功労者表彰を受賞されました。
　古賀さんは、平成 18 年度～平成 29 年度の 12 年間、
宇美町社会教育委員として、さまざまな分野で町の社
会教育振興発展にご尽力いただきました。

福岡県社会教育委員功労者表彰
を受賞しました

ボーイスカウト
「火起こし部門」で見事日本一

ご長寿を心から
お祝い申し上げます

オリンピアンから学ぶ
かけっこ教室を開催しました

　8 月 4 日（土）～ 10 日（金）、石川県珠洲市で「第
17 回日本スカウトジャンボリー」が開催され、キャ
ンピング技術日本一を決める「火起こし部門」で、末
広自治会在住の石貫慎人さん（高校 1 年生）が所属す
るチームが日本一に輝き、閉会式で表彰されました。
また、今までのスカウト活動が認められた各県 1 名代
表に福岡県代表として石貫さんが選出され、スカウト
たちを励ましに来られた皇太子殿下と昼食を共にする
機会を与えられました。
　石貫さんは、日本ボーイスカウト福岡県連盟粕屋
第 10 団に所属し、これまで 10 年間にわたり、スカ
ウト活動や、街頭募金などのボランティア活動を行っ
て来ました。石貫さんは『これまで大変な事も多かっ
たけど、一生の思い出として今後もスカウト活動を頑
張っていきます。』と語っていました。

福岡県社会教育委員
功労者表彰
地域における社会教育の
振興に功労のあった者お
よび多年にわたり社会教
育関係の団体活動に精励
し、社会教育の振興に功
労のあった者に対し、そ
の功労をたたえ表彰する
ものです。

　読書が大好き、図書館が大好きな
小学生の皆さん、町立図書館の司
書の仕事を体験してみませんか？
▶日時　11 月 18 日（日）
　9 時～ 12 時
　（まなびの森フェスタで開催）
▶場所　町立図書館
▶対象　町内小学 3・4 年生
※桜原小学校区以外の参加者は、

保護者の送迎が必要です。
▶定員　5 人（申込先着順）
▶申込期間　10 月 23 日（火）～
　　　　　　11 月 6 日（火）
問 社会教育課 図書館係
　☎ 932-0600

わくわく子ども図書館員
募集

子ども
umi

child

　平成 31 年宇美町成人式を下記
のとおり行います。
　同窓生や恩師とともに新成人の
門出をお祝いしませんか？
▶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
※「式典」「新成人のつどい」の後、集

合写真の撮影を予定。
▶場所　中央公民館大ホール
▶対象　平成 10 年 4 月 2 日～
　平成 11 年 4 月 1 日生まれの方
※宇美町に住民登録のない方で、宇

美町の成人式に参加希望の方は、
下記へお問い合わせください。

問 社会教育課 社会教育係
　☎ 933-2600

成人式のお知らせイベント
umi

event

児童虐待かもと思ったら
☎ 189（いちはやく）

　11 月は「児童虐待防止月間」で
す。児童虐待は、どこにでもおこ
りうることです。日ごろから子ど
もたちに関心を持ち、「児童虐待で
は？」と感じることがあれば、ダ
イヤル 189 へご連絡ください。
　連絡は匿名で行うこともできま
す。連絡者や連絡内容に関する秘
密は守られます。
問 子育て支援課 子育て支援係
　☎ 933-1322
　福岡児童相談所
　☎ 586-0023
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福岡県民手帳を
販売します

　福岡県民手帳（2019 年版）を
11 月から販売します。県内市町村
の概要や統計データ、各種相談先
など福岡の情報が満載です。
　⃝ポケット判（黒・ワインレッド）
　　500 円
　⃝標準判（黒・紺・アイスグレー・
　　ワインレッド）600 円
　⃝ハンドブック判（黒のみ）
　　1,000 円
▶販売場所　政策経営課（別館 3 階）
問 政策経営課 政策推進係
　☎ 934-2247
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福祉サポーター養成講座
受講生募集

募 集
umi
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　平成 30 年度第 2 期福祉サポー
ター養成講座の受講生を募集しま
す。福祉サポーターとは、お住まい
の小学校区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 2 回程度の活動を予定して
います。受講料は無料です。
▶日時　11月7日、14日、21日、28日
　12 月 5 日、12 日（すべて水曜日）
　の 13 時 30 分～ 15 時 30 分
▶場所　し～ず・うみ 1 階多目的室
▶対象　宇美町にお住まいの 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　10 月 31 日（水）ま
でに福祉課窓口に申込用紙を提
出するか電話でお申し込みくだ
さい。

問 福祉課 高齢者支援係
　☎ 934-2243
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