
～活動と交流～
和のこころ 
①水引で
　晴れの日の箸袋作り
　昔から水引は目に見えない相手を
想いながら結ぶものでした。今回は
基本のあわじ結びを教わり、家族分
の箸袋を作ります。
▶日時　12 月 2 日（日）
　　　　10 時～ 12 時
▶参加費　1,000 円（材料費含む）
▶講師　表千家に伝わる水引細

工を 45 年間結んできた愛好家　
木村夏子さん

▶定員　20 人

②お正月の寄せ植え
　年末年始から春まで長期間楽しめ
る寄せ植えを、園芸家が吟味した新
品種の元気な苗で作ります。
▶日時　12 月 15 日（土）
　　　　10 時～ 12 時
▶材料費　3,500 円
▶講師　ココスガーデン本店店長
　　　　園芸家　吉原春造さん
▶定員　30 人

①・② 共通事項
▶場所　し～ず・うみ

※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

宇美町は2020年10月20日に、
町制施行 100 周年を迎えます。

見つめようこの百年、
うみ出そう次の百年。

　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　10 月 24 日（水）、
　11月14 日（水）、28 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
※相談会場で予約はできません。
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

ジャガイモ収穫体験会
参加者募集

　自分の手で美味しいジャガイモ
を収穫してみませんか。
▶日時
　11 月 24 日（土）※少雨決行
　［1 部］受付 8 時 30 分
 　　　　開始 9 時
　［2 部］受付 10 時 30 分
 　　　　開始 11 時
▶場所　志免町吉原 283-1
▶参加費　1 区画 500 円
　　　　　（受付時に支払）
▶定員　区画に限りがあるため、

早めにお申し込みください。
▶申込期間　11 月 1 日（木）9 時から
▶必要なもの　長靴、軍手、スコッ

プなど（汚れてもいい服装でご
参加ください）

▶主催　粕屋地域農業振興連絡協
議会南部支部（志免町・宇美町・
須恵町・JA 粕屋・北筑前普及指
導センター）

問 JA 粕屋南部プラザ
　☎ 935-2120

　さまざまなイベントを用意して皆
さんのお越しをお待ちしています。
▶日時　11 月 18 日（日）
▶場所　須恵町地域活性化センター
　　　　オイコス
▶内容
•ちびっこ歯医者さんになろう‼
（事前予約制）

•ちびっこ歯科技工士さんになろう‼
•口腔ケア研修会（事前予約制）
•フッ素洗口体験コーナー
•小・中学校図画ポスター展示
　（入賞者、須恵町作品）
•お口の無料健診・相談
•よい歯の表彰
•ブラッシング指導
•唾液による歯周病検査
•アルコールパッチテスト・たばこ

のヤニ検査
•技工物展示と手のレプリカ作成
（先着１００人限定）
問 粕屋歯科医師会事務局
　☎712-1764

KASUYA
デンタルフェア

福岡県立四王寺県民の森
からのお知らせ

①「親子木工教室」参加者募集
　本立て、すのこ、椅子、ティッシュ
の箱など、親子で DIY しませんか。
材料（カット済）、道具は準備して
います。※参加費無料・雨天決行。
▶日時　11 月 3 日（土・祝）10 時から
　※現地へ直接おいでください。
▶場所　四王寺県民の森管理事務所
▶定員　数に限りがあります。定

員になり次第受付を終了します。
②「第11回福岡の自然や四王寺

にかかわるもの」写真展開催
　県内で撮影した自然に関する風
景、動植物や四王寺山にかかわる
ものなどの作品を展示しています。
※観覧無料
▶日程　11 月 11 日（日）～
　12 月 9 日（日）※毎週月曜日休園
▶場所　四王寺県民の森管理事務所
▶観覧時間　9 時～ 16 時
③「自然素材で作る素敵なクリ

スマスツリー」参加者募集
　植物観察やバードウォッチングを
しながら材料を集め、自分だけのオ
リジナルクリスマスツリーを作りま
せんか。作品は持ち帰りできます。
雨天時は木や木の実などの材料のお
話をします。（昼食は各自持参）
▶日時　12 月 1 日（土）
　10時～14時（受付は9時30分から）
▶場所　四王寺県民の森管理事務所
▶講師　森林インストラクター
▶参加費　保険料込み 500 円。受

付時にお支払ください。（小学生
未満無料）

▶定員　30 人（先着順・要事前申込）
▶申込方法　電話で住所、氏名、

年齢、電話番号をお知らせいた
だくか、ホームページからお申
し込みください。

▶申込期間　11月1日（木）～25日（日）
　［受付］9 時～ 17 時（11 月 5 日、

12 日、19 日は除く）
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
　HP http://shioujikenminno

mori.org/application/

　保健師、助産師、看護師、准看
護師、歯科衛生士および歯科技工
士で、これらの免許にかかる業務に
従事している方は、2 年ごとに、住
所・氏名などを届け出ることが法律
で義務付けられています。
　該当する方は、勤務地の県保健
福祉（環境）事務所または保健所に
届け出てください。
　届出用紙は、県保健福祉（環境）
事務所又は保健所に置いてありま
す。また県ホームページからもダウ
ンロードできます。
▶提出期限
　平成 31 年 1月15 日（火）
問 県医療指導課
　☎ 643-3276
　HP http://www.pref.fuku

oka.lg.jp/contents/30-
todoke.html/

看護職員等の
業務従事者届について

　10 月から原爆被爆者二世の方で
希望者を対象に、県内 24 か所の医
療機関で無料健康診断を実施して
います。受付時間や予約の有無な
ど実施医療機関によって違いますの
で、詳しくは下記へお問い合わせく
ださい。
▶実施期間
　平成 30 年 10 月1日（月）～
　平成 31 年 2 月 28 日（木）
問 県がん感染症疾病対策課難病

対策係
　☎ 643-3267

平成30年度被爆者二世
健康診断のお知らせ

　特別支援教育について地域の皆
様に理解・啓発を図るとともに、児
童生徒の教育環境整備・充実のた
めに友愛セールを開催します。
▶内容
　児童生徒の作品展示、ＰＴＡバ
ザー、関係施設による出店・販売
▶日時　11 月 17 日（土）
　　　　11 時～ 13 時
▶場所　福岡特別支援学校
　　　　（新宮町緑ヶ浜 4-1-1）
問 県立福岡特別支援学校
　☎ 963-0031

福岡特別支援学校
友愛セール

労災職業病
糟屋郡無料相談会 開催

　労災職業病糟屋郡無料相談会を
開催します。
　息苦しい、手や腕がしびれる、
耳鳴りがする― じん肺、アスベス
ト、振動病、騒音性難聴などかも
しれません。炭鉱、築炉、造船、
建設、トンネル、林業などの作業
現場で長年働いていた方で、お心
当たりのある方はぜひご相談くだ
さい。
▶日時　平成 31 年 1 月 30 日（水）
　［受付］13 時～ 16 時
▶場所
　志免町総合福祉施設シーメイト
　2 階会議室 5
　（志免町大字志免 451-1）
▶相談料　無料
問 全日本建設交運一般労働組合
　労災職業病組織部長 津波古
　☎ 0944-53-5844
　携帯 090-1511-9136

★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）

11月無料体験 受付中!
11／16（金）～30（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 告広 告

「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。

広告主募集中!
総務課 ☎ 932-1111
E メ ー ル kouho@town.umi.lg.jp
ホームページ https://www.town.umi.lg.jp/

問
い
合
わ
せ

▶応募資格
　中学卒業（見込含）かつ
　17 歳未満の男子
▶受付期間
　平成 30 年 11 月 1 日（木）～
　平成 31 年１月７日（月）
▶一次試験日
　平成 31 年 1 月 19 日（土）
▶試験会場　陸上自衛隊福岡駐屯地
（春日市大和町 5-12）

▶最終合格発表
　平成 31 年 2 月 15 日（金）
▶入校時期・場所
　陸上自衛隊高等工科学校
　（神奈川県横須賀市御幸浜 2-1）
※推薦採用試験もあります。詳し

くは下記へお問合わせください。
問 自衛隊福岡地方協力本部 福岡

募集案内所 ☎ 607-4826

陸上自衛隊高等工科学
生生徒（一般）採用試験
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