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平成30年度 明るい選挙啓発
ポスターコンクール表彰・展示

　入賞作品を展示しますので、ぜひ
ご観覧ください。
▶糟屋地区審査会入賞者（敬称略）
・小学校4年生の部
　【金賞】小湾 心結（宇美小）
　【銅賞】岳本 悠吾（桜原小）
・小学校5年生の部
　【金賞】小野 琥太郎（宇美小）
・中学校1年生の部
　【銀賞】岡 荘太朗（宇美東中）
・中学校2年生の部
　【銅賞】 冨岡 陽太（宇美中）
・中学校3年生の部
　【金賞】 永江 玲那（宇美中）
　【銀賞】 土生 宝門（宇美中）
▶福岡県審査会入賞者（敬称略）
・小学生の部
　【委員長賞】 
　　岳本 悠吾（桜原小 4 年生）
　　花田 咲和（桜原小 6 年生）　
　【佳作】
　　小野 琥太郎（宇美小 5 年生）
　　安武 万人（井野小 5 年生）
　　岳本 遥　（桜原小 6 年生）
・中学生の部
　【佳作】
　　岡 荘太朗（宇美東中 1 年生）
▶展示期間
　12 月 7 日（金）～16 日（日）
　8 時 30 分～21 時 30 分
　（休館日を除く）
▶展示場所
　うみ・みらい館 1 階展示コーナー
問 選挙管理委員会
　 ☎９３２－１１１１
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　医療機関に入院する際や高額な
医療を受ける際に、「限度額適用認
定証」（住民税非課税世帯の方は「限
度額適用・標準負担額減額認定証」）
を提示すると、窓口における医療費
負担額が所得区分に応じた限度額
までになります。（住民税非課税世
帯の方は入院時の食事代も減額さ
れます）
　申請した月の初日から認定となり
ますので、高額な医療を受ける場合
は速やかに申請の手続きをしてくだ
さい。なお、認定証の有効期限は
7 月末までですので、毎年 8 月以降
に更新手続きが必要です。
▶対象

宇美町国民健康保険加入者で、
入院を伴う医療や高額な医療を
受ける予定のある
① 69 歳以下の方
② 70 ～74 歳で課税所得が 145

万円以上 690 万円未満の方、
および住民税非課税の方

▶申請時に必要なもの
国民健康保険被保険者証、印鑑、
世帯主および申請者のマイナン
バーが確認できるもの、本人確認
ができるもの（運転免許証など）、
過去に 91日以上の入院がある場
合は、医療機関の領収書、同世
帯以外の方の申請の場合は委任
状

申・問 住民課 国保医療係
    ☎ 932-1111

「限度額適用認定証」を
ご存知ですか
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　12 月 2 日（日）に開催される町
民卓球大会の練習会場を一般開放
します。参加自治会の練習や、日ご
ろから卓球をやっている方、全く卓
球をやったことがない方など、幅広
く利用することができます。
▶期間　
・11月25日（日）　15時～21時30分
・11月27日（火）～30日（金）
　　　　　　　　9時～21時30分
・12月1日（土）　9時～19時
※休館日　11月26日（月）
▶場所　住民福祉センター体育館
▶対象　町内在住の方
▶定員　なし（卓球台を 16 台ご

用意していますが、時間帯によっ
ては空いていない場合がありま
すのでご了承ください）

▶利用方法　
　体育館入口の利用受付簿に必要事

項を記入し、自由に練習を行って
ください。混雑時はゆずり合って
利用してください。

▶必要なもの
　体育館シューズ、ラケット、ボール
問 住民福祉センター　　
　 ☎ 933-2607
　社会教育課 スポーツ文化振興係
　 ☎ 933-2600

町民卓球大会練習会場
一般開放のお知らせ
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　平成 31 年度学校給食用物資納入
業者の登録申請を希望される方は学
校教育課までお問い合わせ下さい。
▶受付期間
　11月16日（金）～１２月２１日（金）
問 学校教育課 学校教育係
　 ☎ 934-2245

学校給食用物資
納入業者登録申請案内

　宮崎県都
つ

農
の

町
ちょう

を発祥とする 5人
制のＰＫ大会（蹴 -1ＧＰ）の福岡大
会（2020年宇美町町制施行100周
年記念プレ大会）を今年も宇美町で
開催します。参加チームの募集を開
始していますので、詳しくは町ホー
ムページか蹴 -1ＧＰ福岡事務局の
Facebook特設ページをご覧くださ
い。
▶日時　平成 31 年 2 月 3 日（日）
　　　　10 時～
▶場所　総合スポーツ公園
問 町制施行 100 周年事業推進事

務局 事業推進係
　☎ 932-1111（内線 221）
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蹴 -1ＧＰ福岡大会
ｉｎ宇美町を開催します

宇美中学校生徒がジュニアオリン
ピック陸上競技大会に出場しました

宇美八幡宮聖母宮の
御開帳について

町の空手道場の選手が全国大会で
大活躍！

国体出場！

　10 月 12 日（金）～ 14（日）神奈川県の日産スタ
ジアムで、第 49 回ジュニアオリンピック陸上競技大
会が行われ、宇美中学校 1 年生の藤木なな美さん（女
子 4 × 100 ｍリレー）、3 年生の梅木南美さん（女子
砲丸投 4㎏）が県の代表として出場しました。
　10 月 16 日（火）には、中島校長先生、顧問の一
木先生、藤木さん、梅木さんが町長を表敬訪問しまし
た。

　9 月 29 日（土）～ 10 月 9 日（火）にかけて、福
井県で第 73 回国民体育大会が開催され、町出身の選
手が県代表として出場しました。
　自転車競技において祐誠高校 2 年の内野艶和さん

（宇美小・宇美中出身）が出場し、女子チームスプリン
トで 5 位に入賞しました。
　内野さんは、県で将来オリンピック出場の可能性が
高い高校生を支援する「トップアスリート育成強化事
業」の「強化指定選手」に認定されており、多くの大
会で素晴らしい成績を残し、これからの活躍が期待さ
れています。

　今年は、宇美八幡宮聖母宮の 25 年に一度の御開帳
の年です。聖母宮は應神天皇の母・神功（じんぐう）
皇后が祀られています。
　御神像は神
功皇后の姿を
模 し た も の
で、室町時代
の作と考えら
れており、大
部分は脱活乾
漆造という技
法で作られて
います。
　重要な文化
財を目にする
貴重な機会で
すので、ぜひ
ご拝観くださ
い。

【拝観できる日時】
土・日・祝日、戌の日、毎月 5 日（12 月 31 日まで）
9 時～ 16 時

10 月 7 日（日）エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育
会館 第 2 競技場）で「第 26 回全日本空手道選手権大会
サバキチャレンジ全日本トーナメント」が開催され、町の
空手道場（実践武道空手 飛凰会）に所属する栗田空来さ
ん（魁誠高校 ) 、清水奏匡さん（宇美東中）、 森麗有さん

（宇美中）が出場し、中学女子の部において森麗有さんが
準優勝。大会敢闘賞を清水奏匡さんが受賞しました。

10 月 8 日（月）には、幕張メッセで空手競技の全国
大会「第 12 回ＪＫＪＯ全日本空手道選手権大会」が開
催され、小森心さん（宇美南中）、清水奏匡さん（宇美
東中）、 森麗有さん（宇美中）、森躍雲さん（井野小）が
出場し、空手の甲子園とも言われるこの大会において大
健闘を収めました。

試合結果報告のため町長を訪問した会長の森大輔さ

▲前列左から梅木さん、藤木さん▲福岡県を代表するアスリートとして活躍する内野さん

▲町長を訪問した飛凰会の皆さん

▲表敬訪問の様子

　故 入江 吉熊 様（宇美中央）よ
り、下記のとおり寄附していただ
きました。厚く感謝申し上げます。
・寄附金　100,000 円
※ 10 月 26 日（金）、故 入江 吉熊 

様の寄附のご遺志を受けたご子
息の入江 浩 様より、寄附金を
お受けしました。

問 総務課 総務係 ☎ 932-1111

寄附していただき
ありがとうございました

んは、「連日の遠征、
ルールの違う全国
大会でよく対応して
頑張っていた。また
稽古を積んで来年
に繋げて欲しい」と
来年への意気込み
を語っていました。

15 14広報うみ（平成30年11月号）広報うみ（平成30年11月号）


