
～活動と交流～
①チャリティー・ダンスの集い
　ダンスが大好きな人ならどなたで
参加 OK。思いきり踊って 1 年の疲
れを吹き飛ばしましょう。
＊お楽しみ抽選会あり。
▶日時　12 月 16 日（日）
　　　　13 時～ 16 時
▶入場券　し～ず・うみで販売中
　500 円（お菓子・ドリンク付）
　（運営費の残額はすべて赤い羽根

共同募金に寄付）
②水彩画ロビー展（無料）
　絵の好きな仲間が集い、楽しく描
いた作品を展示します。
▶期間
　11月 27 日（火）～12 月 8 日（土）
　※12 月 3 日（月）は休み
　10 時～ 17 時
▶出展　水彩画「たんぽぽ」
①・② 共通事項
▶場所　し～ず・うみ
申・問 し～ず・うみ
　☎932-0365　FAX932-0578
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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

「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

　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、
お電話で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

　福岡県では、認知症の人やその
家族が抱える認知症に関する介護
の悩みごとに対して、電話または
面談による無料相談窓口を開設し
ています。相談内容の秘密は守ら
れます。お気軽にご利用ください。
　なお、電話で相談する場合は、
通常の通話料金がかかります。
　また、面談で相談する場合は、
予約が必要です。　
▶日時　毎週水曜、土曜
　　　　11 時～ 16 時
▶場所　クローバープラザ
　　　　（春日市原町 3-1-7）
▶対象　認知症の方またはその家族
問 県保健医療介護部
　高齢者地域包括ケア推進課
　☎ 574-0196

福岡県認知症介護相談
窓口のご案内

　福岡県最低賃金が次の通りに改
定されます。
　平成30年10月 1日から
　1 時間 814 円（85 円アップ）
問 福岡労働局労働基準部賃金室
　☎ 411-4578

福岡県最低賃金額改定の
お知らせ

▶日時　12 月 15 日（土）
　　　　10 時～ 12 時
▶場所　イオンモール福岡
　　　　（メインプラザ入口付近）
▶内容
・防災防犯もちつき
・チャリティバザー
・募金活動
・消防車、救急車の展示
・風船配布（チビッコ対象）
・消火器および住宅用火災警報機

の実演
・救急AED 普及活動
・警察車両の展示および防犯広報
※収益金につきましては管内の福

祉施設および歳末助け合い等の
寄附を予定しています。

問 粕屋南部地域防災協会
　 粕屋南部消防本部 予防課
　 ☎ 935-1167

み

んなを守る

１１９

歳末助け合い防災・
防犯もちつき会
問 粕屋南部消防組合消防本部
☎ 935-5111
HP http://www.kasuyananbu-shobo.jp/

★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

①畦の会美術展
　糟屋郡内の現役美術教師やＯＢ
の作品展です。授業で生徒に提示
するための参考作品や美術教師の
研修会で作った作品なども展示し
ます。ぜひご覧ください。
▶期間　12月2日（日）～19日（水）
　　　　8時30分～17時
※入館は 16 時 45 分まで・最終日

は 12 時まで
②第60回 糟屋区中学校美術展
　糟屋郡内の中学生が美術の授業
で制作した作品を展示します。絵
画などの平面作品や粘土や彫刻な
どの立体作品など力作ぞろいです。
ぜひご覧ください。
▶期間　平成30年12月20日（木）～

　　　平成31年1月18日（金）
　　　8時30分～17時

※入館は 16 時 45 分まで・最終日
は 15 時まで 

①②共通
▶場所　
　歴史民俗資料館　2階
問 代表 豊村 良子
　☎ 944-3557（古賀東中学校）

歴民俗民俗資料館
ギャラリーのお知らせ

　12 月 1 日（土）、全国で国土交
通省による住生活総合調査が行わ
れます。
　この調査は、住生活基本法に基
づく住生活の安定・向上に係る総
合的な施策を推進するうえで必要
となる基礎資料を得ることを目的
としています。
　今回は、10 月に実施された住宅・
土地統計調査に回答いただいた世
帯の中から一部を選び、全国で約
12 万世帯を対象に行います。
　11 月下旬からポスティングによ
り調査票を配布し、郵送・オンラ
インにより回収しますので、ご協
力をお願いします。
問 住生活総合調査事務局
　☎ 0120-467-060

住生活総合調査について

▶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）

▶案内書配布期間・申込受付期間
12月17日（月）～26日（水）
※申込手数料は不要。

▶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 FAX722-1181

第5回
県営住宅入居者募集

　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　11月28日（水）、
　12月12日（水）、12月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

　藁からしめ縄を結い、しめ縄飾り
を作成します。
　縄を結うだけの『和締め』、または
しめ縄の飾りも付ける『飾りつけ』の
どちらかを選択し、ご参加ください。
　新しい年を自分で作ったしめ縄
飾りで迎えましょう。
▶日時　12月22日（土）
　　　　10時～12時
▶場所　うみ・みらい館２階 研修室Ａ
▶対象　小学生以上の男女どなたでも
※幼児は保護者同伴のみ参加可
▶参加費　当日お支払い
『和締め 500 円』・
『飾り付け 1,200 円』

▶定員　各日20人
▶申込方法　

NPO法人ふみの里スポーツクラ
ブへ電話で申し込み

問 NPO 法人ふみの里スポーツクラブ
　☎ 080-7004-1439

しめ縄飾りＤＩＹ教室
参加者募集

　12 月 1 日は世界エイズデーです。
HIV に感染しているかは、検査をし
なければ分かりません。
▶日時　毎週火曜日
　　　　9 時～ 11 時
（予約制：事前に電話で予約を
取ってください）

▶場所　粕屋保健福祉事務所
▶検査項目　HIV（エイズ）・梅毒・
　クラミジア・淋菌
問 粕屋保健福祉事務所
　☎ 939-1746

HIV・エイズの検査
（無料・匿名）

　宇美町商工会プレミアム付き地域
商品券の有効期限は、12 月 31日

（月）までです。有効期限を過ぎる
と使用できなくなります。返金もで
きませんので、お早めにご利用くだ
さい。
■商品券と一緒にお渡ししている、

アンケートの回答もよろしくお願
いします。

問 宇美町商工会
　☎ 932-0443

「プレミアム付き地域商品券」
有効期限にご注意下さい

年に一度は
健康診査を受けましょう

　福岡県後期高齢者医療の被保険
者を対象に生活習慣病の発症や重
症化の予防等を目的とした健康診
査を実施しています。
　平成３０年度の受診期限は平成
３１年３月３１日です。まだ受診して
いない方は、お早めにご予約の上、
受診してください。
　受診のときは、「被保険者証（保
険証）」と広域連合が郵送した「受
診票」、自己負担金５００円が必要
です。４月下旬から５月初旬に受診
票を送付していますが、実施医療機
関が分からない場合や受診票が見
あたらない場合は、お問い合わせく
ださい。
※生活習慣病（糖尿病や高血圧症な

ど）で治療中の方は受診の対象
となりません。

問 福岡県後期高齢者医療広域連合
　☎ 651-3111

平成30年 医師、歯科医師
及び薬剤師の届出について

　医師、歯科医師および薬剤師の
免許をお持ちの方は、就業の有無
にかかわらず、２年毎に氏名、住所
やその他事項を届け出ることが義
務づけられており、今年はその届出
年です。
　届出票は、県内の保健所・保健
福祉（環境）事務所窓口で配布して
います。また、県ホームページから
ダウンロードもできます。
▶届出場所　住所地を管轄する保

健所・保健福祉（環境）事務所
▶提出期限
　平成 31 年 1月15 日（火）
問 県保健医療介護総務課
　☎ 643-3238
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