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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。

　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

　「美しいものに出会った時、美し
い !! と思える自分を大切にしてほ
しい」をテーマに、MOA 美術館
地域展を行います。今回で 30 回
目を迎え、海外を含め、毎年 47
万点の応募をいただいています。
子どもたちの作品をお楽しみくだ
さい。
※ 27 日限定で、MOA 美術館所

蔵の国宝 3 点（紅白梅図屏風他）
のレプリカを展示します。

▶日時　平成 31 年 1 月 23 日（水）
　～ 31 日（木）　8 時 30 分～ 17 時
※入館は 16 時 45 分まで・最終

日は 16 時まで
▶場所　歴史民俗資料館 2階
問 事務局 松尾
　☎ 080-2790-4782

第30回 MOA美術館
福岡児童作品展 開催

▶日時　平成 31 年 3 月 9 日（土）
　11 時～ 16 時
▶場所　クローバープラザ
　　　　（春日市原町 3-1-7）
▶内容
・就活応援セミナー
・就職面談会（170 法人予定）
・福祉関係資格、求職相談
▶対象　社会福祉施設・事業所へ

の就職希望者（資格・経験は不要）
▶託児　生後 3 か月～就学前の託

児有り（要事前予約）
問 福岡県社会福祉協議会
　人材・情報課 ☎ 584-3310
HP http://www.fuku-
shakyo.jp/

福祉のしごと就職フェア
2019 in FUKUOKA

▶日時
　平成 31 年 1 月 23 日（水）・
　24 日（木）　10 時～ 15 時
▶場所
　はかた近代ビル１階
　（福岡市博多区博多駅東 1-1-33）
▶内容

1 日目：就活のコツ、応募書類
の書き方
2 日目：面接のコツ、面接訓練

※受講後は、再就職専門のアドバイ
ザーが１対１でサポートします。

▶受講料　無料
▶対象
　概ね 40 歳～ 64 歳の求職者
▶必要なもの
　筆記用具・履歴書（なくても可）
予約・問
　福岡県中高年就職支援センター
　☎ 433-7780

40歳からの
2日間就職支援セミナー

　今年も青年団によるつきたての
白もちを販売します。団員が心を
込めて杵と臼でつく白もちを、お
正月の御雑煮などにいかがです
か？
▶日時　12 月 30 日（日）
　　　　10 時から
　※なくなり次第終了。少雨決行
▶場所　JA 粕屋宇美支所駐車場
▶その他　事前予約制ではありま

せん。会場でもちをつくため順
番待ちの可能性があります。

問 宇美町青年団 団長 山木戸
　☎ 080-1545-8552

宇美町青年団
年末つきたて白もち販売

　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　12月26日（水）、
　平成31年1月9日（水）、23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

　ポーズと呼吸法に重点を置いた
ヨガの教室です。自分の体と心に
向き合い、ストレスによる自律神
経の乱れやバランスを整えましょ
う。
▶日時　平成 31 年 1 月 8 日、
　22 日、29 日　各火曜日
　10 時 30 分～ 11 時 30 分
▶場所　まなびや・うみ
▶対象　どなたでも
▶参加費　500円 / 日（当日支払）
▶定員　20 人程度
▶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

申・問 NPO 法人ふみの里スポーツクラブ
　☎ 080-7004-1439

リラックスヨガ
参加者募集

　福岡県立高校定時制課程では、
満 20 歳以上で希望する人に対し、
学力検査を行わず、作文にて入学
者選抜を行う特例措置を実施して
います。（一部学校を除く） これか
ら勉強を始めて、高校卒業資格を
得たいと考えている人の入学をお
待ちしています。
▶願書受付期間
　平成 31 年 2 月 12 日（火）～
　19 日（火）　（最終日は正午まで）
▶試験日
　平成31年3月6日（水）、7日（木）
※作文に加えて面接を行う学校も

あります。詳細は志願先高校に
確認してください。

▶願書配布場所・試験会場
　志願先高校
▶志願資格

高校入学資格がある満 20 歳以
上の人（平成31年４月１日現在）

▶申込方法など
下記、県ホームページを参照し
てください。
HP http://www.pref.
fukuoka.lg.jp/contents/
teiji.html

問 県教育庁高校教育課
　☎643-3904 FAX643-3906
　または 志願先高校

定時制高校入試特例措置
（20歳以上対象）

　不動産に関する相談・相続・税
金などについて、弁護士・税理士・
不動産相談員が応じます。事前申
込みは不要です。直接会場へお越
しください。
▶日時
　平成 31 年 2 月 7 日（木）
　10時～16時（受付は15時まで）
▶場所　福岡銀行 千早支店
（〒 813-0041 福岡市東区水谷
2-51-10　☎ 671-7631）

問 （公社）福岡県宅地建物取引業協会
　☎ 631-1717

不動産に関する
無料相談会

　香椎税務署では、確定申告相談
会場を次のとおり開設します。
▶日程
　平成 31 年 2 月 18 日（月）～
　平成 31 年 3 月 15 日（金）
▶受付時間
　9 時～ 16 時
▶場所
　香椎税務署
▶その他
・所得税の還付申告は１月以降提出

することができます。
・土・日曜日および祝日はお休みで

す。ただし、平成 31年2 月24 日、
3 月 3 日の日曜日に限り確定申
告の相談を行います。

・税務署の駐車場は利用できませ
んので、公共交通機関をご利用く
ださい。

・確定申告書は、国税庁ホームペー
ジの「確定申告書等作成コーナー」
(www.nta.go.jp) を利用してご
自宅のパソコンで作成し、郵送な
どでご提出できます。相談会場
は大変混み合いますので、ぜひご
利用ください。

■平成30年分の申告および納期限
・所得税・贈与税
　平成 31 年 3 月 15 日（金）
・個人事業者の消費税および
　地方消費税
　平成 31 年 4 月 1 日（月）
問 香椎税務署 ☎ 661-1031

確定申告相談会場 開設

　自衛官採用試験の上限年齢が 26
歳から32歳へ引き上げられました。
▶募集対象
　任期制自衛官・一般曹候補生
※現在平成 31 年 4 月入隊の自衛官

候補生を募集しています。詳細は
下記へお問い合わせください。

申・問 自衛隊福岡地方協力本部
　福岡募集案内所
　☎ 607-4826

自衛官採用試験
上限年齢が変わりました

　技能や資格取得などのトレーニ
ングを受けて関連職種への就職（転
職）を希望する方を募集します。
▶受講料　無料（テキスト代・資

格試験受験料などは除く）
▶募集期間　
　B 日程：平成 31 年 1 月 4 日（金）
　　　　　　　　～ 2 月 13 日（水）
　C 日程：平成 31 年 3 月 7 日（木）
　　　　　　　　～3月20日（水）
▶応募資格　募集要項による
▶入校日
　平成 31 年 4 月 11 日（木）
　（受講期間は募集要項による）
申・問 福岡高等技術専門校
　☎ 681-0261
　またはお近くのハローワークへ

平成31年度福岡高等技術専門校 
入校生募集

詳細は右の
QR コードから▶ 　相談は無料。秘密は厳守されま

す。お気軽にご相談ください。詳
細は、下記問い合わせ先まで。
▶日時　月～土曜日 10 時～ 17 時
▶場所　岩田屋本店新館 6 階
　　　　行政相談コーナー
　（福岡市中央区天神 2-5-35）
　※電話での相談もお受けします。
　　☎ 781-7830
問 総務省九州管区行政評価局
　総務行政相談部 行政相談課
　☎ 431-7082

福岡総合行政相談所の
開設について

　今年は、25 年に 1 度の宇美八
幡宮聖母宮御開帳の年です。
　聖母宮は應神天皇の母・神

しんぐう
功皇后

がまつられています。御神像は神
功皇后の姿を模したもので、御神
像は室町時代の作と伝えられてお
り、大部分は脱活乾漆造という技
法で作られています。
　御開帳の最終日は 12 月 31 日
です。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　土・日・祝日、戌

の日、14 日、31日（最終日）の 9
時～16 時

▶場所
　宇美八幡宮
問 宇美八幡宮
　☎ 932-
　　0044

宇美八幡宮聖
しょうもぐう

母宮御開帳
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