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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
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。

み

んなを守る
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　日夜住民を災害から守っている
消防職員、消防団員が災害現場で
体験したこと、消防と地域社会と
の関わり、消防の将来像など、「消
防防災に関すること」をテーマに
意見を発表します。
　この機会に命がけで活動してい
るファイヤーマンが日頃感じてい
ることを、ぜひお聞きください。
▶日時　2 月 24 日（日）9 時 30 分から
▶場所　サンレイクかすや
　（粕屋町駕与丁 1-6-1）
▶発表者　消防職員 6 人・消防団員 2 人
▶アトラクション　
　「筑前かすや一番隊」と「威吹」

によるよさこい踊り（入場無料）
問 粕屋南部消防組合 消防本部
　総務課 ☎ 935-6388

第40回 消防職員意見発表会 

▶日時　2 月 14 日（木）9 時から
▶場所　粕屋南部消防組合
　消防本部 ４階 研修室
　（志免町大字田富 170 番地）
▶受講料　無料
▶必要なもの　指定テキスト
　東京法令出版『図説防火管理』
　（税込み 1,700 円）
▶申込方法　必要書類などを下記

南部消防署予防担当に確認して、
お申し込み下さい。

問 粕屋南部消防組合 消防本部
　予防担当 ☎ 935-5107（内線 322）

第3回乙種防火管理講習
受講案内

粕屋南部消防組合消防本部
☎ 935-5111
http://www.
kasuyananbu-shobo.jp/ 　総務省と福岡県では、毎月、労

働力調査を実施しています。この
調査は、国の失業率や雇用の実態
を明らかにする大変重要な統計調
査です。
　対象となった世帯には、調査員
が調査票の配布に伺いますので、
調査へのご回答をお願いします。
▶調査期間
　2 月～６月
▶調査地区
　ひばりが丘二自治区域の一部
問 県 企画・地域振興部 調査統計課
　☎ 643-3186

労働力調査のお知らせ

広 告 広 告

★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）

２月無料体験 受付中!
2／15（金）～28（木）

★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

無料体験実施中
習字研究社宇美町教室

【対象】幼児～高校生【講師】吉田 澄香（☎ 934-2267）

水曜日 16時～18時原田中央区公民館
明治町区公民館 木曜日 16時～19時

広 告

　1 月からうみハピネスに「子育
て世代包括支援センター」を開設
しました。
　センターでは、妊娠期から就学
前の子育て期にわたるまで、切れ
目のないサポートを⾏います。保
健師などが妊娠・出産・子育て・
こどもの成⻑発達などに関するさ
まざまな悩みの相談を受けたり、
関係機関と連携したりして支援を
⾏います。電話相談も対応します。
お気軽にご相談ください。
▶日時　
　平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分
　※土・日・祝日・年末年始は休み
問 健康づくり課 健康推進係
　☎ 933-0777

宇美町子育て世代包括支援
センターをご利用ください

お知らせ
umi

news

　4 月に小・中学校へ入学予定の
お子さんがいる家庭に、1 月末ま
でに「入学通知書」を郵送します。
　入学通知書が届かない場合や、
就学について相談がある場合はご
連絡ください。また、私立学校な
ど町立学校以外に入学する場合は、
学校教育課へ届出をお願いします。
問 学校教育課 学校教育係
　☎ 934-2245

小・中学校入学通知書を
郵送します
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【小学校下学年の部】
（最優秀賞）
・「うみっこ」が つぎの 100 年
　つくるんだ（宇美 1 年 橋本 海）

（優秀賞）
・つくろうよ うみまちのみらい
　ぼくらから（宇美東２年 藤木 良丞）
・おともだち ぼくのわたしの
　たからもの（原田１年 原田 陽聖）
・ありがとう うれしい気もちを
　ひろげよう（桜原２年 川田 歩典）
・おはようと 町にひびく
　みんなの声（井野２年 野見山 飛河）

【小学校上学年の部】
（最優秀賞）
・黄色い旗に守られて 笑顔あふれる
　通学路（宇美東６年 伴 菜摘）

（優秀賞）
・うみしぐさ 地域へ広げて
　笑顔咲く（宇美５年 山田 倖也）
・ 100 年をつないで また 100 年
　私の町笑顔の町（原田６年 田代 心咲）
・手をのばそう 新しいこと
　未来のこと（桜原５年 藤島 みゆ）
・百年の 歴史と未来 宇美の町
　（井野５年 上田 史香）

【中学校の部】
（最優秀賞）
・「前向いて」 君の未来は
　すぐそこだ（宇美３年 牧野 沙姫）

（優秀賞）
・人のこと 思う気持ちを 忘れずに
　（宇美東３年 梅野 玲菜）
・あいさつで 笑顔が通る 交差点
　（宇美南３年 ⻑野 夏美）
問 社会教育課 社会教育係
　☎ 933-2600

平成30年度「青少年の声」
標語入選作品
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　経済的な理由で義務教育を受け
させることが困難な保護者の方に、
学用品費などを援助する制度があ
ります。（所得審査あり）
　新入学児童生徒の学用品費は入
学前の３月に支給します。
▶対象
　町立小中学校に入学予定の児童生
徒の保護者で、町内に住所を有し、
生活保護は受けていないが、これに
準ずる程度に困窮していると認めら
れる世帯。
▶申請方法
　申請を希望する方は、入学通知
書に同封（中学校入学予定者には、
小学校で配布）のご案内をお読み
のうえ、申請書を下記問い合わせ
先へ提出してください。
▶申請期間
　1 月 21 日（月）～ 2 月 15 日（金）
▶支給額
　小学生 40,600 円
　中学生 47,400 円
問 学校教育課 学校教育係
　☎ 934-2245

新入学児童生徒学用品費
（就学援助費）を支給します
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　原田小学校区コミュニティ運営
協議会さまより、10 月 21 日（日）
に開催された「パーカッション
チャリティーコンサートin宇美町
2018」で寄せられた募金 36,012
円を、町へ寄附していただきまし
た。厚く感謝申し上げます。
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
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まちの案内板
申し込み先申 問 問い合わせ先

　NPO 法人ふみの里スポーツクラ
ブが設立 6 周年を迎えて開催する、
フィットネスプログラムの体験イ
ベントです。クラブで最も人気が
あるヨガ・エアロビクスなどのメ
ニューに無料で参加することがで
きます。何か運動を始めたい、楽
しく健康づくりをしたいという方
はぜひ体験に来てください。事前
申込した人へ参加賞を進呈します。
▶日時　2 月 11 日（月・祝）
　10 時～ 13 時
▶場所　宇美南町民センター
▶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

ふみスポ設立6周年
感謝祭参加者募集

福岡県立四王寺県民の森
からのお知らせ

①みんなで作ろう「花の小径」
　参加者募集
　自然を観察しながら、色鮮やか
な花が咲く樹木を歩道に植えて、
自作の立て札を立てよう。（ニック
ネーム入り）　昼食にはおにぎりと
きのこ汁を食べます。
※雨天時は、ネイチャークラフト
▶日時　2月23日（土）10時～14 時
　［受付］9 時 30 分
▶参加費　無料（昼食、お土産付）
▶定員　30人（先着順・要事前申込）
▶申込期間　2月1日（金）～20日（水）

②「家族でウォークラリー」
　参加者募集 ～賞品多数～
　与えられた地図を見ながら四王寺
の遊歩道を歩き、途中にあるゲーム
やクイズを解いて点数を競います。
※雨天時は、木工クラフトなど
▶日時　3月9日（土）10時～13 時
　［受付］9 時 30 分
▶参加費　1 家族 1,000 円
　（昼食、賞品付）
▶講師　森林インストラクター
▶定員　10 家族（先着順・要事前申込）
▶申込期間　2月1日（金）～28日（木）
①②共通事項
▶場所　四王寺県民の森管理事務所
▶申込方法　電話で「住所・氏名・年

齢・電話番号」をお伝えください。
▶受付時間　9時～16時30分
　※2月4日（月）、12日（火）、18日
（月）、25日（月）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
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