図書館からのお知らせ

新しい本の紹介

図書館からのお知らせ

■一般図書「ミカエルの鼓動」
柚月 裕子/著（文藝春秋）
手術支援ロボット
「ミカエル」
を推進する心臓外
科医・西條と、
ドイツ帰りの天才医師・真木。
難病
の少年の治療をめぐり対立する2人。
そんな中、
西條を慕っていた若手医師が自ら命を絶ち…。

トを
タブレッ
業にも
使った授
います!
て
れ
力を入

嘉麻市

教育通信

図書館定例イベントのお知らせ

私たちの

■おはなし会（児童向け）
【碓井】1月8日
（土）午前11時〜11時30分
■おはなし会（乳幼児向け）
【山田】1月13日（木）午前11時〜11時30分
【稲築】1月19日（水）午前10時40分〜11時10分
※新型コロナウイルス感染症の影響により、定員数の
制限や行事の中止等、変更になる可能性があります。
詳しくは以下までお問い合わせください。
●問／生涯学習課 図書館係 ☎57-3610

■児童図書「日本全国新幹線に乗ろう!」
（昭文社）
世界にほこる正確で安全な高速鉄道、
新幹線が
大集合! のぞみ、
はやぶさ、
こまちなど日本全国
を走る新幹線を大迫力の写真で紹介するほか、
新幹線の速さや流線型のひみつ、
きっぷの買い
方なども解説する。

蔵書点検による休館のお知らせ
右記の期間は、蔵書点検のため休館いたしますのでお知らせ
します。利用者の皆様方には、
ご不便をおかけいたしますが、
ご理解いただきますようお願いいたします。

稲築図書館

1月24日
（月）〜2月 2日
（水）

嘉穂図書館

1月31日
（月）〜2月10日
（木）

山田図書館

2月14日
（月）〜2月24日
（木）

碓井図書館

2月28日
（月）〜3月10日
（木）

大好きな

学校をご紹介!

今月の学校紹介

稲築東中学校
体育会では
皆で力を合わせて
やりきりました！

「確かな学力と豊かな心を身につけ、
たくましく生き
る生徒の育成」
を学校目標として日々学力向上と社会
性を育む教育を行っている稲築東中学校。
現在、
英語
教育重点支援指定事業に取り組んでおり、
常勤の英
語教諭の他、
非常勤講師1名、
イングリッシュサポー
ター1名を含む3名体制で英語の授業を実施していま

※休館中の本の返却は、図書返却ポストをご利用ください。 ※詳細は、図書館係（☎57-3610）
までお尋ねください。

す。
複数体制をとることにより基礎をきめ細かく指導
することができるようになり、
生徒の理解度も向上し

私 のまち の 美 術 館

へ。

ようこ そ 、

ています。
今後はタブレット端末を使用した授業づく

嘉麻市立

りを強化していきたいと考えています。
学校行事につ

織田廣喜美術館

いてはコロナ禍ということもあり、
厳しい状況が続い
ていますが、
10月8日に1年越しとなる74回目の体育

備体操!
競技前の準
さん・し♪
いっち・にー・

令和4年度の美術館利用受付について

て
息を合わせ
!
ジャンプ

市民の方などにご利用いただける展示室（展示室5）及び市民アトリエの令和4年度の利用
受付を下記のとおり開始します。個人やグループでのご利用など、様々な形態でご利用いた
だけます。時期やご利用料金、展示の方法や機材などについてもお気軽にご相談ください。
■日時／
【展示室５利用の受付】
1月5日
（水）
10：00〜
【市民アトリエの受付】
3月2日
（水）
10：00〜
※下記問い合わせ先までご連絡ください。
〒820-0502 嘉麻市上臼井767
1月の休館日

会を実施することができました。
生徒の活き活きとし
た表情が輝く、
記憶に残る体育会となりました。

うちの学校のココが 好き!

■場所／嘉麻市立織田廣喜美術館

TEL：0948-62-5173

展示室5での展示の様子▶

FAX：0948-62-5171

他学年との交流も多く、
生徒の

廊下には生徒が
制作した
楽しい壁面絵画
が♪

10：00〜17：00
（入館は16：30まで）

笑顔が溢れ、
充実した学校生活を
送れることが稲築東中学校の好

1日
（土）
〜4日
（火）
、
10日
（月）
、
11日
（火）
、
17日
（月）
、
18日
（火）
、
24日
（月）
、
25日
（火）
、
31日
（月）

きなところです。
面白くて、
フレンド
リーな先生も多く、
授業もとても

男女共同参画推進課からのお知らせ

うちの学校の

みんな
大好き!

フレッシュ先生

本年度︑碓井中学校より赴任

さ れてき た 和 多 先 生 と 下 村 先

生 ︒授 業 が 面 白く︑場 を 盛 り 上

げ てくれ る 大 人 気 の 先 生 方 で

す︒保健体育を担当する和多先

生は﹁生徒達には楽しんでもら

業 規 律 を 徹 底 さ せ てい き たい

いな が ら も 挨 拶 や 礼 儀 な ど 授

す︒
一方 ︑社 会 科 を 担 当 す る 下

です ︒﹂と 今 後の 抱 負 を 話し ま

村先生は﹁社会科を通じての人

ひろき

間形成や︑現代を生き抜くため

わだ

和多 宏喜先生

のコミュニケーション能力を育

しもむら まさひろ

下村 昌寛先生

さわやか
さが
自慢です
!

む 授 業 づ く り に 励 ん でい き た

さが
わんぱく
す!
自慢で

るい 2 人 の 先 生 のこ れ か ら の

R4.1月号.広報嘉麻

沙さん

末廣 妃

いです︒﹂と 話していました︒明
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■かま女性ホットライン
市では、暴力などに悩む女性を対象とした権利
の擁護及び人権の保障に関する相談に応じるた
め、
「かま女性ホットライン」を開設しています。
市が委託した市外の相談機関ですので、安心し
てご相談ください。
☎092-513-7337 毎週月〜金曜日 10時〜17時
（祝日及び12月29日〜1月3日を除く）
◯秘密厳守
◯状況に応じて面接相談も受けています
◯相談料無料
（電話代はかかりますのでご了承ください。
）
●問／男女共同参画推進課 ☎62-5714

長
生徒会
ろ みさ
すえひ

活躍に期待しています︒

■女性相談窓口
（1月の相談日）
一人で悩まずに、
まずは相談してください。
市では
「女性相談
窓口」
を開設し、女性が抱えているさまざまな悩みや問題に
ついて女性相談員が相談を受け、
一緒に考え、解決に向けた
助言や情報提供を行います。
相談は無料、
秘密は厳守します。
◯碓井総合支所2階 男女共同参画推進課
1月4日
（火）、7日
（金）、11日
（火）、14日
（金）、
18日
（火）、21日
（金）、25日
（火）、28日
（金）各9時〜16時
◯山田総合支所相談室 1月24日
（月）13時30分〜16時
●問／男女共同参画推進課 ☎62-5714
※上記日程以外でご相談がありましたら、男女共同参画
推進課までご連絡ください。

盛り上がります。

R4.1月号.広報嘉麻
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高齢者に関するお知らせ

令和
4 年度

ソーシャル
ディス
タンスを保
って
活動してい
ます!

オレンジサロン運営団体募集 !

毎週金曜日に山田生涯学習館で開
催されている
「ミニデイサービス オレ
ンジサロン」
はシルバー人材センターの
ボランティア会員と地域の方々が中心

補助金の額

運営団体支援の趣旨
減や、認知症の理解・家族間の
交流・情報交換などを行う団

※会員等の収入については補助対象経費の総額から除く

体が取り組むオレンジサロン
運営事業に対して、予算の範
囲内で補助を行います。

上限

※交付決定通知を受けた団体は、
事業を始めるにあたり、

高齢者に憩いの場を
提供してみませんか？

概ね補助金の2/3の額の概算交付を受ける事ができる

補助金の交付対象経費とならないもの

■認知症の人やその家族・地域住民など誰もが参加でき、
憩える場所であること
■嘉麻市内に10人以上が活動できるスペース
（拠点）
が
あること

■家賃や個人的に所有、
占有する物品の購入
■飲食費 ※社会通念内の茶菓子等は対象

■代表者が明確で適切な事業運営ができると市長が認
める団体であること
■参加者の実態や人数等を記録し、事業内容の評価を
行うこと

補助の対象にならない団体
営利を目的として活動する団体、宗教や政治活動を目的
とする団体、法令や公序良俗に反すると認められる団体

●問／高齢者相談支援センター係 ☎42-7434

な雰囲気で、市内の病院から職員さん
を招き、
自宅でもできる体操や脳トレ、

どなたでも参 加 O K!
アットホームな雰 囲 気で楽しみましょう
座りなが
らの
運動もで
きます♪

す。
皆様のご参加をお待ちしています。
」

オレンジサロン運営団体の

・季節の湯（松の湯）1月1日
（土）
・1月2日
（日）※終日開催

・ビンゴ大会 1月9日
（日）13：00〜

・ビンゴ大会 1月23日
（日）13：00〜
参加費：カード購入代1枚500円お一人様2枚まで

開館時間 10：00〜24：00／入浴時間 10：30〜23：30

・年末休日 12月30日
（木）
・12月31日
（金）

●問／ふるさと交流館 なつきの湯 ☎20-5003

開館時間 10：00〜21：00／入浴時間 11：00〜21：00

ゆめサロン

体操マシ
ンも
充実!

毎月第 2 木 曜日に嘉 麻良 創 夢デイ
「ゆめサロン」
は、
平成30年から活動を開
始した送迎付き(碓井地域内)のオレン
ジサロンです。
「ゆめサロン」
では毎回決
まったプログラムを実施するのではな
く、
その都度集まった方々の希望する活
動などをメインに行うなど、参加者の自
主性を尊重することを重要視していま
す。
また、
デイサービスセンターの強みを
生かし、
リハビリに特化した運動を行え
ることも特徴です。
認知症予防の体操や

・季節の湯（松の湯）1月5日
（水）※終日開催

■嘉穂老人福祉センター（大隈町1183番地1）

マシンを利用しての運動なども楽しみな

・お風呂の日 1月26日
（水）抽選で無料券当たります

・季節の湯（松の湯）1月4日
（火）※終日開催

がら行えます。
「現在はコロナ禍という事

・年末年始休日 12月29日
（水）〜1月3日
（月）

・年末年始休日 12月28日
（火）〜1月3日
（月）

もあり参加者が集まりにくい状況ではあ

開館時間 10：00〜20：00／入浴時間 11：00〜19：00

開館時間 9：30〜20：00／入浴時間 10：00〜18：00

りますが、
飛び込み参加も可能ですので

●問／稲築社会福祉センター・稲築老人憩いの家

●問／嘉穂老人福祉センター ☎57-0184

気軽にご参加いただけると嬉しいです。
」
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カフェと呼ばれる事も多いオレンジサロンですが、嘉麻市では認知症にこだわらず、

サービスセンターにて開催されている

●問／山田いこいの家「白雲荘」 ☎52-1681

☎42-1413（岩崎1117番地2）

嘉麻市でも現在13か所のオレンジサロンが開設されています。一般的には認知症

ご参加を
お待ちし
ています
!

自 主 性を尊 重し︑

・季節の湯（松の湯）1月1日
（土）
・1月2日
（日）※終日開催

高齢化社会を迎え、全国的に広がりをみせているオレンジサロン。

誰 も が 楽 しい 時 間 を 過 ご す

■山田いこいの家
「白雲荘」
（熊ヶ畑2173番地1）

オレンジサロンに遊びに来てみませんか。
地域に暮らす高齢者の憩いの場として開設されていることが特徴です。

事業内容や補助の額などについては、嘉麻市オレンジサ

■ふるさと交流館 なつきの湯（鴨生24番地10）

■稲築社会福祉センター・稲築老人憩いの家

お茶会などができなくなりましたが、
現

と運営する皆さんは話していました。

交付の審査等

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、イベントや開館時間等を変更することがあります。

ジサロンは誰でも参加できるサロンで

在は感染対策を行い、楽しく体操した

お申し込みはコチラ

が通知されます。

楽しく学べるようにしています。
「オレン

り、
お話ししたりできるようにしていま

令和4年1月17日
（月）
〜令和4年2月4日
（金）

ロン運営事業補助金審査会で適否等が審査された結果

転倒予防クイズを行うなど、皆さんで

症の影響で参加者が楽しみにしていた

応募受付期間等
応募希望団体は、事前に下記に相談し所定の様式
を受け取った後、必要な書類を高齢者相談支援セ
ンターまでご提出ください。

寒くなると増える転倒事故に備えての

す。一時期は新型コロナウイルス感染

■その他、市長が必要でないと認める経費

1月の嘉麻市温浴施設のイベント

参加費：カード購入代1枚500円お一人様2枚まで

す。
どなたでも参加できるアットホーム

■人件費 ※外部講師等の謝礼や記念品代は対象

■年間を通じた定期的な活動であり、概ね1ヵ月に１回
以上実施する事

となって運営しているオレンジサロンで

10 万円程度

サロン実施場所
１カ所につき

嘉麻市は家族の介護負担の軽

応募要件
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ミニデイサービス
オレンジサロン
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と担当の手嶋さんは話していました。

空き家 についての お悩み はありませんか？
古民家を活用した

対面・
オンライン
両方に対応!

空き家
オンライン
相談会

地域活性化
セミナー
古民家の活用に興味がある方向

現在、嘉麻市には多くの空き家が存在しています。所有者様がご健在の間は家屋を管理して
いくことは可能ですが、年齢の経過とともに管理していくことが難しくなっていきます。
そのままにしておくと空き家のままお子様方に相続することになってしまい、
諸問題が発生する恐れがあります。その前に相談会にて今後発生してくる問題点の
再確認や解消を行い、家屋の利活用を検討していただくために相談会を開催いたします。

けの全国的にも先進的な取り組
みを学んでいただけるセミナー
です。是非ご参加ください!

令和4年

開催日

募集
期間
開催場所
開催方法

1月29日（土）

※写真はいずれもイメージです

■開催日受付／ 13：00〜13：20

■開 催 時 間／ 13：20〜15：00

令和4年1月4日
（火）
〜1月25日
（火）
まで
受付時間／平日 8：30〜17：00
嘉麻市役所本庁舎 5階 5A会議室（嘉麻市岩崎1180-1）
①上記会場での対面式
②ミーティングアプリのZoomによるオンライン
Zoomで参加される場合は、左記のQRコードを読み込んで
ください。ビデオは停止し、音声はミュートにして下さい。
【パスコード】859555 【ミーティングID】918・6578・2859
【URL】https://zoom.us/j/91865782859?pwd=
NU9HRlljQW1BYnY0VVJuRXJ4eEY0QT09

申込方法

参加人数を決めていただき、
電話またはメールにてお申し込みください。
（会場への参加は、先着順20名まで）
※氏名・住所・連絡先が必要となります。
（氏名は苗字まで、住所は市町村まででもかまいません。）

●申込・問／産業振興課 まちおこし係
23
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お家に
いながら
相談可能
です!

☎0948-42-7453（手島・小鶴）

嘉麻市空き家
アドバイザー
かわぐち

ともひろ

川口 智廣さん
（一社）全国古民家再生協会理事、う
きは福富古民家まちづくり協議会事
務局長、
「古民家鑑定士」講師、総務省
地 域 創造 力アドバイザー、農水省農
泊専門家。全国自治 体にて古民家ま
ちづくりセミナーを実施しています。

令和4年

1月30日（日）

開催日

■相談時間（50分間・6枠6件）※予約は先着順

① 9：00〜 ②10：00〜 ③11：00〜
④13：00〜 ⑤14：00〜 ⑥15：00〜

令和4年1月4日
（火）
〜1月26日
（水）
まで

募集
期間

受付時間／平日 8：30〜17：00
Wi-Fi環境などがない方のために相談会場を準備します。
（相談会場：嘉麻市役所本庁舎 1階 101相談室）

参加資格

嘉麻市に物件を持っている人

開催方法

ミーティングアプリのZoomによるオンライン
※相談会参加に必要なズームのミーティングIDとパスコードは嘉麻市役所
産業振興課よりお知らせいたします。

※オンラインは主催者が録画・録音をし
ますので了解の上、ご参加ください。
※対面で参加される場合は感染対策のた
め、
新型コロナウイルス接触確認アプリ
「COCOA」
のインストールにご協力くだ
さい。

machiokoshi@city.kama.lg.jp

相談可能内容
申込方法

空き家予防・終活・片付け・相続
希望枠を決めていただき、電話またはメールにて
お申し込みください。
（相談枠は先着順で決定します。）
※相談をスムーズに行うため、空き家の地番（場所）、家屋・土地の登記名
義人、管理者等の情報を相談前に下記連絡先までお知らせください。

●申込・問／産業振興課 まちおこし係

☎0948-42-7453（手島・小鶴）

嘉麻市空き家
アドバイザー
よどがわ

ひろこ

淀川 洋子さん
イエノコト株式会社 代表取締役
（一社）
全国古民家再生協会副理事長
福岡県イエカツ様より市町村にて空
き家セミナーを実施しています。太宰
府市様の指導のもと、空き家問題に
取り組んでいます。
宅地建物取引士／2級 施工管
【資格】

理技士／建設業会計士／家事セラピ
スト／葬祭カウンセラー／省エネマイス
ター／古民家鑑定士／古材鑑定士／住
教育インストラクター／空き家管理士
／DIYマイスター

machiokoshi@city.kama.lg.jp
R4.1月号.広報嘉麻
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られるとは限りません。

◯嘉麻市立以外の小中学校
（県立・私立等）
に入学させるとき

※但し土・日曜、祝日は除く。8：30〜17：00（左記時間中に
※上記期間中に申請された場合、認定となれば、3月中旬の
支給となります。
ますが、認定となれば、5月中旬の支給となります。

※消印有効 となっております。
対象となっている方は、お早めに申請ください。
※併給はできません。
【ひとり親世帯分】
①令和3年4月分の児童扶養手当が支給されている方
※対象者には、既に令和3年5月にお支払いをしております。

■申請に必要な物／

②公的年金等（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺

①令和4年度 就学援助費受給申請書

族補償など）
を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当

※各申請場所にありますが、
あらかじめご自身で申請書を

の支給が全額停止されている方

ホームページよりダウンロードし、作成をしていただく

※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている

ことで窓口での待ち時間を短縮することが可能です。

方だけでなく、児童扶養手当を申請していれば、令和3年4月

②振り込み用の通帳
（保護者名義の口座）※新入学学用品費
が口座振り込みになりますので、通帳をご持参ください。
【支給予定額（おひとりにつき）】お子様が令和4年4月に嘉

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変す

で福岡県立中学校・中等教育学校に入学予定の方

手当を受給している方と同じ水準になっている方

◯小学校入学予定のお子様

51,060円

■申請／①は申請不要、②③は申請が必要です。

◯中学校入学予定のお子様

60,000円

■給付額／児童1人当たり一律5万円
【ひとり親世帯以外分】

の方は申請できません。生活保護費より入学準備金が支給

■対象／

されます。◯新入学学用品費の入学前支給を受けたあと、令

①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受

和4年4月に嘉麻市立小･中学校及び福岡県立中学校・中等

給者で令和3年度住民税（均等割）
が非課税の方

教育学校に入学しなかった場合は、新入学学用品費を返還

※対象者には、既に令和3年7月にお支払いをしております。

していただくことになりますので、市外転出等の可能性があ

②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児

る場合は、
申請を行わないでください。◯世帯構成及び令和

童（障がい児の場合は、20歳未満）を監護する令和3年度住

３年度（令和2年中）の世帯全員の所得の状況等により審査

民税（均等割）
が非課税の方

し、認定の判定をします。◯認定結果については、2月15日ま

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月1日

でに申請された方には、3月初旬頃に郵送し、2月16日〜4月

以降の収入が急変し、
住民税非課税相当の収入となった方

28日に申請された方には、5月初旬頃に郵送し、認定の方に

■申請／①は申請不要、②③は申請が必要です。

は支給時期や金額等の詳細をお知らせします。◯今回、新入

■給付額／児童1人当たり一律5万円

就学援助の申請手続きは必要ありません。
●問／嘉麻市教育委員会 学校教育課 教務係
（碓井総合支所1階） ☎62-5726
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下臼井／4歳／男の子
平成29年4月27日生まれ

下臼井／6歳／女の子
平成27年6月26日生まれ

トミカ集めは誰にも負け
ないぞ〜!!

お菓子食べてる時、
しあわ
せ〜♡

3月号掲載の締め切り

●問／・厚生労働省 コールセンター
☎0120-400-903（平日9：00〜18：00）
・こども育成課 児童係
☎42-7459
（平日8：30〜17：00）

平／3歳／男の子
平成30年7月3日生まれ

海の中道海浜公園
楽しかった♪

平／8ヶ月／女の子
令和3年5月4日生まれ

公園だーいすき♡

「Kids snap」にご応募いただいた写真は、市公式ホーム
ページ「かまのフォト時景」にも掲載されます。

掲載の締め切りまでに①〜③のいずれかでご応募ください。
①市役所（各庁舎でも可）
に持参 ②郵送 ③メール
【写真の送付先】株式会社NOTE 広報嘉麻編集部
お子さんの写真の裏に
住所／〒820-0005 飯塚市新飯塚21-26 ASビル3F
●お子さんの、
名前
（ふりがな）
・性別・生年月日・年齢
（6歳まで・掲載 メール／kouhoukama@hen01.com
※一部読み込めない
機種もございます。
月で何歳になるか）
・お住まいの地域名
（例：上臼井）
【注意】
※掲載写真は返却できません。
※写真を掲載する際
●送付される方の、名前・住所・電話番号・コメント
（25字以内・応募 は、事前に編集部より確認のご連絡をする場合がございます。※応募多数の際は抽選
にてご掲載となりますので、
掲載不可の場合もございます。
ご了承ください。
多数の場合は省く場合もございます）
を記入してください。

【1月】子育て支援センターよりお知らせ

される方も対象となります。
るなど、急変後1年間の収入見込額について収入が児童扶養

学学用品費の入学前支給を申請された方は、令和4年度の

まったりタイム♪

1月17日
（月）
締切

分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測

麻市立小･中学校に入学予定、もしくは、嘉麻市にお住まい

【申請における注意事項】◯生活保護（教育扶助）を受給中

3月号のお題

申請期限は令和4年2月28日
（月）

■対象／

※上記期間以降（〜令和4年4月28日
（木）まで）も受け付け

お題に沿った
6歳までのお子さんの
写真を募集!
ぜひ、
ご応募ください!

メール応募

来庁が困難な場合は、教務係までお知らせください。）

むらおか ゆら

■申請期間／令和4年1月4日
（火）〜令和4年2月15日
（火）

村岡 祐咲ちゃん

◯各総合支所 市民地域振興課 市民サービス係

むらおか ゆうすけ

◯本庁舎 市民課 市民係

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

村岡 祐輔ちゃん

■申請受付場所／◯碓井総合支所 学校教育課 教務係

にこ

に入学予定の方

上山田 ／5歳／男の子
平成28年6月18日生まれ

大好きなお菓子タイムで 着物で気分はワクワク♪
笑顔の1年になりますように♡
テンションMAX‼

オシャレしたよん♪

おおやま

●問／学校教育課 教務係 ☎62-5726

カメラ向けたら良い笑顔!!

鴨生／1歳／女の子
令和2年4月1日生まれ

大山 仁心ちゃん

◯その他ご不明な点があるとき

牛隈／8ヶ月／女の子
令和3年5月29日生まれ

おおやま はるいち

お子様が令和4年4月に嘉麻市立小･中学校に入学予定、も
しくは、嘉麻市にお住まいで福岡県立中学校・中等教育学校

◯病気、
その他の理由で入学式に出席できないとき

下臼井／6ヶ月／男の子
令和3年7月27日生まれ

大山 春市ちゃん

【新入学学用品費の入学前支給を受けることができる方】

【申請の方法】
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◯通知書を受け取った後に転居・転出されるとき
◯指定された学校の変更について相談したいとき

※令和3年度就学援助認定されている方も、
申請が必要です。

ともまつ さくと

※審査を行いますので、申請した方全員が必ず援助を受け

snap

友松 咲人ちゃん

希望される方は、下記により申請してください。

るあ

◯入学通知書の氏名・生年月日など、
記載内容に誤りがあるとき

いしだ

◯2月初旬を過ぎても入学通知書が届かないとき

入学学用品費」
について、
入学前
（３月）
支給を実施しています。

石田 瑠愛ちゃん

送します。次の場合はお早めにお問い合わせください。

一部を援助しています。
就学援助費のうち、
入学に必要な
「新

のあ

保護者の皆さんに、1月中旬ごろ
「入学通知書」
（ 封書）を発

着購入費・修学旅行費・校外活動費・学校病医療費・給食費）
の

やまぐち

令和4年4月に嘉麻市立小・中学校へ入学する児童・生徒の

者に対し、
学校で必要な費用
（新入学学用品費・学用品費・水

Kids

テンションMAX!
山口 乃愛ちゃん

嘉麻市では、
経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護

今月のお題
おおやま きょうのすけ

令和4年度「入学通知書」の発送について

大山 京之助ちゃん

子育てに関するお知らせ

就学援助
新入学学用品費の入学前支給について

【 あけみ子育て支援センター 】☎52-1000

2月3日
（木）
「ウン知育教室」
ヤクルトさんの話

■みんなの広場 10：30〜12：00

※申込期間1/24（月）〜1/31（月）

12日（水）手作り楽器 ※申込締切1/7（金）

■「おはなしだぁ〜いすき」は、
しばらくの間お休みさせて

19日
（水）
ベビーマッサージ・育児相談・身体測定

いただきます。

26日
（水）
お誕生日会・オニのお面作り ※申込締切1/21
（金）

■ホッとサロン開放日 月〜金曜 8：30〜17：00

■保育施設開放・園庭開放 月〜土曜 10：00〜15：00

※毎週火曜日は身体測定をしています。

※利用を希望される方はお問い合わせください
【 恵大保育園地域子育て支援センター 】☎57-3318
【 嘉麻市地域子育て支援センター 】☎83-5263

現在、新型コロナウイルス感染防止のため、利用人数を制限

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
嘉麻市地域子育て

させていただく場合があります。イベント参加の際は、活動

支援センターの利用・行事等について中止・延期・または制限

日の前日までに予約をお願いします。
また、活動中止の可能

する場合があります。
また、
参加申込が多数の場合は、
嘉麻市

性もありますので、
ご了承ください。

在住の方、
もしくは初めての方を優先とさせていただきます。
あ

■たんぽぽ広場 10：30〜11：30

らかじめご了承ください。

7日（金）
発育測定・シール貼り シールを沢山貼って遊ぼう!

ご利用の際は、事前に電話でのご確認、及びマスクの着用を

11日（火）手作りおもちゃ 作ったおもちゃで遊んでみよう!

お願いいたします。
ご理解・ご協力をお願いいたします。

18日
（火）
1月の製作 親子で楽しく製作をしましょう★

■るんるん教室 10：30〜12：00（6ヶ月〜就学前まで）

21日
（金）鬼のお面作り 鬼のお面を作って鬼をやっつけろ!

13日（木）助産師とママとのリラックスタイム

25日
（火）
バルーンハウス

※申込期間1/4
（火）
〜1/12
（水）
（ママだけの参加もOKです）
20日（木）芳香剤作り

※申込期間1/11（火）〜1/19（水）

27日（木）芳香剤作り ※申込期間1/18（火）〜1/26（水）

バルーンの中でジャンプジャンプジャ〜ンプ!
■施設利用・園庭開放 月〜金曜 10：00〜15：00
■一時預かり 月〜金曜 9：00〜17：00、土曜 9：00〜12：00

R4.1月号.広報嘉麻
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「水とともに人にやさしく」
を
キーワードとし、
ろ過装置を通して
貢献できる企業を目指します。

25

株式会社ショウエイ 九州工場

☎20-5116 〒820-0201 嘉麻市漆生1111番地14
FRP製（※1）ろ過器製造・水処理用ろ過装置・

職員
募集

緑が広がる美しい嘉麻市で

誘 致 企 業 紹 介

一緒に働きませんか？

嘉 麻 市

管工事業・電気工事業・維持修繕工事業など

安全で質の高いろ過装置で誰もが安心してくつろげる場を提供。
「水とともに人にやさしく」
をキーワードに、温泉ろ過装

スを提供するために役立てているそうです。現在は機能

置やプールろ過装置を通して、
環境問題に貢献出来る企業

性・経済性を両立したFRP製循環ろ過機を主力商品とし

を目的として創業された株式会社ショウエイ。創業以来、

て、
あらゆるニーズに応えています。
この商品は特殊加工に

「安全で質の高い製品、質のよいサービスを確実に提供出

よる機能の充実はもちろん、地球環境を考えた省エネ・省

来る企業」
をモットーとして努力を重ね、
お客様のニーズに

力・省資源を実現しています。
また、
水処理装置用ろ過機や

応えることの出来るよう商品開発が行われています。業務

FRP多目的タンクなど、
水処理関連装置も幅広い分野で活

OAシステム・3次元CAD設計・メンテナンスなど、
より新し

躍しています。
これらの浴槽設備や循環ろ過機の使用によ

いコンピューターシステムを導入し、質の高いサービスが

り、温泉浴槽、
プールなどの水関係全てのシステム管理が

提供されています。
さらに、
LAN・WAN・インターネットな

可能となり、
最新機能と設備を備えた都市型空間から温泉

どを利用した総合システムを確立して、各セクションから

施設、
レジャーや保養型多目的リゾートに至るまで、
誰もが

の疑問や意見を積極的に取り入れ、
より良い商品とサービ

安心してくつろげる場が提供されていくことでしょう。

令和4年度

嘉麻市会計年度任用職員募集
給与等

募集
期間

給料（原則は日額又は時給）、時間外勤務手当、
通勤手当
（2km以上）、期末手当

受付時間／8：30〜17：00

（土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日は郵送のみ受付）

勤務時間

4月1日からの勤務を希望される方は、
申込書等を必ず期限まで にご提出ください。
※２月１日以降も受付しておりますが、
受付場所は本庁舎
4階人事秘書課のみになりますので、
ご注意ください。

8：30〜17：00（職種、勤務場所により異なる場合あり）
※原則は、1週間当たり31時間の勤務となります。

休 日

FRP製の型を
作っています。

1月4日（火）〜
令和4年 1月31日
（月）
まで
令和4年

採用までの流れ

土曜・日曜日・国民の祝日・年末年始
（12月29日〜1月3日）

申込書兼履歴書を提出された方の中から、書類選考、面接等
により採用を決定します。
また、
採用後1か月は必ず条件付採用

応募方法
嘉麻市ホームページから「申込書兼履歴書」を取得してい
ただき、必要事項を記入の上、下記受付場所に提出してく
FRP製ろ過タンク用成形型

出 荷 前の 状 態 の 水 処 理 用FRP
製ろ過タンクです。

小型ユニット式ろ過機本体の
ケースです。
この後、配管ポン
プ等の取付組立作業に移ります。

働く人々

勤 務
25年目

課長

※1.FRPとは
「繊維強化プラスチック」
のことで、
軽
量のプラスチックに弾性率が高いガラス繊維など
を混ぜることで強度を高めた複合材料です。

やまさき せいじ

山﨑 精司さん

私はろ過機の製造業務を行っており、現在は主にFRPのタンク製造を担当しています。私た

ださい。なお、資格職となる職種を選択される場合は、免

注意事項

許等の写しを添付してください。※募集を行っていない部

会計年度任用職員の募集は、
令和4年度当初予算の成立を前

署もありますので、応募の際はご注意ください。

提としていますので、
場合によっては、
各課の募集職種について
予告なく変更になることがあります。
提出された書類は、
令和4年度
（令和4年4月1日から令和5年3

受付場所

月31日）
の間有効です。

■嘉麻市役所本庁舎4階 人事秘書課 人事係

なお、
一度提出された申込書兼履歴書は返却しません。

■山田総合支所・碓井総合支所・嘉穂総合支所の
市民地域振興課 地域振興係

●問／人事秘書課 人事係 ☎42-7413

●詳細や上記以外の募集職種は、嘉麻市ホームページをご確認ください。

大量の水を循環させる際、綺麗な水質を保つために使用されています。一つのろ過機を製造

嘉麻市ホームページトップの左下にある
「嘉麻市の取組」
をクリックし、

成した商品を見ると、
とてもやりがいを感じます。

R4.1月号.広報嘉麻

採用されるものではありません。

ちが製造したろ過機は、温泉施設やプールなど水を使用する大きな施設に設置されていて、
するのに、それぞれ担当部署で作業を分担して行っていますが、一つのものを全員で造り、完

27

となります。
※申込書兼履歴書の提出をもって、
必ず面接又は

「人事行政」
から会計年度任用職員の情報をご確認ください。
〈URL〉https://www.city.kama.lg.jp/

嘉麻市

ここをクリック!

検索

R4.1月号.広報嘉麻
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あなたの 意 見 が 嘉 麻市をつくる

あなたの
ご意見お聞かせ
ください !

パブリック
コメント募 集 中 !
第4期嘉麻市障がい者計画（案）

第4次嘉麻市交通安全計画（案）

市では、現在、障がい者に関する施策の総合的かつ

市では、交通安全対策基本法に基づき、交通安全対

計画的な推進を図るため、
「第4期嘉麻市障がい者

策の総合的かつ計画的な推進を図るための
「第4次

計画（案）」
（令和4年度〜令和8年度）を策定してい

嘉麻市交通安全計画」の策定を計画しております。

ます。今回、計画の素案がまとまりましたので、市民

安全で安心して暮らせる交通事故のない市を目指

の皆様のご意見を募集します。

して、近年の交通事故や社会情勢を勘案した計画

■公表資料
ご意見
第4期嘉麻市
障がい者計画（案） お待ちして
います!
●問／社会福祉課
障がい者福祉係
〒820-0292 嘉麻市岩崎1180-1
☎42-7458 FAX 42-7091
メール shogai@city.kama.lg.jp

募集
期間

ご意見を募集します。
■公表資料
第4次嘉麻市交通安全計画（案）

パブリック
コメントに係
る
資料はどなた
●問／防災対策課 消防安全係
でも
閲覧できます
〒820-0292 嘉麻市岩崎1180-1
!
☎42-7418 FAX 42-7098
メール seian@city.kama.lg.jp

募集
期間

※郵送の場合は2月2日の消印有効

1月7日（金）〜2月8日（火）

※郵送の場合は2月8日の消印有効

■意見を提出できる人

■提出方法

市 内 在 住 者 、市 内 在 勤・在 学 者 、市 内で事 業 又は

公表場所に置いてある
「意見提出書」
に住所、
氏名、
電話番号及び意

活動を行う団体等、計画案につき利害関係を有す

見を明記し、
次のいずれかの方法により提出してください。

る者。

①郵便

②ファクシミリ ③電子メール

④各担当課または情報コーナーに設置している
「意見投函箱」
市は、提出された意見を考慮して、必要に応じて計画
修正等を行います。
また、提出された意見に対する個
別の回答は行いませんが、
これに対する市の考え方
を公表します。
このパブリックコメントにより収集した個人情報に
ついては、嘉麻市個人情報保護条例に基づき適切に
取り扱います。
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「空家等対策の推進に関する特別措置法」
に基づき、空
家等に関する総合的な施策及び嘉麻市老朽空家等の
適正管理に関する条例に規定する老朽空家等の対策

応募
締切

令和3年12月21日
（火）
〜
令和4年1月21日(金)
【必着】

を推進していくにあたり、広く市民の皆様の意見を反
映させるため、委員の公募を行います。

任期

令和４年

2 月3日 木 から２年間

応募資格

※次のすべてに該当する方

❶令和4年2月3日現在において、20歳以上の方
❷応募日現在において、市内に居住または通勤し
ている方

公募委員
の人数

２人以内

応募方法
以下の書類を持参、郵送、EメールまたはFAXに
より提出してください。
❶申込書…申込書は、防災対策課及び各総合支
所の地域振興課に備えています。
また、市ホーム
ページにも掲載しています。
❷小論文…志望動機及び参加する上での自己PR
を800字以内にまとめてください。
お問合せ先及び申込書の提出先

選考
市が定める委嘱基準及び公募実施規程に基づき、
男女
比、年齢構成等を勘案し、総合的な選考を行います。
な
お、選考結果は応募者全員に通知します。

防災対策課 消防安全係 ☎42-7418 FAX 42-7098
〒820-0292 嘉麻市岩崎1180-1
メール seian@city.kama.lg.jp

の素案がまとまりましたので、幅広く市民の皆様の

1月4日（火）〜2月2日
（水）

■提出された意見の取扱い

嘉麻市空家等対策協議会委員（第4期）を募集します

※住所、氏名の記載のないものについては、受付できませんので、
ご注意ください。

公 表 場 所

■嘉麻市役所各担当課及び各庁舎の情報コーナー
※市役所開庁日の8時30分〜17時
（土・日・祝日除く）
■嘉麻市ホームページへの掲載
嘉麻市
https://www.city.kama.lg.jp

嘉麻市地域雇用活性化協議会主催

事業者様向けデジタル活用セミナーを開催します!
販路拡大や求人募集が簡単にできるテクニックを楽しみながら学びましょう！
世界がマーケット! デジタルを活用した
新規顧客の増やし方セミナー
❶1月18日
（火） ❷2月15日
（火） ❸3月15日
（火）

どんどん注文が殺到する
Web活用セミナー

嘉麻市地域雇用活性化協議会
（通称：かまらぼ）
とは
当協議会は厚生労働省より
『令和3年度地域雇用活性化
推進事業』
の採択を受け、
令和3年10月に嘉麻市の雇用
促進を目的として結成された団体です。
『嘉麻市』
におけ

❶1月19日
（水） ❷2月16日
（水） ❸3月16日
（水）

る雇用の
『Laboratory
（研究所）
』
という意味を込めて、
私

応募者が集まる! デジタルを
活用した採用力強化セミナー

の情報を発信しつつ、
より良い雇用創出を目指していきま

たちは
『かまらぼ』
と呼んでいます。
魅力あふれる嘉麻市
す！お近くにお越しの際は、
ぜひお立ち寄りください。

❶1月20日
（木） ❷2月17日
（木） ❸3月17日
（木）

■場所……嘉麻市稲築産業会館 研修室
■所在地…嘉麻市鴨生392-1
■時間……18：30〜20：30 ■参加料…無料
■予約……開催日の前日までに右記の申込先まで
電話、
FAX、
またはメールにてお申し込みください。
※発熱や体調不良のある方はご参加できません。
※マスク着用、手指消毒にご協力ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に
よっては、延期・中止する場合がございます。

事業推進
リーダー

金子 和智

事業推進員

中野 明

事業推進員

稲永 栄美

事業推進員

福山 宏一郎

●申込・問／かまらぼ（嘉麻市地域雇用活性化協議会）
☎0948-43-4938 FAX 0948-43-4939
Eメール kama.koyoh@gmail.com

R4.1月号.広報嘉麻
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嘉麻市からのお知らせ

information

嘉穂陸上競技場の高跳び用マットが

新しくなりました︒

嘉穂陸上競技場の高跳び用マットが新しくなりました︒

陸上競技場のご利用をお待ちしております︒

︻場所︼
嘉麻市嘉穂陸上競技場

︻時間︼
９時〜 時

︻休み︼
火曜日

※この高跳び用マットは︑
スポーツ振興くじ助成を受けて

設置されたものです︒

●問／嘉麻市教育委員会 スポーツ推進課

施設管理運営係 ☎62 5
-731

Bのうち２点︶

A ⁝ 運 転 免 許 証 ︑パスポート︑住 民

基本台帳カード
︵顔写真付き︶
︑

在留カード等

B⁝健康保険証︑介護保険証︑年金

手帳︑学生証等

︻夜間窓口︼

日︵木︶碓井総合支所

日︵木︶本庁舎

日︵木︶嘉穂総合支所

1月6日︵木︶山田総合支所

1月

1月

1月

※時間はいずれも 時まで

※正面玄関よりお入りください︒

●問／市民課 市民係

☎42 7
-469

マイナンバーカードの夜間︑
休日交付窓口について

︵事前予約制︶

マイナンバーカードを申請し︑市から交

付通知書が届いている方で︑平日の受け

取り ができない方のために︑夜 間 ︑休 日

22

交 付 を 行いま す ︒事 前にお 電 話 で ご 予

約をお願いします︒

︻休日開庁日︼1月8日︵土︶
・ 日︵土︶

※時間はいずれも9時〜 時

︻場所︼嘉麻市役所本庁舎１階市民課

数ですが裏口玄関よりお入りください︒

※正面玄関は施錠されていますので︑
お手

︻必要なもの︼

◎交付通知書
︵ハガキ︶

◎マイナンバー通知カード

◎住民基本台帳カード
︵お持ちの方のみ︶

◎ 本 人 確 認 書 類︵ Aの う ち １ 点 また は

19

27 20 13

12

21

年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は 、公的年金等の収入やその他

請求手続き

の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支

❶新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

お受け取りの対象になる方には、
日本年金機構から8月下

受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務

旬頃から、
請求可能な旨のお知らせを送付します。
同封の

手続きは、
日本年金機構（年金事務所）
が実施します。

はがき
（年金生活者支援給付金請求書）
に記入し提出して
ください。
令和4年1月4日までに請求手続が完了しますと、

対象となる方

令和3年10月分からさかのぼって受け取ることができます。

■老齢基礎年金を受給している方

❷年金を受給しはじめる方

以下の要件をすべて満たしている必要があります

年金の請求手続きと併せて年金事務所または

♦65歳以上である

市区町村で請求手続きをしてください。

♦世帯員全員が市町村民税が非課税となっている

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や
案内にご注意ください。

♦年金収入額とその他所得額の合計が
約88万円以下である

日本年金機構や厚生労働省から、
電話でお客様の家族構

■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることや、

以下の要件を満たしている必要があります

手数料などの金銭を求めることはありません。

♦前年の所得額が約472万円以下である

年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
●問／給付金専用ダイヤル 0570-05-4092（ナビダイヤル）

年金給付金

飯塚税務署からのお知らせ
【確定申告相談会場の開設時期のお知らせ】
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確定申告には、
ご自宅からパソコン・スマートフォンでご利
用いただけるe-Taxが大変便利です。
感染防止の観点から
も、
是非ご自宅からe-Taxをご利用ください。
確定申告書の
作成は、
国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コー
ナー」
をご利用ください。
税務署へ出向かずに、
スマホ・パソ
コンから確定申告書を送信
（提出）
できます。
■e-Taxでの申請方法

の方はこちらから→

STEP3
申告書を送信

【「令和3年分公的年金等の源泉徴収票」
が送付されます】

画面の案内に従って、金額などを入力
するだけで、
申告書が作成できます。
令和３年分から新機能
（スマホ申告の方）
スマホのカメラ撮影で給与
所得の源泉徴収票を自動入力！
送信方法は2通り

◎マイナンバーカードを使って送信（※1）
◎IDとパスワードで送信（※２）

※1 ①マイナンバーカードと②ICカードリーダライタ又はマイナン
バーカード読取対応のスマートフォンが必要です。 ※2 事前に最
寄の税務署で①ID（利用者識別番号）
と②パスワード
（暗証番号）
を
取得する必要があります。ID・パスワード方式は暫定的な対応です
ので、
お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

【国民年金保険料のご案内を民間委託しています】
日本年金機構では、
国民年金保険料の納め忘れの方に対して、
電話・文書・個別訪問による納付のご案内や免除等の申請手続

令和3年中に厚生年金、
国民年金などの老齢年金を受け取ら

きのご案内を民間業者へ委託しています。

れた人に、
1月中旬から下旬にかけて日本年金機構から
「公的

※平成29年10月以降民間事業者の訪問員による収納業務を

年金等の源泉徴収票」
が送付されます。
これは、
1年間に支払われた年金の総額や源泉徴収された所
得税額などをお知らせするもので、
確定申告の際の添付書類
として必要になりますので大切に保管してください。

STEP1
確定申告
国税庁ＨＰへアクセス または、
スマホをお持ち

STEP2
申告書を作成

国民年金からのお知らせ

廃止していることから、
現金をお預かりすることはありません。
○ご案内させていただく民間事業者
（直方年金事務所）
㈱バックスグループ ☎0800-808-7000
（フリーダイヤル）
ご不明な点がありましたら、直方年金事務所国民年金課

ただし、
障害年金や遺族年金は課税対象となっていないため、

（☎0949-22-0891）までお問い合わせください。

これらを受けている人には源泉徴収票は送付されません。

【出張年金相談は予約制です】

万一、
源泉徴収票を紛失したときや2月になっても届かない場

年金相談を利用する場合は、
事前に直方年金事務所に予約の電

合には再発行しますので、
日本年金機構のねんきんダイヤル、

話をしてください。
その際に基礎年金番号をお知らせください。

または年金事務所までお問い合わせください。

■直方年金事務所出張相談

※お問い合わせの際は、年金証書の基礎年金番号・年金コー
ドをお知らせください。
また、
源泉徴収票の再発行は年金事
務所の窓口でも受け付けています。
窓口へお越しの際には、
次の書類をお持ちください。
◯本人がお越しになる場合・・・基礎年金番号・年金コードが
確認できる年金証書等、運転免許証などの本人確認がで
きる書類
◯本人以外の人がお越しになる場合・
・
・基礎年金番号・年金
コードが確認できる年金証書等、
再交付を希望する人の印
かん、
委任状、
依頼を受けた人の本人確認ができる書類
●問／ねんきんダイヤル ☎0570-05-1165
直方年金事務所

☎0949-22-0891

場 所
日 程
嘉麻市役所本庁会議室 1月13日
（木）
、
2月10日
（木）
田川青少年文化ホール 1月6日
（木）
、
2月3日
（木）
川崎町総合福祉センター 1月27日
（木）
、
2月24日
（木）
飯塚市立岩交流センター

時間
10時
12時
・
13時

1月4日
（火）
、
11日
（火）
、
25日
（火）
2月1日
（火）
、
8日
（火）
、
22日
（火） 16時
〜

●問／飯塚税務署 ☎22-6710
【ご用件に応じて番号を選択してください】
■確定申告に関するお問合わせ
「0」
番をプッシュ
（開設期間：1月14日〜3月15日）
■国税に関する一般的なお問い合わせ
「1」番をプッシュ

■令和3年分確定申告は、
ご自宅からe-Taxで送信！

〜

■令和3年分の申告期限と納期限
◎所得税及び復興特別所得税・贈与税・
・
・3月15日
（火）
◎個人事業者の消費税及び地方消費税・
・
・3月31日
（木）
■確定申告会場
飯塚税務署では、
確定申告会場を2月7日
（月）
から
開設します。
【会場】
飯塚合同庁舎
（2階共用会議室）
【期間】
2月7日
（月）
〜3月31日
（木）
※土・日曜日・祝日は休みとなります。
【受付】
午前9時〜午後4時
■新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお知らせ
とお願い
◎来場の際はマスクを着用していただき、
できる限り
最小人数でお越しください。
◎入場の際、
37.5度以上の発熱が認められる方は、
原
則として入場をお断りさせていただきます。
◎会場の混雑を回避するため、
状況に応じて後日の来
場をお願いする場合があります。
◎混雑状況により早めに申告会場の受付を終了する
場合があります。

【令和3年分の確定申告は電子申告「e-Tax」
で】

※出張年金相談では、
障害年金及び脱退手当金のご相談については
対応できませんのでご了承ください。
※直方年金事務所にてご相談を
ご希望の場合も、
予約をお願いします。
ただし、
当日予約はできません。

●予約受付専用電話

☎0570-05-4890

●問／直方年金事務所 ☎0949-22-0891
音声案内が流れますので、最初に「1」を押し、続けて「2」を
押すとお客様相談室につながります。
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嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
健康増進課 精神保健係
☎21-4875
（係直通）

自衛隊福岡地方協力本部
飯塚地域事務所からのお知らせ

information

令和3年度 自衛官採用試験のご案内

催 し・教 室

①任期制隊員コース
第5回自衛官候補生
②任期制隊員コース

2月のリズム体操教室
※新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止のため、
中止する場合があり
ますので、
あらかじめご了承ください。
内

ストレッチ、有酸素運動、
エアロビ

【火曜コース】
2月8日、22日 14時〜15時

場

稲築体育館

【木曜コース】
時

2月10日、24日 14時〜15時

場

嘉穂総合体育館
市内在住または在勤の方（18歳
未満の方は保護者の同伴が必要）

定

各コース20名程度
1月21日
（金）
まで

持

運動ができる服装、

死 者 数
（人）

0 （−1） 女 性 19,304 （−29）

令和3年11月末現在
（ ）
内は前年比

令和3年11月末現在
（ ）
内は前月比

市販の保温チューブや布切れなど

②お問い合わせください

を希望する者の資格の取得及び生

で防寒する。

①1月30日
（日）
または31日
（月）
【会場】

徴税係からのお知らせ
▼今月の納税のお知らせ

とし、介護保険制度や援助方法等に

どをつめて、すきま風が入らない

保険税（第8期）」
の納期月です。

ようにする。

1月31日
（月）までに忘れないように

令和3年分嘉麻市申告受付は新型コ

納税してください。

ロナウイルス感染症対策として、
専用

ついて学びます。
【生活管理指導員とは・
・
・】

■水道管の凍結により、水が出ない

今月は
「市県民税（第4期）
・国民健康

生活環境等の社会的要因により何

ときは、
タオルを巻いて、
その上か

▼夜間納税相談窓口

ダイヤルによる事前予約制となります。

地域事務所説明会のご案内

らかの支援が必要な高齢者に対し、

らぬるま湯をかける。
（熱湯だと破

昼間、仕事などで納税できない人や

詳細は「嘉麻市所得税・住民税申告

簡単な調理支援や掃除支援等を行

裂するおそれがあります。）

納税相談に来ることができない人の

受付について」
に記載しています。

います。介護保険サービスの業務で

ため、毎月第３木曜日に
「夜間納税相

■予約受付期間および受付時間／

○月〜金曜 8時半〜17時半 ※1月6日〜

はなく、市独自で実施している支援

談窓口」
を開設しています。

○日曜・祝日 10時〜15時 ※1月9日〜

業務となります。

市税・国民健康保険税が納税できる

時【1日目】
2月2日
（水）9時〜12時

ほか、納税相談を受け付けています

自衛隊就職説明会

【会場】飯塚地域事務所

家族、
支援者向け
アルコール依存症研修会

○水道管が破裂したら…

ので、
お気軽にご利用ください。

※全日程の受講が条件になります。

応急処置として、まず水道メーター

時

嘉麻市役所本庁舎5階 5A会議室

の横にある止水栓を閉めて
（右閉め）

場

【2日目】2月9日
（水）9時〜12時
場

（岩崎1180-1）
対

嘉麻市の指定給水装置工事事業者

生活管理指導員として就労してい

へ連絡してください。

●申込・問／スポーツ推進課

アルコール依存症などのアルコール

る者または、生活管理指導員とし

※修繕費用は個人負担となります。

健康障がいは、
誰でも罹患し、
また回

て就労を希望する者

●問／水道局 業務係 ☎42-7063

復する可能性のある病気であり、
早期

※研修会の参加対象に資格の有

■申告受付会場および開催期間／

●問／税務課 徴税係 ☎42-7423

水道局からのお知らせ

10名程度
（予定）

料

無料

なかまハーモニーホールにて、
『遠賀

▼漏水調査

絵・コーヒー染め・ドリッピングTシャ

ション方法を学ぶ事を目的に研修会

▼申込方法

川流域リーダーサミットin中間』を

■調査期間／令和4年２月頃まで

ツなど、小学部1年生〜中学部3年生

を開催しますので、
ご参加を希望され

受講申込書に記入のうえ、1月21日

開催いたします。今回は、新型コロナ

■調査地区 ／市内給水区域全域

までの児童生徒128名の作品を展示。

る方は事前にご連絡ください。
日程・

（金）
までに持参又はFAXにて提出し

自分の持てる力を発揮し、
興味や意
欲をもってよりよく生きる力を養う。
■学習活動の成果を地域に発表する
生徒に対する理解・啓発を図る。
1月19日
（水）〜1月24日
（月）
9時〜21時
（※最終日は15時まで）
場

イオン穂波店 1階 ふれあい広場

（飯塚市枝国長浦666番地48）
●問／福岡県立嘉穂特別支援学校
☎42-1511

(FAX)42-4508

担当：緒方
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協力ください。

はありません。

地前を調査することがありますの

※FAXにて提出された場合はその旨

でご協力ください。

※予約制となっておりますので､
必ず事前にお電話して下さい。
※新型コロナウイルス感染症の影響
により中止となる場合があります。
●申込・問／

2月27日
（日）

することがあります。また夜間、宅

配信します。詳細については遠賀川

します。

○嘉麻市役所本庁舎1階

を除く）
・祝日と、3月1日の受付

をオンライン（YouTube）でライブ

無料

2月24日
（木）〜2月28日
（月）

※土曜・日曜（27日の本庁舎受付

問合せ先までご連絡ください。

※相談内容については、秘密を厳守

○碓井文化ホール

※漏水の確認等で宅地内を調査

飯塚総合庁舎2階 大会議室

支援に携わる方

2月17日
（木）〜2月22日
（火）

■調査業者／フジ地中情報株式会社

会から閉会までの全てのプログラム

料

2月14日
（月）〜2月16日
（水）

ウイルス感染症拡大防止の観点か

※受講申込書が必要な方は、申込・

アルコール依存症者の家族、

○嘉穂総合支所会議室

ら、一般参加者の募集は行わず、開

2月16日
（水）14時〜15時半

対

2月14日
（月）〜3月15日
（火）

てください。

場

ことにより、
本校の教育理念や児童
時

漏水調査及び量水器取り替えにご

時

（飯塚市新立岩8-1）

○稲築公民館講堂

○山田総合支所会議室

ます。今回は、家族や支援者がアル

お問い合わせは下記のとおりです。

■申告受付期間／

嘉麻市役所本庁舎（稲築）
税務課窓口

コール依存症を理解し、
コミュニケー

無は問いません。

8時40分〜12時、
13時〜17時まで
【予約専用ダイヤル】☎42-7473
2月14日
（月）〜3月15日
（火）

定

に対応することが重要といわれてい

1月11日
（火）〜 3月14日
（月）

1月20日
（木）17時〜19時

第８回 遠賀川流域
リーダーサミットin中間 開催

■制作や展示等の体験活動を通して、

嘉麻市所得税・住民税申告受付は
事前予約制に変わります

■メーターボックス内にも保温材な

☎62-5730

【目的】

お 知らせ

活管理指導員の資質の向上を目的

飯塚地域事務所 ☎22-4847

水彩画・ステンドグラス・紙粘土・貼り

nformation

①②陸上自衛隊 小倉駐屯地

無料

第25回 福岡県立
嘉穂特別支援学校 アート展

嘉麻のくらし

嘉麻市生活管理指導員派遣事業の

るよう、生活管理指導員として就労

【試験日程】

お役立ち情報発信!

傷 者 数
（人） 117（−17） 世 帯 18,270 （−25）

①〜1月12日
（水）

室内シューズ、
タオル、飲み物

33

82（−24） 男 性 16,982 （−15）

■屋外に露出している水道管には、

●問／自衛隊福岡地方協力本部
料

発生件数
（件）

供及び在宅生活の環境づくりができ

【受付期間】

※応募多数の場合は抽選
期

人 口 36,286 （−44）

めに防寒の準備をお願いします。

【時間】

※以下、各コース共通事項

令和３年度
嘉麻市生活管理指導員研修会

人の動き

実施に当たり、適切なサービスの提

②お問い合わせください

時

対

第6回自衛官候補生

試 験・学 習

交通事故の動き
横断歩道マナーアップ運動実施中！
詳しくは福岡県警察ホームページへ

を電話にてご連絡ください。
※窓口の受付時間は、
平日の8時半〜17時です。
※本研修を修了することにより、
生活

河川事務所HPにてご確認ください。
【開催日時】
2月6日
（日）13時〜17時
【聴講方法】

▼検定期間満了の量水器取り替え
■取替地区 ／市内給水区域全域

2月22日
（火）
および3月3日
（木）

※メーター箱のそばに犬をつないだ

9時〜19時まで

り、
物が置いてありますと取り替え

行うことができます。

またはQRコードからご覧ください。

ができないことがありますので、

（本庁舎2階）
☎42-7432 （FAX）42-7093

●問／遠賀川河川事務所 調査課
☎0949-22-1830

※1時間区切りの予約枠となります
■夜間受付日
（稲築公民館講堂のみ）
／

開始時間が迫りましたら、下記URL

高齢者介護課 高齢者支援係

【通常受付・日曜日受付】9時〜16時

■取替期間／令和4年3月頃まで

管理指導員として生活援助業務を
●問・申込／

■申告受付時間／

ご協力ください。
【水道管の凍結にご注意ください】

https://youtu.be/

急 激な冷え込みにより、水 道 管が

ZXjTHq0onkA

凍ったり、破裂したりしますので、早

※必要書類等の詳細については、
広報
嘉麻2月号でお知らせいたします。
※税務署やインターネットで確定申告
を済ませる方は、
嘉麻市で申告する
必要はありません。
●問／税務課 市民税係 ☎42-7421
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るために設置する委員会です。本委

◎来所面談、
電話どちらでも可

※申請には、車検証及び免許証の

員会では、学識経験者の他に市民委

◎秘密厳守、
予約優先
（なしでも可）

◎相談無料 ◎匿名可 ◎秘密厳守

員を公募します。

◎相談内容により弁護士相談も連携

※本相談事業は
（公財）
人権教育啓発

写しが必要です。

information

■費用／月額1,000円
※契約時に年間分12,000円を納
付していただきます。
■貸付期間／

■募集人員／2名
※男性1名・女性1名の予定です。
■任期／委嘱した日から2年間
委員会は、平日の昼間の開催とな

令和5年3月31日
（金）

ります。
（年間5回程度）

■利用台数／37台（予定）
2月1日
（火）〜2月14日
（月）
9時〜17時
※土曜・日曜、祝日は除く
※申請様式は嘉麻市HPからダウ
ンロード可能です。
■留意事項／

■応募資格／
①応募日現在において本市に在
住し、
または在勤している方
②令和4年4月1日現在において、
20歳以上となる方
③指定管理者及び指定管理者候

嘉麻市ホームページ
詳細はコチラから
ご確認ください

令和３年度 第5回県営住宅
入居者募集（ポイント方式）

募集
北九州視覚特別支援学校
令和4年度入学者募集
1月28日
（金）〜2月4日
（金）
▼入学検査

時

●問／☎43-3511 ※要事前予約

【心配ごと相談（嘉麻市社会福祉協

化等により、
生活困窮者を取り巻く状

議会）】
時

1月12日
（水）、1月26日
（水）

2月17日、24日、3月3日、10日
19時〜20時半

※1コース全4回
（基本的に全日程参加できる方）
※無料託児あり

士協議会は、
生活保護に関する全国

場

稲築地区公民館

対

市内在住または在勤の女性

※時間はいずれも13時〜15時

定

20名程度

④嘉麻市附属機関等の委員の委嘱
基準に関する規程に適合する方
■応募方法／

【幼稚部】
平成28年4月2日から

一斉の無料相談会を今年も開催しま

平成31年4月1日生まれの幼児

す。
全国どこからでも相談が可能です。

【高等部専攻科理療科】

秘密は厳守しますので、
生活保護に関

令和4年1月11日
（火）
から3月4日

特別支援学校高等部、高等学校、中

することでお悩みの方は、
一人で悩ま

（金）
までに、
所定の応募申込書に必

等教育学校を卒業した人か令和４年

ず、
あきらめる前にご相談ください。

要事項を記入の上、
持参または郵

３月に卒業見込みの人または、学校

送にて管財課 管財係
（〒820-0292

教育法施行規則でそれと同等以上

時

1月30日
（日）10時〜16時

嘉麻市岩崎1180番地1）へご提出

の学力があると認められた人。

料

無料

ください。郵送の場合でも、令和4
年3月4日
（金）必着です。

▼志願資格
【幼稚部・高等部】

■選考方法／
※委員決定後、応募者全員に結果

な程度の人で、原則として保護者と

☎42-7419

理課、公社管理事務所（福岡・北九

桂川駅嘉麻市民駐車場
利用者の募集について

州・筑後・筑豊）、公社管理事務所出

桂川駅嘉麻市民駐車場の令和4年度

張所
（行橋・大牟田・直方・田川）
、
県県

利用者の募集をいたします。
なお、
申

営住宅課、各地区県民情報コーナー

込者多数の場合は抽選となります。
（2月末予定）
※現在ご利用いただいている方も新
たに申請が必要です。
■対象／

【相談例】
◎コロナで仕事が減ってしまって生活
ができない
◎自動車をもっているけど、
生活保護
は受けられるのか など
☎092-324-0162
（担当：村上）

2月18日
（金）〜3月7日
（月）

を郵送でお知らせいたします。

0120-052-088

●問／福岡県青年司法書士協議会

による認識が不可能又は著しく困難

●問／管財課 管財係

【相談専用電話】

よっても通常の文字、図形等の視覚

応募申込書に基づく書類審査

解雇・雇止め集中相談会
を開催します

ともに本県に在住している人。
※医師の診断書（本校指定様式）
が必要です。

解雇、
雇止め、
その他労働問題に関す

18時45分〜20時45分迄

●問／☎43-3511
【行政相談（嘉麻市行政相談委員）】

※応募多数の場合は抽選
期

1月13日
（木）〜2月3日
（木）
まで

時

1月6日
（木）

料

無料

場

市役所本庁舎4階 4C会議室

持

運動ができる服装、

時

2月3日
（木）

室内シューズ、飲み物、
ヨガマット

場

嘉穂総合支所

※ヨガマットがない場合は、バス
タオルをお持ちください。

※時間はいずれも13時〜15時
●問／☎42-7415
【嘉麻市こころの電話相談】

●申込・問／スポーツ推進課
（碓井庁舎内） ☎62-5730

人にはなかなか話せないこと、
自分の

相談

こころにため込んでいませんか? 誰か
に聞いてもらうことで少し気持ちが楽
になることもあります。
相談は無料で、

定例の無料相談

匿名です。
お気軽にご相談ください。
時

毎週水曜日
（祝日除く）
17時半〜20時半

※新型コロナウイルス感染症の影響

●問／☎53-1128

により、
中止となる場合がございま
す。
事前にお問い合わせください。

まず、
ご相談ください。労働問題で、

アイヌの方々からの様々な
ご相談をお受けいたします

福岡県立北九州視覚特別支援学校

疑問や心配事を抱えている事業主か

公益財団法人 人権教育啓発推進セン

◇市民相談
（市役所 総務課）

☎093-651-5419

らの相談もお受けします。

ターでは、
アイヌの方々の悩みをお受

時

8時半〜17時（平日のみ）

2月15日
（火）
、
16日
（水）

けするフリーダイヤルを開設しており

場

総務課 市民相談係

両日とも9時〜20時

ます。
日常生活でお困りのこと、
嫌がら

●問／☎42-7415

※詳しくはお問い合わせください。

るご相談をお受けします。一人で悩

●問／

指定管理者審査委員会
委員の募集

時

公の施設指定管理者審査委員会委

場

員を募集します。

（受付は19時30分迄）
福岡県筑豊労働者支援事務所

（飯塚市新立岩８番1号 福岡県飯

本委員会は、市における公の施設の

塚総合庁舎 別館２階）

☎092-781-8029

嘉麻市民で、JR桂川駅を利用して

指定管理者候補者の選定及び指定

対

労働者、
事業主

(FAX)092-722-1181

通勤・通学し、同駐車場管理要綱

後の施設管理状況等を調査・審議す

料

無料
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※時間はいずれも13時〜16時

お気軽にお申し込みください。
【講師】井出 由紀 氏

嘉穂総合体育館 サブアリーナ

▼募集案内書配布期間

県営住宅管理部 管理課

稲築地区公民館

活困窮者を救うため、
全国青年司法書

のもののうち、拡 大 鏡 等の使用に

●問／県住宅供給公社

1月6日
（木）、2月3日
（木）

場

ヨガでリラックスしませんか？

場

ムページからダウンロードできます。

市
（区）
役所及び町村役場 ほか

時

2月2日
（水）

団地、募集戸数等詳細については募

（北九州・筑後・筑豊・京築）
、
県内の各

【法律相談
（嘉麻市社会福祉協議会）
】

子育てや仕事でのストレスで乱れた
身体や自律神経のバランスを整え

山田ふれあいハウス

たは視力以外の視機能障害が高度

県住宅供給公社県営住宅管理部管

現在、
コロナ禍における経済情勢の悪

市役所本庁舎4階 4C会議室

●問／☎42-7415

ますので、
あらかじめご了承ください。

場

係に設置しているほか、
嘉麻市ホー

▼募集案内書配布場所

生活保護相談会開催

1月25日
（火）13時〜16時

場

時

県内に所在する県営住宅（募集対象

（申し込み手数料は不要）

（HP）
http://www.jinken.or.jp/

時

大防止のため、
中止する場合があり

ています。
そんな中、
１人でも多くの生

▼対象

両眼の視力が概ね0.3未満の人、ま

2月25日
（金）〜3月7日
（月）

2-10-12 ＫＤＸ芝大門ビル４階）

行政書士会筑豊支部）】

【高等部】3月7日
（月）

応募申込書は、
本庁舎管財課 管財

▼申込受付期間

推進センター
（〒105-0012 東京都港区芝大門

▼募集期間

▼募集住宅

集案内書をご覧ください。）

●問／公益財団法人 人権教育啓発

※新型コロナウイルス感染症の感染拡

●問／☎42-7415 ※要事前予約

害関係を有することが判明した
わることはできません。）

☎42-7419

☎22-1149

談充実事業により実施するものです。

【行政書士による無料相談（福岡県

況はますます深刻さの度合いを増し

状況によっては、市職員にて抽選
程、宜しくお願いいたします。

●問／福岡県筑豊労働者支援事務所

リフレッシュヨガ教室

【幼稚部】2月18日
（金）

場合は、その施設の審査等に加

●申込・問／管財課 管財係

推進センターが、
厚生労働省生活相

市役所本庁舎4階 4C会議室

場

補者と利害関係がないこと
（利

新型コロナウイルス感染症の感染
を行う場合があります。ご理解の

【時間】9時〜17時

して行います。

（令和4年4月1日から2年間）

令和4年4月1日
（金）〜

■申込期間／
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※時間はいずれも13時〜16時

の条件を満たしている方

せ、
差別など何でもご相談ください。
【相談専用電話】
アイヌの方々のため

感染症対策のため、
マスクの着用・
手指消毒にご協力をお願いします。

※各支所地域振興係では、無料法律
相談取次ぎ等も行っています。

の専用フリーダイヤル

◇その他相談窓口※
（）
内は主催機関

0120-771-208

【弁護士による無料法律相談（福岡

【受付】月曜〜金曜
※祝日、12/29〜1/3を除く

県弁護士会）】
時

1月13日
（木）、1月27日
（木）
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