令 和4 年 度

商品開発改善事業補助金

２次募集
（追加募集）のお知らせ

改良について、
補助金制度を設け、
令和4年
6月17日まで募集していましたが、
このたび、
追加募集を実施することといたしました。

補助金
の額

対象者 ※❶❷どちらにも該当すること
❶市内に本社
（本店）
、
支社
（支店）
、
営業所及び工場等
を有する法人もしくはその他団体または個人事業者
❷市内において各種法令等を遵守した生産、製造、
加工またはサービスの提供を行っていること

補助の対象となる商品
❶嘉麻市ふるさと納税返礼品に登録されているも
の、
または登録される見込みがあるもの
❷市内において製造もしくは加工されているもの、
または提供されるサービスであって本市の魅力を
発信する効果が高いと市長が認めるもの

補助の対象となる経費
❶対象商品の商品開発などに要する経費
❷対象商品のパッケージおよびラベルなどの作製に
要する経費
❸商品開発などを行った対象商品の販売促進に係
る広告および宣伝に要する経費

補助対象経費の
３分の２以内とし

20万円

■嘉麻市商品開発改善事業補助金交付申請書（様
式第1号）
■事業計画書（様式第2号）
■収支予算書（様式第3号）
■誓約書（様式第4号）
■納付状況等調査同意書（様式第5号）
■法人の場合は法人登記事項証明書（全部事項証
明書）、団体の場合はその代表者の住民票、団体
の規約及び構成員名簿、個人事業者の場合は住
民票及び開業届出書
■事前アンケート
■対象商品をイメージできる画像・イラストなど
■その他市長が必要と認める書類
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かまらぼ（嘉麻市地域雇用活性化協議会）

セミナー開催のお知らせ

嘉 麻 市 内 事 業 者・従 業 者
もしくは嘉 麻 市で創 業 希 望の方

参加方法

嘉麻市地域雇用活性化協議会

て
ぜひ参加し
？
みませんか

来 場 、もしくはオンライン

会場

稲築産業会館 研修室
（嘉麻市鴨生392-1）

定員

20名（第1回、第2回を受講された方優先）

申込

せ先まで、企業名・参加者のお名前・電話番号・ご住所・

開催日の前日までに「申込QR」から、または下記お問合

申請方法
必要な書類を以下の送付先へ郵送または本庁舎
産業振興課 商工係の窓口へ直接ご提出ください。
※窓口の受付は土日祝日を除く、8：30〜17：00
※郵送の場合は当日消印有効
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送
による申請にご協力ください。
【送付先】
〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1
嘉麻市役所 産業振興課 商工係

メールアドレス・希望のセミナー名をお伝えください。

第3回

（全3回）

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

DXを活用し、少ない人数でどのように売上を向上させるか、また、受注から納品までの効率化をどの
ように進めるのか等を具体的な施策を中心に紹介します。
注意点
❶追加募集のため、交付件数は若干名となり、補助

日時

金の額が減額される場合もあります。
❷申請締め切り後、審査があり、交付の可否が決定
されます。

9月13日（火）
18：00〜20：00

ゲストスピーカー
大里酒造
（株）営業担当 大里 岳 氏

講師

うきはの宝（株）
代表取締役

大熊 充 氏

申込QR

❸原則、補助金の交付は、補助事業完了後、実績報
告書が提出された後になります。
❹補助事業の内容などが変更になった場合は、届出
が必要です
（様式第7号）
❺令和4年度中に事業を完了する必要があります。

申請に必要な書類

参加料
無料!

対象

上限

嘉麻市の魅力を発信する商品の開発及び

厚生労働省地域雇用活性化推進事業

❻申請者は、収支に関する帳簿を備え、領収書など
関係書類を整備し、
これらの帳簿及び書類を5年

第3回

（全3回）

DXを活用した自社PRポイントや商品の魅力的な伝え方を具体的な事例を中心に学んでいきます。

間保管しなければなりません。
❼必要に応じ、補助対象事業の実施状況およびその
結果の公表をしていただきます。
❽今回の2次募集で申請期間に申請がない場合、3
次募集は、先着順とさせていただきます。

申請期間

9月1日 木

〜 9月16日 金 まで

●問／産業振興課 商工係

☎42-7450

ドンドン注文が殺到する、
Web活用PRセミナー

日時

9月14日（水）
18：00〜20：00

ファシリテーター
（株）
GAROO 相談役 平山 生琉 氏

講師

（株）PLANA
代表取締役

三好 正洋氏

申込QR

●お問合せ／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
※発熱や体調不良のある方は会場での参加はご遠慮ください。 ※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拡大の状況によっては、
オンラインのみの開催もしくは、
延期・中止に変更する場合があります。
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嘉 麻 市

誘 致 企 業 紹 介

9月20日は
「バスの日」
です!

皆さまの生活を支える路線バスは民間、市町村に関わら

ず、
もともと多くが赤字で運営されており、
更に、新型コロ

塩ビ管加工・
水処理関連製品の製造

ナウイルス感染症の影響により利用者が減少し危機的な
状況にあります。今皆さまが通勤・通学などでご利用いた

だいているバスの存続に影響が生じる可能性もあります。
バスは今後の超高齢化社会では地域の皆さまの生活に欠

かせないインフラの一つです。皆さまにバスをご利用して

29

いただくことが、
バス路線の存続につながり、地域への貢

株式会社宮田工業所 福岡工場

☎20-5455 〒820-0201 嘉麻市漆生1111-42

献にもつながります。
是非、
公共交通をご利用ください。

デマンド運行型バスの
アンケート結果を公表します

浄化槽部品、水処理関連商品の製造・販売。
硬質塩化ビニールの加工・販売。

デマンドバスの利便性
わからない
6％
（11件）

未回答
6％
（10件）

嘉麻市デマンド運行型バスの利用登録をいただいている方に向けたア
ンケートを実施しました。利用者の皆さまの意見をもとに、嘉麻市バス

地球に優しい環境を目指しながら
「モノづくり」
への情熱を注ぐ
アを誇ります。

株式会社宮田工業所は昭和43年に設立された愛知県

（デマンド運行型バス）
の維持・改善に努めてまいりますので今後ともよ

しかし、常に前を向きつつも現状に満足せず、新しい

の製造会社です。平成18年に会社の規模拡大と人員増

取り組みにチャレンジするのが宮田工業所。
「 現状の設

加の為、福岡市吉塚にある福岡工場と営業所を嘉麻市

備で作ることができるものはないか」
と考えた時に目を

に移しました。

向けたのが“水耕栽培用トレイ、パネル、養液タンク”。水

認することを目的としています。
■調査対象者：デマンド運行型バス利用登録者1,074人（12月16日現在）
■調査期間：令和4年1月19日〜2月8日 ■回答者：573人 ■回答率：53.4％

を循環させるという仕組みは変わらず、その形状を変化

「浄化槽関連部品」を製造し、水処理で重要な役割を果

させることで新しい製品を生み出しました。
「売上の8割

たす浄化槽関連部品の開発・製造を通じて、すべての生

は浄化槽に関連する製品ですが、
それに甘んじていては

物に優しい環境の保全に貢献しています。
自社の設計と

いけないと思っています。今後もお客様のニーズに合わ

70

試作能力を活かした新たな部品の提案を行う一方で、品

せて、
たくさんの製品を開発し続けたいです」
と意気込み

60

質保証された製品の安定的な供給により、浄化槽メー

を話す取締役の宮田さん。その熱意によってこれからも
たくさんの製品が生み出されることでしょう。

援力・サービス等により、現在では50％以上の市場シェ

午前中の利用が6割程度を占めています。
午後は時間が経過するごとに利用者数が
低下する傾向にあります。

利用
時間帯

浄化槽メーカーのテクニカルパートナーとして、主に

90

80人

80
62人

46人

50
40

31人

30

事業
承継者

みやた

ともや

宮田 友哉さん

くりを目指して社会に貢献し、水の大切さをこれからの子ども達にも承継していけるよう努
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30

24人

10:00
-11:30

11:30 13:30
-13:30 -14:30

14:30
-15:30

15:30
-16:30

16:30
-17:30

1人
17:30

通院や買物での利用が多い状況です。特に
重たい荷物のある買物の帰りの利用におい
ては、自宅近くまで乗車できるデマンドバス
が非常に便利との感想もいただいています。

113人

100

24人
7人

6人

0
（人） ほぼ毎日

週3・4回

週1・2回

月に数回

年に数回

未回答

今後のデマンドバス利用の意向については、

今後の 「ある」
「きっかけがあれば」
をあわせて約83％
利用見込 の方が利用の見込があると回答しており、将
来的に利用の増加が見込まれています。

未回答

17人

わからない

80

41人

きっかけが
あれば

60

25人

20
0
（人）

10

15人

93人

40

今年で入社6年目になり、取締役として多岐に渡る業務に携わることで、様々な経験をさせ

21

24人

7人

0
8:30
（人）
-10:00

ていただいています。水は私たちにとって大切な財産です。これからも地球に優しい環境づ
力し続けたいと思います。

40

20

120

事業承継

50人

50

10

組立工程
自社のエアーバルブ
塩ビ管と継手を接着して配管製品 自社製品を配管に組み込むことで付
を生産します
加価値のある製品が出来上がります

64人

60

利用
目的

塩ビ溶接
塩ビ管や塩ビプレートを溶接して
様々な形状の製品を生産します

月に数回又は週に1・2回程度の利用が約
70％を占めています。なお、令和3年度の利
用実績においては、年間300回以上乗車した
利用者もいます。

利用
頻度
70

20

ひとつずつ
丁寧に仕上げて
いきます。

パイプ切断
量産する組立品のために機械を
使ってパイプを切断します

便利
69％
（114件）

【調査目的】デマンド運行型バス
（以下「デマンドバス」
と表記する）につ
いて、利用者の満足度及び意見・要望の把握や、今後の利用見通しを確

名古屋市に本社を構える塩ビ管加工・水処理関連製品

カーからの信頼に応え続け、
その開発支援および製造支

不便
19％
（31件）

ろしくお願いいたします。

通院

買い物

4人

3人

通学

通勤

ない

120人
13人

216人

ある
その他

（人）0

50

100

150

200

250

今年度、
嘉麻市地域公共交通計画を策定するにあたり、
公共交通に関するアンケート調査を実施する予定です。
お手元にアンケートが届いた際にはお手数をおかけしますがご協力の程よろしくお願いいたします。
●問／地域活性推進課 ☎42-7404

R4.9月号.広報嘉麻
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図 書 館からのお知らせ

●問／嘉穂図書館
☎57-3610

長崎へ
6年生が
ました。
行に行き
修学旅
ワークし
ィールド
を
市内をフ
んの説明 !
ガイドさ
た
し
ま
い
いて
熱心に聞

嘉麻市

教育通信

図書館定例イベント

おすすめの本
■一般図書
「いつか旅してみたい 花と雑貨でめぐるヨーロッパ」
パイインターナショナル／編著（パイインターナショナル）
八重桜のトンネルが見られるドイツの都市、
ラベンダー1色になるスペイン
の村。花々で彩られた美しいヨーロッパの街並みや、地域の手仕事の雑貨
が鮮やかな写真で紹介されています。

■おはなし会（児童向け）

私たちの

【山田】9月 ３日（土）14：00〜

速くて音の静かな日本の新幹線は、
カワセミのクチバシの形をマネしてつく
られたことを知っていますか？ 人間が快適に暮らすヒントになりそうな、
様々な生きものたちの生態が、かわいいイラストで描かれています。

ぜひ読んで
みてください♪

学校をご紹介!

【碓井】9月10日（土）11：00〜
【稲築】9月17日（土）13：30〜
【嘉穂】9月2４日
（土）13：30〜

今月の学校紹介

■おはなし会（乳幼児向け）

■児童図書
「生きものがたり ぼくら、
ものづくりとデザインの天才だ！」
クリスティアン・ドリオン／文 ゴーシャ・ヘルバ／絵 木下 千尋／訳
（教育画劇）

大好きな

【稲築】9月 ７日（水）10：40〜
【山田】9月11日（日）11：00〜
【嘉穂】9月16日（金）10：30〜
【碓井】9月25日（日）11：00〜

碓井小学校

の水田で
学校横
を
方の指導
地域の
を
え
ら田植
受けなが
。
た
行いまし

《確かな学力、
自主・自律・共生の精神を身につけた
児童の育成》を教育目標に掲げ、確かな学力と主体

※ 新 型 コ ロ ナウイルス 感 染 症 の 影
響により、イベントの定員数の制 限
や 行 事 の 中 止 等 、変 更 に な る 可 能
性があります。詳しくは嘉 穂 図 書 館
までお問い合わせ
ください。

性を育む教育に取り組んでいます。現在は学校全体
で、
クラス全体やグループ、ペアなど、様々なシチュ
エーションでお互いの意見や感想を伝え合うことで
「わかった」
「できた」
という実感を生む対話を大切に
した
「学び合い」
の授業に力を入れています。言葉だ
けでなく、具体物や図などを使った伝え合いも取り
入れることで、
表現の幅を広げたり、
よさを認め合っ
たりする姿勢を養っています。
また、
「優しい笑顔の碓

碓井中学校の
先
生による
電子
黒
板
や
タ
ブ
レットを
使った授業の様
子

ようこそ 、オ ダ ビ へ 。

織田廣喜美術館

じて目指す挨拶のレベルを決め、
より多くの笑顔が
溢れる学校になるように活動に取り組んでいます。

うちの学校のココが 好き!

春の遠足で琴
平公園へ︒
6年生が1年
生のお世話
をしています︒

嘉麻市立

井っ子」
というスローガンを掲げた本年度は“自分か
2年ぶりの水泳
の授業。 ら挨拶ができる”、
楽しそうにプー
“笑顔で挨拶ができる”というよう
ルを泳いでい
ます!
に、
全部で5つの挨拶のレベルを設定し、
各学年に応

務教育学校。
建設中の碓井義
す♪
完成が楽しみで

ノンタン 絵本の世界展開催中！ グッズ販売もあります
「刊行45周年記念 ノンタン絵本の世界展」では、
ノンタンのかわいい

元気がよくて思いやりがあり、学
年をこえて仲の良い学校です。
いつ
も自然と挨拶をしたり、
遊んだりして
いますが、
もっと仲が深まるように児
童会として企画をしていきたいです。

グッズも販売中です。ぬいぐるみやポストカードをはじめ、食器なども

さん
奥 しずく

うちの学校の

みんな
大好き!

フレッシュ先生

4 月に 碓 井 小 学 校に 赴 任し

てきました︒子どもたちと関わ

り︑安心して生活が送れるよう

諭としてのやりがいの１つだと

に サポ ートする こと が 養 護 教

感じています︒子どもたちが落

思っているときに︑話をしてみ

ち 込 ん でい る と き や 不 安 に

る 保 健 室にな る よ うに 心 が け

よ うと 思 えるよ うな 心 が 休 ま

て い ま す ︒些 細 な 変 化 を つ か
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9：30〜17：30（入館は17：00まで）

な悩みも一緒に解決していける
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FAX：0948-62-5171

み︑なかなか人に話せないよう

9月の休館日

TEL：0948-62-5173

よ う な 信 頼 を 築 い てい き た い

〒820-0502 嘉麻市上臼井767

どもたちの顔と名前を覚え︑ど

ています。

で す ︒そのた めに も ま ず は ︑子

※市立図書館では、前売券を会期中も販売し

ん ど ん コ ミュニ ケ ー ション を

中学生以下：無料

とっていきたいです︒

■観覧料／一般：1000円

養護教諭

間／〜9月19日(月・祝)

展覧会の
最新情報はこちら

いわした

■期

岩下 ひより 先生

刊行45周年記念 ノンタン絵本の世界展

よろし
く
お願い
します
♪

多数ご用意しています。展覧会の記念に、
お土産にいかがでしょうか？

長)

児童会

6年生(

５日
（月）、12日
（月）、20日
（火）、26日
（月）
R4.9月号.広報嘉麻
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高齢者に関するお知らせ

シニアのためのしごと・ボランティア相談セミナー

高齢者に関する
お知らせ

これから再就職やボランティア活動を通して社会参加しよ
うと考えているシニアのために、様々な働き方やボランティ
ア活動の紹介を行う支援機関に直接相談できるセミナーを
開催します。
どの社会参加の意欲のある方

施策の充実を目的に1994年（平成6年）
に制定されました。
そこで、9月を
『世界アルツハイマー月間』
として、世界各

■日時／9月28日
（水）

国で様々な取り組みがおこなわれています。

❷13：30〜15：30

9月の嘉麻市温浴施設のイベント

■場所／稲築地区公民館 講堂（嘉麻市岩崎1141）
■参加費／無料 ■定員／各回30名（要事前申込）

※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

■主催／福岡県、福岡県生涯現役チャレンジセンター

イベントを中止することがあります。

■共催／嘉麻市

■ふるさと交流館 なつきの湯（鴨生24番地10）

■参加支援機関／
福岡県高齢者能力活用センター・嘉麻・桂川広域シルバー
人材センター・嘉麻市社会福祉協議会・福岡県福祉人材
センター・福岡県生涯現役チャレンジセンター

敬老の日お客様感謝デー（お客様全員入浴無料の日）
9月19日
（月・祝）※終日開催
開館時間 10：00〜24：00／入浴時間 10：30〜23：30
●問／ふるさと交流館 なつきの湯 ☎20-5003

●申込・問／福岡県生涯現役チャレンジセンター
☎092-432-2512

■稲築社会福祉センター・稲築老人憩いの家

FAX 092-432-2513

（岩崎1117番地2）

ホームページ https://geneki-f.net/

敬老の日お客様感謝デー（お客様全員入浴無料の日）
9月19日
（月・祝）※終日開催

令和４年度 新型コロナウイルス感染症の影響による
介護保険料の減免について

開館時間 10：00〜20：00／入浴時間 11：00〜19：00

次の要件を満たす方は、申請により介護保険料が減免と

●問／稲築社会福祉センター・稲築老人憩いの家

なります。

☎42-1413

■対象要件／

■山田いこいの家「白雲荘」
（熊ヶ畑2173番地1）

❶新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主

敬老の日お客様感謝デー（お客様全員入浴無料の日）

たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った

9月19日
（月・祝）※終日開催

第1号被保険者

開館時間 10：00〜21：00／入浴時間 11：00〜21：00

❷新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世

●問／山田いこいの家「白雲荘」☎52-1681

帯の主たる生計維持者の収入減少（※）が見込まれる第

■嘉穂老人福祉センター（大隈町1183番地1）

1号被保険者

敬老の日お客様感謝デー（お客様全員入浴無料の日）

※収入減少の要件がありますので、対象になるかどうか、
申請に必要な書類等についてお問い合わせください。
●問／高齢者介護課 介護賦課徴収係

9月は世界アルツハイマー月間です
『世界アルツハイマーデー（9月21日）』は、国際アルツハイマー病協会が認知症への理解をすすめ、本人や家族への

■対象者／おおむね60歳以上で、就労又はボランティアな

❶10：00〜12：00

まずは、
認知症について正しい理解を

認知症サポーター養成講座開催
認知症は、
誰にも起こりうる脳の病気です。
しかし、
認
知症についての誤解や知識の不足から、本人も周囲

1回目

9月9日（金）

もつらい思いをしていることが少なくありません。嘉

13：30〜14：30
（60分間）

麻市では、
認知症について理解し、
認知症の人やその

『認知症とその対応の仕方』
DVD視聴・講義

家族を見守り、
支援する
『認知症サポーター』
に一人
でも多くの人になっていただき“認知症になっても安
心して暮らせるまちづくり”を目指しています。
この機

2回目

了者
講座修
は
に !

9月16日（金）

会に認知症について、
学んでみませんか？ 今回は、
2

13：30〜15：00
（90分間）

日間にわたって実施します。
2回の参加が必要です。

・嘉麻市の取り組みについて
・認知症サポーター活動について
・座談会

電話等にて受け付けます。
（定員になりしだい締め切ります）
●申込・問／
高齢者介護課 高齢者相談支援センター
☎42-7434
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、
中止・延期になる可能性があることをご了承ください。

「認知症サポーター」
の
目印のオレンジリング
（ブレスレット）
を
差し上げます。

場所

稲築地区公民館

対象

嘉麻市民または、嘉麻市内に

料金

●問／嘉穂老人福祉センター ☎57-0184

定員

25名（定員になり次第締切）

チームオレンジによる

アルツハイマー月間イベントを開催 !
嘉麻市では、地域で暮らす認知症の方や家族が安

考えよう 相手の気持ち

心して暮らしていけるように支援に取り組む『チー
ムオレンジ』を結成しています。
『 チームオレンジ
員』は、高齢者相談支援センターと中学校区にあ

新型コロナウイルス差別をなくすために

る各在宅介護支援センターが中心となり、オレン

新型コロナウイルス感染症に対する
「不安や恐れ」
から、
偏見や差別が広

ジサロンの会場においても、寄り添える相談支援
(伴走型相談支援)などの活動をしています。イベ

がっています。
どのような状況にあっても、
偏見や差別は決して許される
ものではありません。一人ひとりの互いの人権をあらためて考え、冷静
な行動をお願いします。
人権に関する相談は下記までご相談ください。

人権・同和対策課
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人権・同和対策係
☎42-7405

嘉穂隣保館
☎57-0032

うすい人権啓発センター あかつき
☎62-3337

無料

お勤めの人（2回とも参加可能な人）

9月19日
（月・祝）※終日開催
開館時間 9：30〜20：00／入浴時間 10：00〜18：00

☎42-7431

〜認知症について正しく学んでみませんか〜

9月22日（木）
場所

ご来場の方には
記念品がございます!
お気軽におこしください。

10：00〜12：00

嘉麻市役所本庁舎 1階 玄関ホール

内容 ・嘉麻市における認知症についての

取り組み紹介

・認知症の方やご家族の相談

ントでは『チームオレンジ員』による嘉麻市の“認

「このごろ少しもの忘れが出てきたかしら?」

知症についての取り組み紹介”をおこないます。

「こんな時、
どこに相談に行ったらいい?」

●問／高齢者介護課 高齢者相談支援センター
☎42-7434

「認知症になっても、
誰かとお話しできる場所は?」
「認知症の家族を介護している。相談場所は?」
などのご紹介やご相談に応じます。

R4.9月号.広報嘉麻
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【9月】子育て支援センターよりお知らせ
【 あけみ子育て支援センター 】☎52-1000
■みんなの広場 10：30〜12：00
14日（水）救急講習（要予約）
21日（水）ベビーマッサージ・育児相談・身体測定
（助産師 金子先生）
28日（水）お誕生会・手袋人形を作ろう!!
■保育施設開放・園庭開放 月〜土曜 10：00〜15：00
お問い合わせください。

HP

※利用を希望される方は
※ホームページからも確認できます。

【 嘉麻市地域子育て支援センター 】☎83-5263
参加申込が多数の場合は、嘉麻市在住の方、もしくは初め
ての方を優先とさせていただきます。あらかじめご了承く
ださい。ご利用の際は、事前に電話での予約をお願いしま
す。ご理解・ご協力をお願いいたします。
■るんるん教室 10：30〜12：00
（就学前まで）
8日（木）ハロウィン製作 ※申込締切9/6（火）
15日（木）助産師とママのリラックスタイム
※申込締切9/13
（火）
22日（木）ハロウィン製作 ※申込締切9/20（火）
※教室の内容が変更になる場合もあります。
■ホッとサロン開放日 月〜金曜 8：30〜17：00

【 恵大保育園地域子育て支援センター 】☎57-3318
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
の可能性もありますのでご了承ください。
■たんぽぽ広場 10：30〜11：30
2日（金）発育測定、新聞紙あそび
ちぎって丸めて思いきり遊びましょう!
6日（火）部屋飾り作り
お月見うさぎを作りましょう♪
13日（火）9月の製作
親子で楽しく製作をしましょう☆
16日（金）ぽかぽかお話会（場所：夢サイトかほ）
お話会に参加しましょう！
20日（火）魚つりをしよう
色々な魚を作って魚つりをしましょう♪
27日（火）牛乳パックで作ろう
牛乳パックで小物入れを作りましょう!
■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
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申込はこちら

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

申請期限は令和5年2月28日
（火）※消印有効
※対象の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】
■対象／
① 令和4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4年6月にお支払いをしています。
②公的年金など
（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、
遺族補償など）
を受給しており、令和4年4月分の児童扶養
手当の支給が全額停止されている方
※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
方だけでなく、児童扶養手当を申請していれば、令和4年4
月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと
推測される方も対象となります。
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
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
養手当を受給している方と同じ水準になっている方
■申請／①申請不要、②③申請必要
■給付額／児童１人当たり一律５万円
【ひとり親世帯以外分】
■対象／
①令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受
給者で令和4年度住民税（均等割）
が非課税の方
※対象者には、
既に令和４年７月にお支払いをしております。
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
童（障がい児の場合は、20歳未満）を監護する令和4年度
住民税（均等割）
が非課税の方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日
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
■申請／①申請不要、②③申請必要
■給付額／児童１人当たり一律５万円
●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）

に関するお知らせ

ひとり親家庭の方へ
就業支援・養育費相談等の案内について

子ども医療費助成制度の対象年齢が拡大されます

ひとり親家庭の方等を対象に、ハローワーク等と連携した

子ども医療費の助成対象年齢を、入院、入院外ともに18歳

就業支援や養育費相談等を行っています。以下の支援を希

到達の年度末まで拡大します。

望される方は、
まずはお電話ください。

■子ども医療証をお持ちの方

就業支援
養育費相談

来所相談と出張相談
（各市町村役場等）
随時受付
電話相談
（離婚協議中の方もご相談ください。
）
相談内容によって弁護士相談クーポン
（１時間無料相談券）
を発行します。
【期

間】9月20日
（火）〜10月20日
（木）
までの火・木曜日
（合計10日間）
就業支援
【時 間】13：00〜16：00
講習会
【定 員】10名／託児：有
「パソコン
【受講料】無料（教材費等1,000円は自己負担）
（Excel）
【締切日】9月1日
（木）
基礎〜応用」
【場 所】福岡県飯塚総合庁舎
（飯塚市新立岩8-1）
【期
「強度行動
障がい支援者
養成研修」

間】10月18日
（火）
から11月15日
（火）
までの間の火・木曜日
（合計8日間）
【時 間】13：00〜16：00
【定 員】8名／託児：有
【受講料】無料（教材費等4,000円は自己負担）
【締切日】9月29日
（木）
【場 所】福岡県田川総合庁舎
（田川市大字伊田3292-2）

12月下旬に差し替えの「子ども医療証」を送付します。申
請手続きは不要です。
■新たに子ども医療の対象となる方
お知らせおよび申請書を10月中に送付します。
申請書と健康
保険証をご準備の上、
申請手続をしてください。
ただし、
保護
者の住所が嘉麻市内にあり、
子が単身で嘉麻市外に住所が
ある場合、
申請書が届きませんのでお問い合わせ下さい。
■ひとり親家庭等医療証の変更対象の方
高校生世代の子へ12月下旬に差し替えの「ひとり親家庭
等医療証」
を送付します。
申請手続きは不要です。
【対象者】高校生世代の子(16歳到達の年度初めから18
歳到達の年度末の子)
【ひとり親医療証の変更点】

●申込・問／ひとり親サポートセンター 飯塚ブランチ
飯塚市新立岩8-1 福岡県飯塚総合庁舎2階
（福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所内）
☎0948-21-0390 FAX.0948-21-0391
【受付】
月曜〜金曜 9：00〜17：00 ※毎週土曜と第1・第3日曜日
9：00〜16：00も受付（春日センターに転送）
※祝日・年末年始を除く
無料
弁護士相談
（要予約）

【来所相談】先着順各4名
【日
時】
毎月第1水曜 13：00〜15：00
毎月第2・4水曜 18：30〜20：30

●申込・問／ひとり親サポートセンター
春日市原町3-1-7（クローバープラザ内）☎092-584-3931
【受付】
月曜〜金曜 9：00〜17：00 ※毎週土曜と第1・第3日曜日
9：00〜16：00も受付 ※祝日・年末年始を除く

楽しく学べる♪

離乳食教室開催!

離乳食作りに悩んでいません
か？ 赤ちゃんの発 達に合わ
せた離乳食のすすめ方、作り
方について簡単な調理を中
心に楽しく学べる教室です。
※今後 の新 型コロナウイル
ス感 染 状 況により中止させ
て頂くことがあります。

令和5年1月1日
受診分からの
自己負担額

※毎週火曜日は身体測定をしています。

「透明な板がカラフルになるよ！
〜偏光板実験で光の楽しい世界を体験しよう〜」
黒っぽい色の透明なプラスティックシート（偏光板）を使
い、身の回りの物の見え方がどのように変わるか実験をし
ます。光の性質について学びながら、自分だけの偏光板オ
リジナル作品を作ります。
■日時／10月22日（土）13：00〜15：00
■対象／小学生（2年生以下は保護者同伴・参加者1名に
つき保護者1名まで見学可）
■定員／20名（申込多数の場合は抽選）
■料金／無料（交通費は自己負担）
■申込方法／九州工業大学ホームページよりお申込みください。
■申込期限／10月10日
（月・祝）
●問／九州工業大学高大接続センター
STEAM教育推進室 ☎0948-29-7527
〒820-8502 飯塚市川津680-4

現行の
自己負担額

アロマの香りに癒されませんか？

子育て

九工大わくわく科学教室

【入院】1日当たり500円
（月7日限度）
【入院外】1月当たり800円限度
※医療機関（薬局を除く）
ごとに負担

入院・入院外ともに無料

※保険診療外
（入院時の食事代等）
は、
助成の対象となりません。
※県外の医療機関等では
「医療証」
が使えませんので支払い
後、領収証などをご準備の上、市民課国保年金係、または
各庁舎の市民サービス係で償還払いの申請をしてください。
※重度障がい者医療証をお持ちの方は、
引き続きお使いください。
●問／市民課 国保年金係 ☎42-7426

定員5名（定員になり次第締め切り）

託児あり
（要予約）

■日時／いずれも10：00〜12：00（受付：9：40〜）
❶10月14日（金）まだ離乳食を始めていない方・始めたばかりの方対象
❷12月23日（金）離乳食の中期・後期の方対象
■場所／山田市民センター ■対象／0か月〜1歳前後までの乳児の保護者
■内容／離乳食の話・調理実習
（感染防止対策のため赤ちゃんの試食は中止です）
■持参物／母子健康手帳、
エプロン、三角巾、手ふきタオル、筆記用具、飲み物、
など
■申込／下の電話番号までお電話ください。■申込期限／各日程の1週間前まで
（要予約）
●申込・問／子育て支援課 母子保健係 ☎62-5715
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ＮＨＫ
『にっぽん縦断こころ旅〜2022秋の旅〜』
あなたの思い出の場所＆エピソード募集中！

Kids

snap

写真提供：NHK

写真大募集!

今月の
お題

次（11月号）
のお題

最高スマイル

お題に沿った6歳までの

夏だ〜！

お子さんの写真を募集して

11月号掲載の締め切り

います。ぜひご応募ください!

9月16日
（金）締切

キッズスナップ

NHK BSプレミアムでは、番組に寄せられた手紙をも
とに旅人が、自転車で日本を縦断する
『にっぽん縦断こ
おおやま

ころ旅』
を放送中です。人生を変えた忘れられない場所、

大山

ずっと残したいふるさとの風景、誰かにそっと教えたい
こころの絶景、ユニークで個性的なエピソードなど、視
聴者の皆さんから寄せられた風景とエピソードが、
「旅

はるいち

春市ちゃん

おおやま

きょうのすけ

下臼井／5歳／男の子

下臼井／1歳／男の子

平成29年4月27日生まれ
夏はやっぱり水鉄砲だー!!

令和3年7月27日生まれ
夏に食べるアイス最高!!

香川と巡り、瀬戸大橋を渡り岡山へ! おとなり広島から

火野正平
さんが自
転車で
福岡県を
訪れます
!

九州は福岡へ飛び、佐賀・熊本・そして鹿児島を目指す
10週間の旅をします。嘉麻市のこころの風景とエピソー
ドをお待ちしています。

福岡県の放送予定

【放送期間】10月3日
（月）〜12月23日
（金）

11月28日（月）〜
12月2日（金）予定

【放送媒体】NHK-BSプレミアム・BS4Ｋ同時放送
【放送時間】
「にっぽん縦断こころ旅」朝7：45〜7：59（月〜金曜日）
「にっぽん縦断こころ旅〜とうちゃこ〜」夜7：00〜7：29（火〜金曜日）
【再放送】

石田

るあ

瑠愛ちゃん

鴨生／2歳／女の子

令和2年4月1日生まれ
暑い夏はやっぱり冷たい
ソフトクリーム♪

お手紙募集の
締め切り

11：00〜11：58 日曜日
（木曜・金曜分再放送）
※月曜日朝は、
その週の旅のハイライトと旅人が訪ねられなかった
「こころの風景」
を紹介
※火曜日〜金曜日の朝は、1日の旅を毎日14分にまとめて先行放送

10月3日
（月）
必着

※夜は、
その日の完結編を放送
※土曜日・日曜日は、
その週の旅を2回に分けて再放送
※BSプレミアムのみ

皆様の住所・氏名・年齢・性別・連絡先を記入し思
い出の場所とエピソードを記載して番組ホーム
ページ・FAXまたはお便りにてご応募ください。
■お便り 〒150-8001 NHK
「こころ旅」
係へ送付
※住所不要
■FAX 03-3465-1327
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■NHKふれあいセンター

☎0570-066-066（ナビダイヤル）
または
☎050-3786-5000

■番組ホームページ
http://nhk.jp/
kokorotabi

番組ホーム
ページはコチラ

さくと

友松 咲人ちゃん

上山田 ／6歳／男の子
平成28年6月18日生まれ
パパと篤ちゃんとお揃いの
衣装を着て獅子舞デビュー。

年金生活者支援給付金制度について
の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支
援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務

請求手続き
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
お受け取りの対象になる方には、
日本年金機構から9月初
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

対象となる方

ください。
令和5年1月4日までに請求手続が完了しますと、

■老齢基礎年金を受給している方
♦65歳以上である

番組・応募に関するお問い合わせ

鴨生／5歳／女の子

平成28年10月7日生まれ
糸島のヤシの木ブランコに
行ったよ。
また行きたいな！

ともまつ

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。

以下の要件をすべて満たしている必要があります

応 募 方 法

ヒューストン 美愛ちゃん

「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。

年金生活者支援給付金は 、公的年金等の収入やその他

11：00〜11：58 土曜日
（火曜・水曜分再放送）

みいあ

メール応募

人」
のルートを決めます。
“2022秋の旅”四国は愛媛県をスタート! 高知・徳島・

いしだ

大山 京之助ちゃん

♦世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
♦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
■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります
♦前年の所得額が約472万円以下である

令和4年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
❷年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または
市区町村で請求手続きをしてください。
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。
日本年金機構や厚生労働省から、
電話でお客様の家族構
成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることや、
手数料などの金銭を求めることはありません。

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
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お役立ち情報発信

嘉麻 のくらし

国 民 年 金 からのお知らせ
kokuminnenkinkaranooshirase

令和5年分扶養親族等申告書の送付について

PickUp

1

新 型コロナワクチン接 種 証明書 の発 行について

新型コロナワクチンの接種証明書が7月26日から一部
のコンビニ等の端末でも取得可能となりました。詳細
は、厚生労働省Webサイト
「新型コロナウイルス感染症
予防接種証明書（接種証明書）」においてご確認くださ
い。嘉麻市健康課窓口での接種証明書の発行も平日の
17：00までの時間帯で随時行います。
●問／健康課 健康推進係 ☎42-7430

【発行に必要なもの】
❶マイナンバーカード
❷接種証明書発行料
（120円）
【注意】
海外用の接種証明書を取得するためには、
令和４年7月21日以降に市町村窓口かアプリで海外
用の接種証明書を取得している必要があります。

日本年金機構は、毎年、所得税の課税対象となる方に、
「扶養親族等申告書」
を送付しています。9月中旬までに
はお手元に届く予定です。提出にあたっては、同封され
ている返信用封筒に、切手を貼って投函してください。

国民年金保険料口座振替の早割
通常の口座振替の場合、毎月の保険料は翌月末に引落
しとなりますが、
口座振替の早割の場合には、毎月の保
険料が当月中に引落しされ、
月額で50円、年間で600円
の割引となります。
口座振替の早割のお申し込みは、随
時受け付けています。
また、従来から口座振替で毎月納
付している場合でも、
この口座振替の早割制度に変更
するためには、改めて申し込みが必要となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により国民
年金保険料の納付が困難な方は、国民年金保
険料の免除申請が可能です

PickUp

2

マイナンバーカードの申請はお済みですか？

マイナポイント付与の対象となるマイナンバーカードの
申請期限は9月末です。
マイナポイント第2弾では、
最大で2万円相当のキャッシュ
レス決済サービスのポイントが付与されます。
ぜひ、
この

このキャンペーンは

令 和４年９月末までに

機会にマイナンバーカードを作ってみませんか? 申請手

マイナンバーカードを申請された方が

続きや不明な点については以下までお電話ください。

対象ですので、
ご注意下さい。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以
降
（令和4年度の免除申請は、
令和3年1月以降）
収入源と
なる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相
当程度まで下がった場合は、
臨時特例措置として本人申
告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、
国民年金
保険料免除申請が可能となりました。
手続きや免除につい
てご質問等がございましたら、
お問い合わせください。

筑 豊フェア2 0 22 〜 おどりと食 の祭 典 〜

集合。太鼓やフラダンス、創作炭坑節など地域で活動す
る皆さんのステージイベントも実施します。また、スタ
ンプラリーやアンケートに参加すると、地域の特産品な
どの景品が当たる抽選会に挑戦できます! 子どもから
大人まで楽しめるものづくりの体験ブースもご用意し
ています。筑豊の魅力を再発見してみませんか?
※自然災害や新型コロナウイルス感染症の感染状況によ
り開催を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 ※小雨決行
●問／福岡県政策支援課 ☎092-643-3180
31
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楽しいステージイベントや美味しい
筑豊グルメが盛りだくさん!

■日時／9月23日(金・祝)
11：00〜16：00
■場所／天神中央公園
(福岡市中央区天神1-1）

して川柳を募集しています。皆さんの家庭や学校､職場な
どで､防火・防災について思いついたこと、気をつけてい

日程

時間

嘉麻市役所本庁舎 会議室

9月 8日（木）
10月13日（木）

田川青少年
文化ホール

9月 1日（木）
10月 6日（木）

川崎町総合福祉センター

飯塚市立岩
交流センター

9月22日（木）
10時〜12時
10月27日（木）
13時〜16時
9月 6日（火）
9月13日（火）
9月27日（火）
10月 4日（火）
10月11日（火）
10月25日（火）

※出張年金相談では、
障害年金、
脱退一時金など受付できない
ものがありますのでご了承ください。
※直方年金事務所でのご相談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）
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。

「おさんぽで ハザードマップの かくにんだ」
【一般の部】丸野 明子様

「備えよう もしもの時は きっと来る」

■表彰／応募作品の中から、小中学生の部・一般の部に

■作品の使用／応募作品の使用権は、嘉飯地区危険物
安全協会に帰属します｡

応募締切

令和4年9月22日(木)必着

■発表／入賞作品は、嘉飯地区の市や町の広報誌等で

■テーマ／
「家庭、
学校及び職場における防火・防災に関すること」
■募集対象／嘉飯地区にお住まい、又はお勤めの方なら
どなたでも応募できます｡※一人3句まで
①住所

嘉飯地区危険物安全協会
（飯塚地区消防本部予防課内）

選考の上、賞状および記念品を贈呈いたします｡

【小中学生の部】中野 陽莉様

■応募方法／ハガキで受け付けています｡

公式サイトは
こちら!

■あて先／〒820-0015 飯塚市菰田52番地１

分け、それぞれ最優秀作1点・優秀作2点・佳作3点を

ることなど自由に表現してください。
昨年度最優秀作

筑豊地域の自慢のグルメや特産品が天神中央公園に大

開設場所

防火・防災川柳2022 募集
嘉飯地区危険物安全協会では､テーマを
「防火・防災」
と

3

出張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。

●問／市民課 国保年金係 ☎42-7426
直方年金事務所 ☎0949-22-0891（音声案内）

●問／市民課 マイナンバー係 ☎42-7469

PickUp

出張年金相談は予約制です

②名前

③年齢

④性別

⑤電話番号

⑥句についてのコメントや、防災に対するメッセージ
を記入の上、
お送りください｡

紹介し、
災害予防の啓発に役立てさせていただきます｡
●問／飯塚地区消防本部 予防課(担当 鬼丸)
☎080-3999-7607(平日8：30〜17：00)
主催／嘉飯地区危険物安全協会
共催／飯塚地区消防本部・
飯塚番傘川柳会・筑穂川柳クラブ
後援／西日本新聞社

また、作品は未発表のものをお願いします｡
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アイコンの説 明

時 日時 場

場所

内

全国一斉 司法書士による
手続支援のための
養育費相談会を開催します

Information

福岡県青年司法書士協議会は全国
青年司法書士協議会と共催で、養育
費に関する電話相談会を開催しま
す。養育費でお悩みの方、ぜひご相
談ください。
相談無料。秘密厳守。予約不要。
時

9月25日
（日）10時〜16時

【相談用電話番号】
0120-567-301
（相談無料）
※当日のみの専用
（臨時）番号です。
●問／福岡県青年司法書士協議会
広報担当 村上
☎092-324-0162

内容

対

対象

定

定員

資

資格

料

料金

持

相談
きもちよりそうライン
＠ふくおかけん
学校でイヤなことがあった、人間関

持ち物

期

期日・期間

申

申込

備

備考

9月上旬から調査員が対象地域世帯
理解いただき、御協力をお願いいた
します。
対

山田地区：中央・三菱第一
平第二

つらいきもちによりそうLINEがで

碓井地区：上臼井

きました。

嘉穂地区：下益

時

毎週月曜日・木曜日 16時〜19時

※
「かたり調査」
に御注意ください。

料

相談無料・予約不要

※個人情報は保護されます。
●問／企画財政課 統計調査係

①LINEのホーム画面で
「友だち追加」

☎42-7402

をタップ

③下のQRコードを読み取って
「追加」
をタップ

男性のためのミニ介護講座
介護の知識とコツを知る事により、
いざという時に慌てないための備え
を正しく学びませんか。
時

①10月5日
（水）10時〜11時
知っておこう｢介護保険｣と
｢高齢者福祉サービス｣
②10月12日
（水）10時〜11時
役に立つ｢認知症予防講座｣
③10月19日
（水）10時〜11時
チャレンジしよう｢実技編｣
④10月26日
（水）10時〜11時

☎092-643-3265

無料調停相談会
を開催いたします
調停手続相談会を下記日程にて開催

9月1日(木)〜9月16日(金)
8時半〜17時

（土曜、
日曜を除く。
）
場

嘉麻市役所（嘉麻市岩崎1180番
地1）
3階 土木課 都市計画・公園係

【公聴会の開催】
時

や土地・建物・交通事故等のトラブル

場

9月28日(水) 19時〜21時
嘉麻市役所（嘉麻市岩崎1180番
地1）
4階 4Ａ会議室

割等家庭内のもめごと
（家事調停）
な

【公述希望申込期限】9月16日(金)

どのご相談に裁判所の調停委員が、

【公述希望申込方法】

調停手続の利用についてご相談に応

公述希望者は、嘉麻市役所3階 土木

じます。

課 都市計画・公園係に備え付けの公

時

美味しいつまみの作り方講座

9月15日
（木）17時〜19時

ナンバーのわかるもの

場

嘉麻市役所本庁舎（稲築）

■届け出窓口／

☎42-7423

各支所 市民サービス係
※重度障がい者医療制度について、
詳しくは下記へご連絡ください。
●問／市民課 国保年金係
☎42-7426

漏水調査及び量水器取り替えにご協
力ください。
▼漏水調査
■調査期間 令和5年２月頃まで
■調査地区 市内給水区域全域
■調査業者
株式会社西日本水道センター
※漏水の確認等で宅地内を調査する
ことがあります。
また夜間、宅地前を
調査することがありますのでご協力
ください。
▼検定期間満了の量水器取り替え
■取替期間 令和5年3月頃まで
■取替地区 市内給水区域全域
※メーター箱のそばに犬をつないだり、
物が置いてありますと取り替えができな
いことがありますので、
ご協力ください。
●問／水道局 業務係

嘉麻市文化協会
嘉穂支部から「観月会」
についてのお知らせ

嘉麻市在住の男性の方で

対

飯塚市・嘉麻市・桂川町に在住の方

※公聴会は傍聴できますが、
公述希

で、所得等審査後、受給資格のある
方には9月下旬に新しい医療証を郵
送します。9月30日までは現在お持
ちの医療証を、10月1日からは新し
い医療証をお使いください。
また、医
療証の裏面に記載されている注意事
項をよくお読みになり、住所の変更

眺め語らい合う
「観月会」
は今年も昨

や健康保険の変更があった時など

年同様新型コロナウイルス感染症拡

は、速やかに届け出てください。

大防止のため中止することを決定い

【障がい者手帳をお持ちの方へ】

たしましたので、
お知らせいたします。

障がい者手帳をお持ちの方のうち、

●問／嘉麻市文化協会

下記の等級に該当する場合は、重度

嘉穂支部事務局 山本

障がい者医療を受給できる可能性

☎090-7446-0311

があります。お近くの届け出窓口で
お手続きください。

徴税係からのお知らせ

納期月です。
9月30日
（金）
までに忘れ

の選定が行われることがあります。

現在、障がい者医療証をお持ちの方

いしい月見団子を食べながら満月を

ないように納税してください。

③11月25日
（金）10時〜15時
飯塚市役所 玄関横ロビー

重度障がい者
医療制度について

中秋の名月の日
（今年は9月10日）
にお

し込みください。

☎42-7063

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

お知らせ

本庁舎 国保年金係又は

②10月31日
（月）10時〜15時
場

対

時

述申出書に必要事項を記入の上、
申

（嘉麻市岩崎1141番地）

稲築地区公民館 講堂

■死 者 数（人） 2 （+2）

① 9月30日
（金）10時〜15時

※公述希望者多数の場合は公述人

場

▼今月の納税のお知らせ
今月は
「国民健康保険税（第4期）」
の

令和4年 就業構造基本
調査を実施します

▼夜間納税相談窓口

対

◎身体障害者手帳1級又は2級
◎療育手帳A判定
◎身体障害者手帳3級かつ
療育手帳B判定
◎精神障害者保健福祉手帳1級

※いずれも小学生以上の方が対象と
なります。

なるべく全日程受講できる方

■相談員／民事・家事調停委員

望者がない場合は開催されません。

昼間、
仕事などで納税できない人や納

■自己負担/なし

定

20名（定員になり次第締め切り）

■後援／飯塚市・嘉麻市・桂川町

公聴会の開催の有無については、
嘉麻

総務省統計局（福岡県・嘉麻市）で

税相談に来ることができない人のた

※入院時の食事代、保険適用外の診

料

無料

福岡地方裁判所飯塚支部

市役所 土木課 都市計画・公園係にお

は、10月1日現在で就業構造基本調

め、毎月第3木曜日に
「夜間納税相談

療などは、助成対象外です。

期

9月12日
（月）〜9月30日
（金）

問い合わせください。
また、
市のホー

査を実施します。
この調査は、
日本の

窓口」
を開設しています。
市税・国民健

■所得制限/あり

庶務課 ☎22-1150
（代表）

ムページでもお知らせします。

就業・不就業の実態を明らかにする

康保険税が納税できるほか、納税相

※特別障害者手当に準じます。

8時半〜17時（土・日・祝除く）

調停相談に関する問い合わせであ

●問／土木課 都市計画・公園係

ことを目的として、統計法に基づき実

談を受け付けていますので、
お気軽に

■届け出に必要なもの/身体障害者

☎42-0750

る旨お伝えください。

施される国の重要な統計調査です。

ご利用ください。

●申込・問／稲築地区公民館
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期

いたします。
お金
（賃金・多重債務等）
（民事調停）、夫婦間の問題や遺産分

都市施設（ごみ処理場等）の都市

）
内は前年比

■世 帯 18,222 （−5）■女 性 19,040（−32）

水道局からのお知らせ

計画変更
（市決定）

令和4年7月末現在
（

■発生件数（件）67（+23） ■傷 者 数（人）89（+34）

嘉麻市が定める都市計画について、

対

交通事故の動き

）
内は前月比

■人 口 35,802（−47）■男 性 16,762（−15）

●問／税務課 徴税係

【案の事前閲覧】

こころの健康づくり推進室

令和4年7月末現在
（

都市計画案の事前閲覧
及び公聴会の開催について

が行われますので、
お知らせします。

試験・学習

人の動き

税務課窓口

次のとおり案の事前閲覧及び公聴会

●問／福岡県保健医療介護部

お役立ち
情報発信

を訪問しますので、調査の趣旨を御

稲 築 地 区：山 野 第 一・平 第 一・

をタップ

嘉麻のくらし

無作為に抽出されます。

係がうまくいかずモヤモヤする、親

②友だち追 加 画 面で「 QRコード」

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期や中止になる場合があります。事 前にご確 認ください。

調査対象世帯は統計理論に基づき

とケンカして家にいたくない、
そんな

【登録方法】

ご注意

R4.9月号.広報嘉麻

●問／福岡地方裁判所飯塚支部

☎42-7042

等手帳、健康保険証、印かん、
マイ

R4.9月号.広報嘉麻
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アイコンの説 明

時 日時 場

場所

内

②訓練を受講する上で、
健康面と

対

対象

定

定員

資

資格

料

料金

集団生活に支障の無い方

嘉麻市体力テストを実施

③身体障がい、精神障がい、難病

自分の体力・運動能力を調べてみませ

などのある方（手帳の有無を問い

Information

ません）
期

内容

9月16日
（金）
〜10月25日
（火）

■応募 最寄りのハローワーク
（福岡県障害者職業能力開発校で
は受付不可）
●問／福岡障害者職業能力開発校

持ち物

さい。
仕事帰りにちょっと寄り道。
30分程度の簡単なテストで体力年齢
がわかります。
（事前申込は不要です）
時

18時〜19時半

（受付順にテストを行います。
）
場

10月4日
（火）
稲築体育館
10月6日
（木）
サルビアパーク体育館

対

期

期日・期間

申

申込

備

備考

時【1回目】

無料

持

体育館シューズ、
運動ができる服装
スポーツ推進課 ☎62-5730

■主催／嘉麻市教育委員会

ます。
先の大戦で父等を亡くした戦没
者の遺児を対象として、
旧戦域を訪

作ります。

れ、
慰霊追悼を実施するとともに、
同

対

地域の住民と友好親善をはかること
を目的としています。

募集

なお、
参加者の高齢化を考慮し看護師
が同行します。

11月2日(水)
12月7日(水)
1月12日(木)
2月1日(水)
3月1日(水）
※いずれも10時〜12時半程度

③フィリピン
（1次）

福岡障害者職業能力開発校では、
令

場

④マーシャル・ギルバート諸島

和４年度の訓練生を募集しています。

夢サイトかほ

⑤東部ニューギニア
（特定地域）

料

食材料費：

内

⑥台湾・バシー海峡

や表計算ソフトなどの基礎技術を

⑦西部ニューギニア
（特定地域）

身につけ、
企業内で業務を円滑に遂

⑧ミャンマー
（特定地域）

行できるよう応用を学びます。
また、

⑨フィリピン
（2次）

一般的に企業で必要とされるビジ

⑩中国
料 10万円

ネスマナーを習得します。
時

日程などの詳細は下記連絡先までお
（付添希望者は要相談）
●申込／福岡県遺族連合会

訓練期間：
12月1日
（木）
〜令和5年2月28日
（火）

電話下さい。

総訓練時間279時間
場

株式会社福岡ソフトウェアセンター

（飯塚市幸袋526-1）

☎092-761-0012

定 ８名

〒810-0044

対

福岡市中央区六本松1-1-2
●問／日本遺族会事務局
☎03-3261-5521
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料理初心者の男性

時 10月5日(水)

ビジネスパソコン科
訓練生募集

パソコン操作の基礎知識、
ワープロ

R4.9月号.広報嘉麻

病気です。早期に対応することが重

個別説明も可能です。
詳細は、
お問い

要といわれています。今回は、家族や

教授 古賀 浩徳先生

合わせください。

支援者がアルコール依存症を理解

●問／自衛隊福岡地方協力本部

し、コミュニケーション方法を学ぶ

飯塚地域事務所 ☎22-4847

事を目的に研修会を開催しますの

福岡県肝疾患相談支援センター

令和４年度 第２回危険物
取扱者試験準備講習会

で、参加を希望される方は事前にご

☎0942-31-7968

時

10月2日
（日）8時20分〜17時

場

飯塚市菰田52番地1

（HP）
www.fukuoka-kanshikkan.com

催し・教室

男性料理教室参加者募集

１回300円程度
内

料理の基礎を学ぶ料理教室

定

先着12名

持 エプロン、
三角巾、
手拭き用タオル、

筆記用具
期

参加を希望される方は9月22日
（木）
までにお電話にてお申し込みくだ
さい。

●申込・問／健康課 健康推進係
☎42-7430

連絡ください。
時

11月1日
（火）14時〜16時

場

福岡県飯塚総合庁舎2階大会議室

（飯塚市新立岩8-1）

飯塚地区消防本部 ３階大会議室

対

内【講習種類】乙種第４類

アルコール依存症者の家族、
支援に携わる方

期【受付】
９月５日
（月）
〜９月22日
（木）
定

40名程度

料

無料

10月のリズム体操教室

定

25名
（定員になり次第受付を締め
切ります）

■講演

エアロビなどの有酸素運動

備

申込書は、
飯塚地区消防本部ホー

依存症の理解と支援
（仮題）

ムページに掲載しています。

■講師

10月11日、
25日 14時〜15時

感染症の感染拡大状況や台風接近

一本松すずかけ病院

稲築体育館

等の気象状況により延期又は中止す

看護師長 古田 和弘氏

【木曜コース】

る場合があります。
ご理解の程、
宜しく

●問／嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

内

【火曜コース】
時
場

時

10月20日、
27日 14時〜15時

お願いします。
延期又は中止の場合

健康増進課 精神保健係

場

夢サイトかほ 文化ホール

は、
受講申込者にご連絡いたします。

☎0948-21-4875

※以下、
各コース共通事項

※受付は、
飯塚地区消防本部予防

市内在住または在勤の方（18歳

課で行います。

対

未満の方は保護者の同伴が必要）
定

各コース30名程度

●問／嘉飯地区危険物安全協会
（飯塚地区消防本部 予防課内）
☎080-3999-7607

※応募多数の場合は抽選
期

9月16日
（金）
まで

料

無料

持

運動ができる服装、
室内シューズ、
タオル、
飲み物

●申込・問／
スポーツ推進課 ☎62-5730

楽しい多肉植物
寄せ植え講座（連続2回）

市民公開講座&
シンポジウム&個人相談
「新時代の肝臓治療」
ウイルス肝炎・脂肪肝・肝がんの治療
に関する講演、肝臓病に関するシン
ポジウム・個人相談会を行います。
時

【2回目】
多肉植物の寄せ植え

④防衛医大
（看護学科）
【受付期間】
①〜11月4日
（金）

④〜10月5日
（水）
【試験日程】

10月29日
（土）〜11月4日
（金）

①11月13日
（日）
〜15日
（火）

久留米大学旭町キャンパス

②1次試験：11月5日
（土）
・6日
（日）

筑水会館イベントホール

③1次試験：10月22日
（土）

定

250名になり次第締切

④1次試験：10月15日
（土）

申

10月2日
（日）締切

モルタルプランターの作家さんをお

内【1回目】
オリジナルプランター作り

③防衛医大（医学科）

③〜10月12日
（水）

（YouTubeにて限定配信）

講して関連職種への就職を希望さ

②防衛大学校
（一般）

13時〜16時半（12時半開場）

6月にも開催し大好評でした。9月は
迎えし、
さらにパワーアップした内容

任期制隊員コース

②〜10月26日
（水）

植え講座を行います。

で行います。

①第5回自衛官候補生

10月15日
（土）

【WEB配信】

①公共職業安定所長から受講あっ

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
令和4年度 自衛官採用試験のご案内

碓井地区公民館で、多肉植物の寄せ

せんを受けることができ、
訓練を受
れる方

健康障がいは、誰でも発症しうるも

消化器内科部門

●問／久留米大学病院

り方から始めて、
手軽に出来る料理を

アルコール依存症などのアルコール

【地域事務所説明会のご案内】

のですが、回復できる可能性のある

教授 川口 巧先生

碓井地区公民館 ☎62-5687

んか。
基本的なだしのとり方・野菜の切

※細部についてはご連絡ください。

消化器内科部門

●申込・問／

礎を学びおいしい料理を作ってみませ

③④ 北九州市立大学
（予定）

家族、支援者向け
アルコール依存症研修会

② 部外施設
（予定）

務所では、
説明会を開催しております。

◎久留米大学医学部内科学講座

碓井地区公民館

① WEB試験予定
（試験日内1日）

自衛隊福岡地方協力本部飯塚地域事

◎久留米大学医学部内科学講座

【2回目】
500円

ない」
と思っている男性の方、
料理の基

友好親善事業」
の参加者を募集してい

②ソロモン諸島

神谷 俊次先生

（下臼井1050番地19）

「いつも外食ばかり」
「料理なんて出来

日本遺族会は
「戦没者遺児による慰霊

①ミャンマー・タイ

ション部

碓井地区公民館

スポーツ庁新体力テスト

●申込・問／

■実施地域

センター長 井出 達也先生
◎久留米大学病院リハビリテー

料【1回目】
2,000円

市内在住または在勤の20歳以上

料

戦没者遺児による慰霊
友好親善事業の募集

◎福岡県肝疾患相談支援センター

9月25日
（日）９時半〜12時
場

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期や中止になる場合があります。事 前にご確 認ください。

■講演【座長・講演】

【2回目】

の方
内

ご注意

9月18日
（日）9時半〜12時

んか。
自信のある方もぜひご参加くだ

☎093-741-5431
FAX 093-741-1340

持

場

料

無料

【会場】

R4.9月号.広報嘉麻
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