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意外と知らない?! 嘉麻の歴史や伝説

秋のミステリーハイク開催！

年々参加者が増え、
盛り上がりをみせている
「観月会」
を今年

あなたは知っていますか? 見慣れた景色の中に知られざる歴

も開催いたします。
アトラクションの後、
おいしい月見団子を

史が隠されていることを…。爽やかな秋の風を感じながら、

食べながら楽しいひとときをお過ごしください。
なお、
ロビー

嘉麻のミステリーを探るハイキングに出かけましょう!

に旧嘉穂地区保育園児の絵画を展示しています。

■日時／10月13日
（土）10：00〜12：00 予定 ※小雨決行

■日時／９月25日
（火） 開場 17：30 開演 18：00

■場所／碓井庁舎集合 ■参加無料

■場所／嘉穂生涯学習センター夢サイトかほ

■内容／豊かな田園風景が広がる上臼井地区でハイキング。

文化ホール及び中庭
■内容／アトラクション

皿を数える
「お菊伝説」
で有名なお菊大明神の井戸はもち
ろん、県指定天然記念物である千手川の甌穴群などを巡

・日舞 直派若柳流素乃会

る、歴史と自然を楽しめるコースです。合わせて、
その名所

・大正琴演奏 ・秀唱里会

にまつわる逸話をご紹介します。

・コーラス
「楽しく歌おう会」

■対象／アップダウンのある道歩きが可能な方

・ハーモニカ演奏
「赤間正久」

■定員／先着20名 ■申込締切／9月28日
（金）
まで

・サンフレッシュ健康体操

■持参／運動ができる服装、
運動靴、
飲料水

・太鼓演奏
「わ・RIST歓韻」

申込み・お問い合わせは下記までお電話ください。

●問／嘉麻市文化協会嘉穂支部事務局
（山本）

●申込・問／スポーツ推進課
（嘉穂総合体育館内）

☎090-7446-0311

プログラミング体験会

9/29（土）30（日）
9：00〜17：00

※2日間のプログラムになります
申込締切
参 加 費

無料

前年度に引き続き飯塚市・嘉麻市・桂川町主催のプログラミングの2日間の体験会を開催します。
3年目を迎える今年は、新コース 映像制作 を設けました。4コースよりお好きなコースをご選択いただけます。
大学生スタッフがサポートしますので、初めての方もご安心ください。
パソコンはこちらでご用意いたしますので、お気軽にお申し込みください。
2日間体験会では、制作時間も多く、以前参加いただいた方も新しい内容でお楽しみいただくことができます！
今話題のプログラミングを体験し、皆さんの可能性を広げてみませんか?

NEW

☎57-4850

→簡単なiPhoneアプリを制作して、作ったアプリを自分のiPhoneに入れて持ち帰ろう！

■場所／嘉麻市立織田廣喜美術館裏芝生広場
■募集期間／平成30年9月5日
（水）
〜9月19日
（水）
（土・日曜日、祝日を除く 8時30分〜17時00分）
■出店料／5,000円

※申し込み区画数は、1名(1団体)当たり
1区画(テント半面2.7ｍ 3.6ｍ)です。
※出店料は2日間分の料金で
す。料金は後日開催予定の出店者説明会にて集金します。

●申込方法／申請書、
同意書、誓約書、本人写真、
本人確認書類（免許証等）
を申込場所に持参してください。

※必ず、
当日出店する本人が申し込みしてください。
※食品衛生法第
52条に規定する営業許可を必要とする飲食店等の出店者において
は、各自臨時営業許可証を取得し、指定された期日までに必ずその
写しを提出して下さい。※加熱機器等を使用する出店者について
は、必ず消火器を設置してください。

●申込場所／嘉麻商工会議所、
嘉麻市商工会（稲築本所・碓井支所・嘉穂支所）
市役所産業振興課観光PR係（嘉穂庁舎）
※申込書類は、各申込場所にて9月5日(水)より設置します。
また、市
ホームページからもダウンロードできます。
※申し込み多数の場合は、実行委員会にて抽選しますので（市内在
住者・市内団体優先）、
ご了承ください。

●問／嘉麻商工会議所 〒821-0012 嘉麻市上山田502番地3
☎52-0855 FAX 52-0856

映像制作

アプリ
プログラミング

秋の恒例行事である
「嘉麻ふれあいまつり」
について、
今年も

11月11日
（日）
9時30分〜15時30分
（予定）

お選びいただけるコース

▶iPhoneアプリプログラミングコース

「嘉麻ふれあいまつり2018」出店者募集
■日時／平成30年 11月10日
（土）
9時30分〜20時00分
（予定）

お菊大明神

→世界中のWebサイトでも使われている言語を使ってWebサイト制作の基礎を学ぼう！

▶Unityゲームプログラミングコース

千手川の甌穴群

→プロも使うゲーム開発エンジン
「Unity」
を利用し、2Dもしくは3Dゲームを作ろう！

▶映像制作コース NEW

）
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土）
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日
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29
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月2
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筑豊フェア2018

▶WEBデザインコース

〜おどりと食の祭典〜

筑豊地域15市町村の自慢のグルメや特産品、愛らしいゆる
キャラたちが勢揃い! 筑豊で人気のグルメやスイーツ、特産
品が多数出展するほか、
ものづくりなどの体験ブースも併設
します。
ステージイベントでは、炭坑節や太鼓、
フラダンスな
ど、筑豊地域で活躍する皆さんのおどりを堪能していただけ
ます。
また、
来場者にはアンケートに答えるなどで、
素敵な景
品が当たるプレゼント
（先着順）
や、お子様向けに、
ミニSLの

Webデザイン

ゲーム
プログラミング

→Youtuberなどのプロも使っている映像制作ソフトを使用して、簡単な映像作品を作ろう！

参加対象

飯塚市・嘉麻市・桂川町在住
または市内町内の学校に在学する

中学生・高校生

※パソコン初めての方もどうぞ!
※2回目以上の方も新しい内容なのでぜひ!

乗車体験やボルダリング体験、
ます。9月29日
（土）
は天神中央公
園に遊びに来てください！
■日時／平成30年9月29日(土)
11時00分〜16時00分

延べ28,000人の中学生と高校生が参加した
国内No.1のプログラミング、
ゲーム、
デザイン
などの最先端ITの技術を短期集中型で学ぶ
プログラムです！

■場所／天神中央公園
(福岡市中央区)
●問／福岡県広域地域振興課
☎092-643-3180

H30.9月号.広報嘉麻

定員

50

開 催場所
名

※お申込者多数の場合は、抽選となります

飯塚市役所
多目的ホール2F
こちらからも
お申込いただけます

イベント申込は以下の手順でお願いします。

縁日コーナーなどを予定してい

手順① 飯塚市のホームページを検索

https://www.city.iizuka.lg.jp/

手順② ホームページ内の注目情報の

「プログラミング体験会」
へアクセス

手順③ アクセス先のページより申込

お問い合わせ

飯塚市 経済部 産学振興課
福岡県飯塚市新立岩5-5
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初心者
大歓迎！

9/17（月）23：59まで
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出店者を募集します。

桂川町

飯塚市・嘉麻市・桂川町地方創生推進交付金事業

嘉麻市文化協会嘉穂支部主催

第16回「観月会」開催のお知らせ

嘉麻市

飯塚市

☎ 0948
（22）
5518

（受付時間／平日 8：30〜17：15）

MAIL ： sangaku@city.iizuka.lg.jp
H30.9月号.広報嘉麻
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・椿劇団公演 9月9日（日）13：00〜（観覧無料）
・季節の湯（りんどうの湯）9月16日（日）※終日開催
・お客様感謝デー 9月17日
（月）敬老の日（入館料終日無料）
・カラオケサービスデー 9月17日（月）〜30日（日）
利用料 1,080円
（通常90分のところ120分歌えます）
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

嘉麻市鶴亀親交券の支給について
市内の加盟店で利用できる鶴亀親交券を次の対象者に
支給します。
■対象／市内に在住し、
平成30年9月1日現在嘉麻市の住民
基本台帳に引き続き３か月以上記録されている人で、
本年
度中に満70歳以上になる人
（昭和24年4月1日以前生まれ）
■支給金額／額面2千円の商品券
■支給方法／9月上旬に郵送します（配達には1週間程度
かかります）。今年度は1世帯に対象者が複数いる場合、

■嘉穂老人福祉センター（大隈町1183番地1）

2名分を1つの封筒に入れて発送します。
対象者が2名いる

・お客様感謝デー 9月17日
（月）敬老の日（入館料終日無料）

世帯には封筒が1つ届き、
対象者が3名いる世帯には封筒が

・季節の湯（りんどうの湯）9月18日（火）※終日開催

2つ届きますので、必ずあて名のご確認をお願いします。

開館時間 9：30〜20：00／入浴時間 10：00〜18：00

音 色と笑い声がこだまする

■ふるさと交流館 なつきの湯（鴨生24番地10）

あたたかな空 間

高齢者に関するお知らせ

9月の嘉麻市温浴施設のイベント

●問／高齢者介護課 高齢者支援係 ☎53-1182

●問／嘉穂老人福祉センター ☎57-0184

・お客様感謝デー 9月17日
（月）敬老の日（入館料終日無料）
開館時間 10：00〜21：00／入浴時間 11：00〜21：00
●問／山田いこいの家「白雲荘」 ☎52-1681

■日時／10月28日（日）11時〜16時30分

（入館料のみ）

☎092-474-7015

・お客様感謝デー 9月17日
（月）敬老の日（入館料終日無料）

ホームページ

FAX 092-436-5234

http://www.f-kaigo.jp/

・季節の湯（りんどうの湯）9月17日（月）※終日開催

認知症キャラバン・メイト養成講座ご案内
市では、地域で暮らす認知症の人やその家族を応援する

8月5日に碓井屋内ゲートボール場にて「嘉麻市老人クラ
ブ連合会 ペタンク大会」が行われ、嘉麻市内の老人クラ
ブから全14チームが参加しました。
猛暑で高い気温が続くの中にも関わらず、皆さん真剣に
競技に取り組む姿が見られ、チーム一丸となって熱戦が
見事優勝を勝ち取ったのは「枝坂Ａチーム」、2位は「熊本A

座」の講師役『認知症キャラバン・メイト』を養成する講座

チーム」
、
3位は
「山田Ｂチーム」
、
４位は
「新道Bチーム」
でした。

を開催します。この機会にぜひ、ご参加ください。

優勝チームは、9月27日に小郡市で開催される県老連大

昨年6月に上山田商店街にオープンした
﹁ライ

年間営んだ︑
セレモニーホールおおつ

45

を営んでいるのが大塚さんご
ブハウス おおつか﹂

夫妻です︒

かを従業員の方へ譲り渡した後︑
このライブハウス

の運営をスタートされました︒﹁以前はこの場所は

花屋と事務所でした︒
このまま大塚さんまでシャッ

ますシャッター商店街になってしまい寂しいと街の

ターが閉まることになると︑
上山田商店街がます

方々からお声をいただき︑
まちおこしのためにも︑

と一念発起したのがきっかけです︒
﹂
と秀樹さん︒

そんな2人が第二の人生として選んだのは︑
共

通の趣味でもあった音楽︒﹁都会に行かなくても音

楽を聞いたり︑
演奏したり︑
楽しむことができる場

所を作りたいと思ったんです︒
こけら落としには

福岡で活躍するアーティストの方がかけつけてく

ださり︑
以降もプロミュージシャンの方から︑
地元

出身のアーティストまで様々な方がライブを開催

してくださいました︒素晴らしい演奏を聴ける事

見れたことが本当に幸せでしたね︒﹂
と︑
あけみさ

もですが︑地元の人達 が集って楽しんでいる姿を

んも笑顔で話します︒
お二人のライブハウスは音楽

を通して人と人をつないでいく場でもあるのです︒

ライブの開催はもちろんですが︑
この場を練習

スタジオとして楽しむ方々も多数いらっしゃるそ

う︒﹁若い方々にも︑
音楽を楽しめる場所が上山田

H30.9月号.広報嘉麻

商店街にあることを知ってもらい︑世代を越えて

●問／高齢者相談支援センター ☎53-1191

交流できる場にできたら嬉しいです︒地域にまた

■申込締切／9月28日(金)までに電話でお申込みください。

一流の
設備も
完備!

新たな賑わいが作れるのであれば︑貸し教室とし

■講師／福岡県地域介護実習・普及センター

所に
こんな スが!
ハウ
ライブ

てでも ︑何にでも 使っていただいて構わないんで

キャラバン・メイトの役割と講座運営について

す︒
﹂
とお二人は話します︒

■内容／認知症についての理解

各チームの素晴らしい活躍を期待できることでしょう。

あたたかな笑 顔で溢れる﹁ライブハウスおおつ

■日時／10月29日（月）午前9時30分〜午後4時まで

会へ、2位・3位・4位のチームは9月7日に嘉麻市で開催さ
れる筑豊老連大会へ出場します。

か﹂
でつながる音楽の輪は︑
今後もどんどん広がっ

■場所／山田市民センター

場所で生まれる人々のつながりをご紹介します。

音楽を通じて、地元の方々が楽しめるような空間を作りたい。
ていくことでしょう︒

立場でおこなえる方

上山田商店街の一角でライブハウスを営む大塚さんご夫妻。
「まちおこしのために何かしたい」
という想いがつまったこの

繰り広げられました。

“認知症サポーター”をつくる「認知症サポーター養成講

■対象／認知症サポーター養成講座をボランティアの

19

ペタンク大会が開催されました!

65

歳

●申込・問／公益社団法人福岡県介護福祉士会
（県委託業者）

67

歳

・演芸会（皆でカラオケ歌おう会）9月14日（金）12：00〜

上山田
ない！
か分から
が起こる
楽に
音
な
人生何
大好き
生︑
！
残りの人 きていきます
て生
囲まれ

■申込締切／10月12日（金）※必着

☎42-1413（岩崎1117番地2）

嘉麻市

■場所／FFGホール（福岡市中央区）

・ストレッチ体操 9月3日(月)、
10日(月)、
17日(月) 10：30〜

開館時間 10：00〜20：00／入浴時間 11：00〜19：00

ご夫妻
大塚さん

護についての理解を深めていただくためのイベントです。

■定員／600名（先着順）※入場無料

●問／稲築社会福祉センター・稲築老人憩いの家

vol.17

介護技術の競技やタレント・西川ヘレンさんの講演など、介

■稲築社会福祉センター・稲築老人憩いの家

・椿劇団公演 9月23日（日）12：00〜（観覧無料）

人と人との
「つながり」
を大切に。
高齢者と、
その周囲の方々との
つながりを取材しました。

大塚 あけみさん

・季節の湯（りんどうの湯）9月15日（土）※終日開催

ふくおか介護フェスタ２０１８ 観覧者募集

つなぐ
大塚 秀樹さん

■山田いこいの家「白雲荘」
（熊ヶ畑2173番地1）

嘉麻市で見つけた
人の温もり

H30.9月号.広報嘉麻
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ひとり親家庭の方への相談会・就労支援講習会

楽しく学べる！「離乳食教室」

ひとり親家庭の方等を対象に、ハローワークと連携した

離乳食作りに悩んでいませんか? 赤ちゃんの発達に合わ

就業支援や養育費相談等を行っています。

せた離乳食のすすめ方、作り方について簡単な調理を中

以下の支援を希望される方は、先ずはお電話ください。

心に楽しく学べる教室です。離乳食について学びながら、

【福岡県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

日時／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）

赤ちゃんの相談やママさん同士の交流を深めましょう。
■日時／9月20日（木）、11月29日（木）、2月7日（木）
■場所／山田市民センター
■内容／離乳食の話・調理実習・試食
■定員／10人（定員になり次第締め切り）

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）

■託児／あり
（要予約）

講習会
パソコン
・Word
・Excel
基礎〜応用

期間／10月2日
（火）
〜10月25日
（木）
火・木の8日間
時間／9：30〜15：30 定員／10名
（託児有）
受講料／無料
（教材費等1,000円は自己負担）
締切日／平成30年9月12日
（水）
場所／福岡県行橋総合庁舎

■持参／母子健康手帳、エプロン、三角巾、手ふきタオル、

弁護士相談
クーポンの
配布

遊びで
ル
ー
プ
大好きな 気いっぱい!
元
ボールを
暑い日も

10時〜12時（受付9時40分〜）

就業支援

パソコン技能
標準試験
コース

嘉麻市内の幼稚園・保育園
保育所を紹介！

■対象／0か月〜1歳前後までの乳児とその保護者

養育費相談

パソコン

元気いっぱい!

期間／11月2日
（金）〜12月20日
（木）
火・木・金の20日間
時間／18：30〜21：00 定員／10名（託児有）
受講料／無料（教材費等4,000円は自己負担）
締切日／平成30年10月16日
（火）
場所／立岩交流センター
（旧 飯塚市立岩公民館）

今月は!
嘉麻市 山野

浮かべて
大はしゃ
ぎ!

社会福祉法人 恵智会

山野保育園

筆記用具、飲み物、お子さんの用品など

今回は、
本年度より新たなスタートをきった山野保育

■申込期限／各日程の１週間前まで

園をご紹介します。
山野保育園では、
子ども達の心・

●申・問／母子保健係まで電話でお申し込みください。
健康課 母子保健係 ☎53-1104

体・知の健やかな成長を願い、
保護者や地域の方と

プール
よ!
楽しい

協力し合いながら、
日々の保育を行っているそうです。
山野保育所から山野保育園へと変わり、
0歳児からコ
オーディネーショントレーニングを導入。
体幹を鍛え、
準備運動も兼ねた体操とマラソンを毎朝行うなど、
健やかな体づくりのための取り組み等を新たに実施

方式／養育費相談（ひとり親サポートセンター
実施）や集中電話相談の結果、弁護士による更
なる助言が必要と判断した者に対して、弁護士
相談クーポン
（1時間無料相談券）
を配布。
相談者は福岡県17ヵ所の法律相談センターに
予約を取り、
クーポンを持参して相談する。
対象／福岡県内居住者
（但し、
福岡市・北九州市・久留米市居住者を除く）

されていました。
さらに、
年間を通して様々な行事も予

ョン
ィネーシ
コオーデ グで
ン
トレーニ えます!
体幹を鍛

定されており、
沢山の経験を積むことができる環境づ
くりに取り組まれていました。
来年度以降には、
園舎
を新たな場所へ新設される予定だそうです。

こんなことも
や�てるよ！

【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
5日
（水）救急講習 ※申込締切8/29（水）

【 恵大保育園地域子育て支援センター 】☎57-3318
■たんぽぽ広場 10：00〜11：30
4日
（火）敬老の日のプレゼント作り・発育測定

19日
（水）
プラバンキーホルダーを作ろう! ※申込締切9/5
（水）

日頃の感謝の気持ちを込めてプレゼントを作りま

26日
（水）
ベビーマッサージ・育児相談・身体測定

しょう。

（助産師 金子先生）
10月10日
（水）
ピクニックへ行こう! ※申込締切9/26（水）
■保育園施設開放・園庭開放 月〜土曜 10：00〜15：00
※利用を希望される方はお問い合わせください。

笹 栗 先 生は ︑
いつも明るく子

ど も 達 に 接 す る 人 気の 先 生 で

す︒保 育 歴 は 9 年 目で ︑系 列 園

れてきたそう︒

■ホッとサロン開放日 月〜金曜 8：30〜17：00

※なかよし開放日 10：00〜15：00（毎週月〜金曜）

の恵 大 保 育 園から 本 年 異 動 さ

5日
（水）今月は
「支援センター」
です。

※一時預かり 9：00〜17：00
（月〜金曜）
、
9：00〜12：00
（土曜）

年 長 さ ん の 担 任 を 受 け 持つ

■おはなしだぁーいすき 10：45〜11：30

遊ぶ前の準備運動も兼ね、毎朝体操とマ

笹 栗 先 生 は﹁ 保 育 園 へと 変 わ

作りましょう。
※出来た作品は持ち帰れます。

り︑初めての経験をすることが

親子で一緒にお魚がたくさん泳ぐ手作り水族館を

21日
（金）
スクラップブッキング ※申込締切9/14（金）

増えた子ども達に︑皆で協力し

■いないいないばぁ 10：30〜12：00
（6ヶ月〜1才6ヶ月児まで）

す る ことの 喜 び を でき る 限 り

28日
（金）手作り水族館

て頑張ることの大切さや︑達成

地域の方による、
マジックショーがあります。

多 く 実 感 し てほしいと 思い︑

25日
（火）
わくわくマジックショー

日々の保育をさせていただいて

※申込締切9/21（金）

親子で楽しみながら製作をします。

います︒私自身も︑子ども達と一

28日
（金）
ふれあい遊び
（講師 久田恵子先生）

かわいい衣装を作って踊りましょう。
18日
（火）9月の製作

保護者の方などをお招きして夕涼み会を実施しました。
年長さんは初めての鍵盤ハーモ

ニカに挑戦。
苦戦しながらも練習を頑張り、
当日は大成功! 沢山の拍手をいただきました。 ラソンをしています。
朝から元気いっぱい!

緒 に 成 長 し てい き たいで す ︒﹂

7日
（金）敬老の日のプレゼント作り ※申込締切9/5（水）

14日
（金）運動会の衣装作り・踊り

と話されていました︒

■るんるん教室 10：30〜12：00（6ヶ月〜就学前まで）

おはなし会に参加します。
（場所／夢サイトかほ）

﹁で
き
た
! とい
う
嬉しい経 ﹂
験
あげたい を増やして
です︒

【 嘉麻市地域子育て支援センター 】☎83-5263

11日
（火）
ぽかぽかおはなし会

だいすき!
せんせい
ささぐり

かおり

笹栗 香織せんせい

※毎週火曜日は身体測定 ※詳しくはお電話でお尋ねください
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今月のお題： 夏の思い出

図書館からのお知らせ

Kids

snap

秋の読書まつり2018 イベントのご案内

大人の映画会

大人の工作会

「4分間のピアニスト」

おおさき ゆめか

大崎 夢華ちゃん

オリジナルの図書館バッグをつくろう♪

無実の罪でとらわれた天才ピアニストが自分の才能を信

エコバッグにオリジナルのペインティングをほどこし

じてくれる女性教師との出会いを通して、
再び人生の輝き

て、世界に一つだけの素敵な図書館バッグを作りま

を見出すまでを描く感動作。
会場内でピアノの演奏に関す

しょう♪ お早目にお申込みください。

る図書も展示・貸出しています。
皆様、
ぜひご参加ください。

■日時／10月21日
（日）午後1時30分〜3時

■日時／10月13日（土）午後2時〜4時

■会場／山田生涯学習館

■会場／碓井図書館 ■申込不要 ■参加費無料

■講師／織田廣喜美術館

●問／碓井図書館 ☎62-5174

します（材料は図書館でご準備します）
■託児あり ※ご希望の際は、
お申込み時にお伝えください
■申込開始／9月26日
（水）〜

「ピサの斜塔」の上層2階は下の6階と

おおやま はるいち

大山 仁心ちゃん
下臼井 3歳 女の子

大山 春市くん

下臼井 1歳 男の子

平成29年1月22日生
平成26年8月9日生
平成27年6月26日生 平成29年4月27日生
おうちで初めての水遊 新しいプールを買って お気に入りの洋服♡ ム チム チ な スイカで
び、
最初は怖がっていた もらい皆んなで楽しく このポ ーズ は なにか す♡
けど楽しく遊びました! 水遊びをしました。
な!?笑

ますいし まりさ

ともまつ さくと

桝石 麻梨咲ちゃん 友松 咲人くん
鴨生 3歳 女の子

上山田 2歳 男の子

平成26年12月16日生 平成28年6月18日生
世 界に一つだけの可 パパと篤ちゃんと一緒
愛い甚 平で夏 祭りを に獅子舞さんしたよ!
満喫♡

メールでのご応募OK⬇

次号掲載の締め切りまでに①〜③のいずれかにてご応募ください。
9月12日
（水）締切
10月号の
①市役所
（各庁舎でも可）
に持参 ②下記住所へ郵送 ③下記アドレスへ送信
お題
食欲の秋
食べるの大好き!
【問合せ・写真の送付先】株式会社NOTE 広報嘉麻編集部
住所／〒820-0005 飯塚市新飯塚21-26 ASビル3F（☎52-3244） メールアドレス／kouhoukama@hen01.com
※一部読み込めない
※掲載写真は返却できません。
※写真を掲載する際は、事前に編集部より確認のご連絡をさせていただきます。
機種もございます。
※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。
注意

■定員／20名 ※先着順 ■参加費無料

中川 武／監修（宝島社）

下臼井 4歳 男の子

おおやま にこ

・性別・生年月日・年齢（6歳まで）
・お住まいの地域名（例：上臼井）
お子さんの ●お子さんの、名前（ふりがな）
（25字以内）
を記入してください。
写真の裏に ●送付される方の、名前・住所・電話番号・コメント

■内容／エコバッグにアクリル絵の具でペインティング

■一般図書 「世界遺産100断面図鑑」

大崎 弘夢くん

お題に沿った、6歳までのお子さんの写真を募集中! ぜひ、
ご応募ください!

地域活動指導員 藤嶋 芳絵さん

新しい本の紹介

下臼井 1歳 女の子

おおさき ひろむ

●申込・問／山田図書館 ☎53-1143

違う?「五重の塔」の心柱は建物を支え
ていない? 世界の文化・自然・複合遺産

図書館定例イベントのお知らせ

ちで美しさの秘密に迫ります。

かま男女共同参画推進ネットワーク推進事業 第13回 かま〜んフェスタ

■おはなし会（乳幼児向け）

■児童図書 「ザトウクジラ」

【山田】 9月20日（木）午前11時〜11時30分

ヨハンナ・ジョンストン／さく

【碓井】 9月23日（日）午前11時〜11時30分

レナード・ワイスガード／え

【稲築】 9月26日（水）午前10時40分〜11時10分

こみや ゆう／やく
（好学社）

【稲築】10月10日（水）午前10時40分〜11時10分

赤 道 付 近のあたたかい海で

「女のつらさ」
「男のつらさ」
はどこから？

〜お互い
（男女）
の生き方を世の中の動きとともに考えてみましょう〜

男性が抱える問題の解決や男性の生き方の問い直しに取り組む多賀
太さん
（関西大学文学部教授）
の講演会を開催します。
■日時／10月14日
（日）
13：30〜15：30
（13：00受付）

■おはなし会（児童向け）

遊び、パートナーを探すザト

【嘉穂】 9月22日（土）午後2時〜3時

ウクジラは、えさを求めて北極や南極まで何千キロとい

【山田】10月 6日（土）午前11時〜11時30分

う旅に出ます…。美しい絵とともにザトウクジラの壮大な

【碓井】10月13日（土）午前11時〜11時30分

暮らしを追った絵本。

男女共同参画推進課からのお知らせ

100ヵ所を紹介。内部の構造と成り立

■場所／夢サイトかほ ■講師／多賀 太さん
（関西大学文学部教授）
■入場料無料 ※手話通訳あり ※託児あり
（要予約 10月5日締切）
【主催】
かま男女共同参画推進ネットワーク 【後援】嘉麻市

●詳しくは、図書館（☎53-1143）までお問合せください。

●問／かま男女共同参画推進ネットワーク代表 大塚裕子 ☎57-1848
■女性相談窓口
（9月の相談日） 一人で悩まずに、
まずは相談してく

私 のまち の 美 術 館

嘉麻市立

へ。

ようこ そ 、

どの絵本原画をはじめ、
総勢約240種類のこびとを掲載した
『こびと大図鑑』
の原画や本の制作過程で練られた試作本、
ス
ケッチなど作家の日常が窺える資料などを公開しています。
〒820-0502 嘉麻市上臼井767 TEL：0948-62-5173
9月の休館日 3（月）、10（月）、18（火）、25（火）
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◯山田生涯学習館内 男女共同参画推進課相談室

開催期間

9月1日
（土）〜
10月8日
（月・祝）
所 嘉麻市立織田廣喜美術館
問 所と同じ ☎62-5173

FAX：0948-62-5171

9：30〜17：30（入館は17：00まで）

なばたとしたか

に11年ぶりの新刊となったシリーズ絵本
『こびと桃がたり』
な

向けた助言や情報提供を行います。相談無料。秘密は厳守します。
©

絵本『こびとづかん』
の原作者、
なばたとしたかさんの原画展

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

織田廣喜美術館

約２４０種 の「こびと」の 原 画などを大公開
を開催しています。最初の絵本『こびとづかん』
から、今年5月

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

9月4日
（火）、7日
（金）、11（火）、14日
（金）、18日
（火）、
21日
（金）、25日
（火）、28日
（金）各9時〜16時
◯稲築庁舎1階 相談室2
9月6日
（木）
、
13日
（木）
、
20日
（木）
、
27日
（木）各9時〜16時
◯嘉穂庁舎1階 相談室1

9月10日
（月）13時30分〜16時

●問／男女共同参画推進課 ☎53-1120
■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

☎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）

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

◯相談料無料（電話代はかかりますのでご了承ください）

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

◯状況に応じて面接相談も受けています ◯秘密厳守

ので、安心してご相談ください。

●問／男女共同参画推進課 ☎53-1120

H30.9月号.広報嘉麻
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交通事故の動き
身体障がい者
（児）
の巡回相談
（予約制）
について
身体障害者手帳を持つ人を対象に補装具の巡回相談を実施

information

します。
※予約制ですので、
相談を希望される方は９月１８日
（火）
までに社会福祉課障がい者福祉係へご連絡ください。

国民年金からのお知らせ

を受ける時に必要な、
受給資格期間として算定されますが、
老

事前に予約してください。
）
予約人数が少ない場合は午前中で

平成21年3月以降に免除された期間

■場所／碓井住民センター文化ホール
■内容／肢体不自由の補装具費の新規支給・再支給・修理の
要否判定、
処方及び適合判定。
ただし、
電動車椅子、
座位保持

免除額
受給額

全額
2分の1

4分の3
8分の5

半額
4分の3

4分の1
8分の7

半額
3分の2

4分の1
6分の5

平成21年3月以前に免除された期間
免除額
受給額

全額
3分の1

4分の3
2分の1

0 （−1） 女 性 20,648 （−33）

傷 者 数
（人） 95（−45） 世 帯 18,730 （−11）
平成30年7月末現在
（ ）
内は前年比

平成30年7月末現在
（ ）
内は前月比

稲築保健センターで運動を楽しもう!!
涼しくなり身体を動かしやすくなって
きました。健康増進室は充実した運動

お役立ち情報発信!

嘉麻のくらし
nformation
おしら せ
9月 在宅当番医

装置、
重度障害者用意思伝達装置については相談のみで判定

また、学生納付特例と若年者納付猶予によって保険料の納

器具と設備が整っており、誰でも利用

9月分の在宅当番医です。変更がある場合がありますので、

は行いません。

付が猶予された期間は、老齢基礎年金を受ける時に必要

できる運動施設です。運動に関する専

受診の際は当日の新聞（筑豊版）等でご確認ください。

■持参物／印鑑、
身体障害者手帳、
現在補装具を使用している

な、受給資格期間としては計算されますが、老齢基礎年金

門知識を持った健康運動指導士が個

■9月2日
（日）
いわみハートクリニック
（鴨生）
・
・
・
・☎42-0326

人は、
使用中の補装具。
※補装具費の支給については１割の自

の額には反映されません。

別指導してくれるので、運動初心者の

■9月9日
（日）
西野病院
（鴨生）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・☎42-1114

己負担上限額を認定するため、
収入額の確認が必要になるこ

そこで、将来受け取る老齢基礎年金額を増額するために、
こ

方も安心です。また、
ステップ台やバラ

■9月16日
（日）
佐谷医院
（飯田）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・☎62-2154

とがありますので、
平成２９年中の年金額の分かる支払通知書

れらの免除期間について、10年以内であれば保険料を遡っ

ンスボールを使用した運動教室も大人

■9月17日
（月・祝）
平野医院
（鴨生）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・☎42-1125

等をご持参ください。

て納める
（追納）
ことができます。ただし、免除期間が2年度

気です! ぜひ、この機会に運動を始め

■9月23日
（日・祝）
嘉麻赤十字病院
（上山田）
・
・
・
・
・☎52-0861

●問／社会福祉課 障がい者福祉係 ☎53-1106

を過ぎると当時の保険料に加算額が上乗せされた金額に

てみませんか？

■9月24日
（月・振替）
鎌田病院
（中益）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・☎57-3522

※補聴器の作成や肢体不自由の身体障害者手帳の診断書作

なります。追納できる期間の順序は、先に免除された期間か

■初回利用者受付時間／

■9月30日
（日）
大塚病院
（上山田）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・☎52-0871

成は行いませんのでご注意ください。

らとされていますが、学生納付特例と若年者納付猶予の期

◯毎週火曜 11：00〜11：30 14：00〜15：00受付

■10月7日
（日）
菊原内科クリニック
（鴨生）
・
・
・
・
・
・
・☎43-1005

※巡回相談後、
適合判定
（11月14日午後）
、
完成品検査
（12月12

間は、先に追納することも選択できます。

◯毎週木曜 14：00〜15：00 16：00〜17：30受付

※飯塚急患センター 飯塚市吉原町1番1号サンメディラック

日午後）
を受けなければなりません。

また、過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付する

■場所／稲築保健センター2F 健康増進室

ことができる
「5年の後納制度」もあります
（本来、国民年金

■料金／1時間100円

飯塚市消費生活センター移転のお知らせ

保険料は2年を経過すると時効により納付することができ

平成30年10月1日
（月）
から飯塚市消費生活センターは、
市民

ません）。
この制度を利用すれば、将来の年金額を増やすこ

交流プラザ
（あいタウン２階）
内に移転します。

とができます。平成30年9月30日までの制度ですので、
ご希

■住所／〒820-0040 飯塚市吉原町6番1号

望の方はお早めにお申込みください。

（あいタウン2階 市民交流プラザ内）
■受付時間／平日 8：30〜17：00
（駐車場は、
あいタウンの駐車場をご利用いただき、
駐車券をお持ち下さい。
）
●問／飯塚市消費生活センター ☎22-0857
※飯塚市消費生活センターは、
飯塚市・嘉麻市・桂川町の住民

（1ヶ月券／12回分回数券は1,050円）
■持参物／動きやすい服装、
運動シューズ
（室内）
、
マッサージチェア利用時はバスタオルをご持参ください。
●問／健康課 健康推進係 ☎53-1104

なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の

重度障がい者医療制度について

利用はできません。追納や後納制度を利用するには、お申
込みが必要です。

現在、
障がい者医療証を持っている人で、
所得等審査後、
受給

●問／国民年金保険料専用ダイヤル ☎0570-011-050

資格のある人には９月下旬に新しい医療証を郵送します。
９月３

●問／直方年金事務所 ☎0949-22-0891

０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

【出張年金相談は予約制です】出張年金相談を利用する場

飯塚2階 【診療科目】
内科・小児科
（外来のみ）
（平日）
19時〜21時（祝祭日）
18時〜22時
（注意）
1歳未満のお子さんの診療、
外科的症状、
けいれん等の
重病のときは、
飯塚病院 救命救急センターへお願いします。
【お詫び】広報嘉麻平成30年8月号 31ページ
「8月 在宅
当番医」
において間違いがございました。
深くお詫び申し
上げますとともに、
下記の通り訂正させていただきます。
(誤)大塚医院
（正）大塚病院

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

先端設備等導入計画の認定申請を受付けます

の消費生活に関する苦情および相談を受付け、
解決に向けた

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。

意事項をよくお読みになり、
住所の変更や健康保険の変更が

嘉麻市は
「生産性向上特別措置法
（平成３０年６月６日施行）
」
に

助言や情報提供等を行っています。
相談は無料です。
一人で悩

その際に基礎年金番号をお知らせください。

あった時などは、
速やかに届け出てください。

基づき、
「導入促進計画」
を策定し同年７月３１日に国の同意を

まず、
お気軽にご相談ください。

水道局からのお知らせ
〜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／平成３1年２月頃まで

直方年金事務所出張相談
場

所

■調査業者／株式会社テクノスジャパン

9月13日
（木）

田川青少年文化ホール

9月 6日
（木）
9月20日
（木）

川崎町コミュニティセンター

9月27日
（木）

飯塚市立岩交流センター

9月 4日
（火）
9月11日
（火）
9月18日
（火）
9月25日
（火）

※漏水の確認等で宅地内を調査することがありますので、
ご協
力ください。

日 程

嘉麻市稲築保健センター

■調査地区／市内給水区域全域
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死 者 数
（人）

国民年金で保険料の納付を免除された期間は、
老齢基礎年金
齢基礎年金の受給額は、
以下のとおりです。

人 口 38,624 （−56）

発生件数
（件） 73（−25） 男 性 17,976 （−23）

【国民年金保険料の免除期間や未納期間がある方へ】

■日時／１０月３日
（水）
（受付時間）
９時３０分から１１時
（※必ず
終了します。

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

人の動き

時

間

10時〜12時
13時〜16時

【障がい者手帳をお持ちの方へ】
障がい者手帳をお持ちの方の

得ました。
今後、
市内の中小企業者が、
この導入促進基本計画

うち、
下表の等級に該当する場合は、
重度障がい者医療を受給

に沿った
「先端設備等導入計画」
を作成し、
本市の認定を受け

できる可能性があります。
お近くの庁舎でお手続きください。

た場合には、
各種支援措置を活用することができます。

対象者

身体障害者手帳1級又は2級

制度の詳細、
各種様式等につきましては嘉麻市のホームペー

療育手帳Ａ判定

ジ及び中小企業庁のホームページ
（http://www.chusho.me

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人が対象となります

■自己負担／なし ※入院時の食事代、
保険適用外の診療な

ti.go.jp/keiei/seisansei/index.html）
の
「生産性向上特別措
置法に基づく
「先端設備等導入計画」
等の概要について」
や
「先端設備等導入計画策定の手引き」
をご確認ください。

※出張年金相談では、
障害年金、
脱退一時金など受付できな

どは、
助成対象外です。

【検定期間満了の量水器取り替え】

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

■所得制限／あり ※特別障害者手当に準じます。

■取替期間／平成３１年3月頃まで

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

■届け出に必要なもの／障がい者医療証、
身体障害者等手

嘉穂特別支援学校 平成30年度 学習発表会

■取替地区／市内給水区域全域

できません。

帳、
健康保険証、
印かん、
マイナンバーのわかるもの

■日時／平成30年10月13日
（土）

※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

●問・予約／直方年金事務所 ☎0949-22-0891

■届け出先／碓井庁舎国保年金係又は各庁舎市民係

●問／産業振興課 商工係 ☎57-3154

FAX:57-4020

9：30〜 開会式・ステージ発表、
12：00〜閉会式

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。

お電話されたら音声案内が流れます。最初に
「1」
を押し、

●問／市民課 国保年金係 ☎62-5679

■場所／嘉穂特別支援学校 体育館にて

●問／水道局 業務係 ☎42-7063

続けて
「2」
を押すとお客様相談室につながります。

※重度障がい者医療制度について、
詳しくはご連絡ください！

●問／福岡県立嘉穂特別支援学校 ☎42-1511

H30.9月号.広報嘉麻

H30.9月号.広報嘉麻
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「職場のハラスメント集中相談会」
を開催します

●問／福岡県社会福祉協議会 人材・情報課
☎092-584-3310
【ホームページ】http://www.fuku-shakyo.jp/jinzai/

information

一人で悩まず、
ご相談ください。
パワハラ、
セクハラ、
マタハラ、

◇市民相談（市役所 総務課）

その他労働問題に関するご相談もお受けします。
来所面談、

■時間／8時30分〜17時（平日のみ）
●問／☎62-5660

福岡県では、特定不妊治療を行うご夫婦へ、
治療費の一部を助成しています。

電話どちらでも可。
秘密厳守。
無料。
予約不要です。

■場所／市役所総務課市民相談係

■日時／平成３０年９月１２日
（水）
及び１３日
（木）

※各庁舎総務係では、
無料法律相談取次ぎ等も行っています。

■対象治療／特定不妊治療指定医療機関によって行われた

◇その他相談窓口

特定不妊治療
（体外受精・顕微授精）
及び特定不妊治療に至

両日とも９時〜２０時
（受付は１９時３０分まで）
■対象者／労働者、
事業主

※
（

）内は主催機関

【弁護士による無料法律相談（福岡県弁護士会）】

■開催場所／福岡県筑豊労働者支援事務所
（飯塚市新立岩８番１号 福岡県飯塚総合庁舎 別館2階）
●問／福岡県筑豊労働者支援事務所 ☎22-1149

グリーンコープ生活再生無料相談会を開催します！

■日時／平成30年9月24日
（月）
9時〜14時30分
■場所／飯塚駐屯地
（飯塚市大字津島282）
■内容／記念式典・観閲行進・

る経過の一環として行われた男性不妊治療とし、
医療保険が

展示飛行・訓練展示・音楽演奏・

適用されない治療に要した費用を助成の対象とする。

装備品展示・装備車試乗・

※時間はいずれも13時〜16時

■対象者／治療開始時に法律上の夫婦であり、
申請日に少な

各種イベント等

■場所／碓井庁舎1階 市民相談室

くとも一方が福岡県内
（北九州市・福岡市・久留米市を除く）
に

●問／☎62-5660 ※事前に予約が必要です。

居住している方。
治療開始日における妻の年齢が43歳未満で

広報室（飯塚市大字津島282）

あること。

☎22-7651（内線246）

【行政書士による無料相談（福岡県行政書士会筑豊支部）】
■日時／9月25日
（火）
・10月23日
（火） 13時〜16時

受け、
多重債務者の債務整理の相談や、
債務整理後の生活再

■場所／碓井庁舎1階 市民相談室

●問／☎62-5660

【法律相談（嘉麻市社会福祉協議会）】

施しています。
家計の管理についてお悩みの方、
債務の返済に

■日時／9月20日
（木）13時〜16時 ■場所／稲築住民センター

ついて困っている方、
債務整理後の生活再生の相談をしたい

●問／☎42-0751 ※事前に予約が必要です。

方、
一人で悩まずぜひご利用ください。

陸上自衛隊飯塚駐屯地創立52周年記念行事

■日時／9月13日
（木）
・9月27日
（木）
・10月11日
（木）
・10月25日
（木）

グリーンコープ生活協同組合ふくおかが、
福岡県からの委託を
生に向けた家計診断・生活指導までの一貫した出張相談を実

【心配ごと相談（嘉麻市社会福祉協議会）】

■所得制限／夫婦合算の前年の合計所得金額から各種控除

●問／陸上自衛隊飯塚駐屯地

【E-mail：2aab-s3opns-wa@inet.gsdf.mod.go.jp】

額を差し引いた額が730万円未満であること

9月は
「障害者雇用支援月間」
です

■申請期間／治療が終了した日又は中断日の属する年度内
（平成30年度の申請期間は、
平成31年3月29日まで。
ただし、
や

一人でも多くの障害のある方が働く場を得られるよう皆さま

むを得ず年度内に申請できない理由がある場合に限り、
平成

のご理解とご協力をお願いいたします。

31年4月10日まで
（事前に申請窓口への相談が必要です）
）

※平成28年4月1日から雇用分野における障害者への差別禁

■日時／平成３０年１０月２日
（火）

■日時／9月12日
（水）
・9月26日
（水）
・10月10日
（水）
・10月24日
（水）

※助成金額、
助成回数など助成制度の詳細については、
別途お

止・合理的配慮の提供が義務づけられています。

■時間／１０時〜１６時

※時間はいずれも13時〜15時

問い合わせください。

※平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられ

●問／福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

ています。

■場所／嘉麻市山田生涯学習館 第４研修室
（嘉麻市上山田1347-10）※面談には予約が必要です。
●問・予約／グリーンコープ生活再生相談室
☎093-871-8824
（北九州相談室）
☎22-5611
（筑豊相談室）

■場所／稲築住民センター

●問／☎42-0751

【行政相談（嘉麻市行政相談委員）】

健康増進課 健康推進係 ☎29-0277

●問／☎62-5660
人にはなかなか話せないこと、
自分のこころにため込んでいま

障害者雇用対策係 ☎092-434-9807

相

談

急な病気やけがに関する相談

ホームページのメールフォームからも相談予約が出来ます。

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

※無料相談会以外でも常時相談をお受けしています。

もあります。
相談は無料で、
匿名です。
お気軽にご相談ください。

救急電話相談、医療機関案内

■日時／毎週水曜日
（祝祭日除く）17時30分〜20時30分

プッシュ回線 #7119もしくは

●相談／☎53-1128

●問／☎092-471-0099 24時間年中無休

【ホームページ】
http://www.greencoop-fukuoka.jp/saisei/
「人権擁護委員による悩みごと相談」開設
〜相談に応じます〜

人権擁護委員が、
家庭内のもめごとや隣近所とのトラブル、
い

●問／福岡労働局職業安定部職業対策課

■日時／10月4日
（木）13時〜15時 ■場所／嘉穂庁舎
【嘉麻市こころの電話相談】

受付時間は月曜〜土曜 ９時３０分〜１８時まで

徴税係からのお知らせ
【今月の納税のお知らせ】
今月は
「国民健康保険税（第4期）」
の納期月です。
10月1日
（月）
までに忘れないように納税してください。
【夜間納税相談窓口】
昼間、仕事などで納税できない人や納税相談に来ることが
できない人のため、毎月第2木曜日に「夜間納税相談窓口」

市民公開講座＆シンポジウム&個人相談
「知っておきたい！肝臓病と糖尿病」

を開設しています。市税・国民健康保険税が納税できるほ

じめや差別などの相談に応じます。
相談は無料で、
秘密は厳守

肝臓病
（肝炎・肝がん・脂肪肝）
と糖尿病との関係や治療に関す

か、納税相談を受け付けていますので、
お気軽にご利用くだ

されますので、
お気軽にご相談ください。

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。

さい。

■日時／９月１９日
（水）１３時〜１５時

※参加費無料

■日時／９月13日
（木）17時〜19時

■場所／山田生涯学習館

■日時／平成30年10月13日
（土）

■場所／碓井庁舎 税務課窓口

●問／飯塚人権擁護委員協議会 ☎22-1580

「高齢者・障がい者のための成年後見相談会」
開催
成年後見制度の利用方法、
遺言や相続、
悪質な訪問販売被害

13：30〜17：00
（13：00開場）

●問／税務課 徴税係 ☎62-5689

■場所／えーるピア久留米 視聴覚ホール
（久留米市諏訪野町）
■講演／座長・講演：久留米大学医学部 内科学講座消化器

全国一斉! 法務局休日相談所（福岡法務局）
開設のお知らせ

「福岡県介護に関する入門的研修」
が開催されます
■日時／

などについて司法書士が無料で相談に応じます。
一人で悩ま

内科部門 教授 鳥村 拓司先生、
肝疾患相談支援センター

福岡法務局では、
休日相談所
（予約制）
を以下のとおり開設し

【基礎講座】
平成30年9月15日、
11月17日

ず、
まずはお気軽にご相談ください。

センター長 井出 達也先生、
副センター長 天野 恵介先生

ます。
予約の上、
お気軽にお越しください。

【入門講座】
（5日間受講いただきます）12月8日、12月15日、

■日時／平成30年9月22日
（土）10時〜13時

大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座

■日時／10月7日
（日）10時〜15時

講師 後藤 孔郎先生

■場所／福岡法務局本局

【基礎講座】
13時から16時まで

■内容／土地・建物の相続登記、
遺言・後見などの公正証書、

【入門講座】
10時から16時まで

■方法／面談相談
（無料）
1件 50分 ※予約制、
定員あり
■会場／筑豊会場：宮若リコリス 研修室1
（宮若市宮田6番地1）
■予約受付期間／9月3日
（月）
〜9月21日
（金）
なやみ

こうし よ う

●問・予約／☎0570-783-544

FAX：092-714-4234

主催：福岡県司法書士会
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート福岡支部
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■申込締切／平成30年9月30日(日)まで
※定員250名になり次第締切
●問・申込／

（土日祝日を除く）10：00〜16：00
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定例の無料相談

12月22日、
平成31年1月12日、
1月19日 ※いずれも土曜日

隣地との境界トラブル、
戸籍、
国籍、
供託及び人権問題など

※講義の内容によって、
終了時間が変更する場合があります。

※相談は無料、
法務局職員、
司法書士、
土地家屋調査士、
公証

■会場／田川青少年文化ホール 他
（田川市平松町3-36）

久留米大学病院 福岡県肝疾患相談支援センター

人及び人権擁護委員がご相談をお受けします。

■内容／介護に関する基本的な知識

☎0942-31-7968

■予約期間／9月3日
（月）
〜10月5日
（金）平日：9時〜17時

■対象／介護未経験者の方
（定員50名）

●問・予約／福岡法務局民事行政調査官室 ☎092-721-9383

■参加費／無料

【ホームページ】
http://www.fukuoka-kanshikkan.com/
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職業訓練生募集（障がいのある人）

きょうしつ か い さ い

し

（Information of the Japanese Language Class）
かいさいび

information

砂利採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技術的

平成31年度の訓練生を募集しています。

事項についての試験です。

10月17日
（OCT. 17th）

■募集人員／150人
（男女不問）

■試験日／11月9日
（金） ■受験手数料／8,000円

11月7日、
21日
（NOV. 7th, 21st）

■訓練期間／1年間。
但しプログラム設計科のみ2年間。

■試験地／吉塚合同庁舎
（福岡市博多区）

12月5日、
19日
（DEC. 5th, 19th）

■応募資格／身体障がい、
精神障がい、
知的障がい、

■願書の配布期間／10月12日
（金）
まで

1月9日、
23日
（JAN. 9th, 23rd）

発達障がい、
高次脳機能障がい、
難病などのある人
（手帳の有無を問いません）
■募集期間／9月28日
（金）
まで
福岡障害者職業能力開発校又は、
お近くのハローワークにお問い合わせ下さい。
●問／福岡障害者職業能力開発校
☎093-741-5431

FAX：093-741-1340

「福岡県の職業訓練」
HPアドレス：http://www.fukuoka-kunren.net/

おためしヨーガ教室【受講者募集】
呼吸・姿勢を整えて心身の緊張をほぐし、

■講師／井出由紀 先生

■日時／10月16日、
23日、
11月6日、
13日
（火曜日）全4回
（19時〜20時30分）

■場所／稲築地区公民館 講堂
■定員／20名
（男性可）

■対象／嘉麻市在住・在勤の方
■参加料／無料

■持参物／ヨガマットまたはバスタオル、
タオル、
飲み物
※動きやすい服装

■申込期間／10月1日
（月）
〜10月10日
（水）
●問・申込／稲築地区公民館 ☎42-0750
9時から17時
（土日祝は除く）

平成30年度 第4回 県営住宅入居者募集
■募集住宅／県内に所在する県営住宅
（募集対象団地、
募集
戸数等詳細については募集案内書をご覧下さい。
）

■募集案内書配布期間及び申込受付期間／平成３０年９月２７
日
（木）
〜平成３０年１０月５日
（金）
（申し込み手数料は不要）

■募集案内書配布場所／県住宅供給公社県営住宅管理部管
理課、
公社管理事務所
（福岡・北九州・筑後・筑豊）
、
公社管理
事務所出張所
（行橋・大牟田・直方・田川）
、
県県営住宅課、
各

FAX：092-643-3444

「介護のお仕事復帰セミナー」が開催されます
■日時／10月7日、
14日、
21日
（日）いずれも13時から16時まで
■会場／飯塚研究開発センター 他（飯塚市川津680-41）
■内容／介護技術の復習や施設見学など ■参加費／無料
■対象／介護福祉士か介護関係研修課程修了者で、
介護分野に就業していない方
（定員20名）
●問／福岡県社会福祉協議会人材・情報課
☎092-584-3310
HPアドレス：http://www.fuku-shakyo.jp/jinzai/

募

最近からだのあちこちが痛い…そういったお悩みをストレッチ
やトレーニングで解消しませんか？

■日時／１コース：10月9日、
23日、
11月13日、
27日
（火）
2コース：12月11日、
25日、
1月8日、
22日
（火）
3コース：2月5日、
19日、
3月5日、
19日
（火）
（16時00分〜17時30分）

■場所／嘉穂総合体育館トレーニング室

■内容／各コースともに1〜3回目までは
共通したテーマで行い、
4回目のみテーマ別で実施します。
1回目：首・肩こり、
腰の痛み
2回目：股関節、
膝の痛み
3回目：肩関節の痛み
4回目：下記のテーマ別に実施

にち

にち

にち

就職を希望する障がいのある方が企業の人事担当者と直接面
談できます。
※参加費は無料です。
履歴書を持参してください。

にち

【福岡地区】■日時／9月20日(木)12時30分〜16時

じかん

ば しょ

うすい

ちく

■場所／福岡国際会議場(福岡市博多区)
【南部地区】■日時／9月21日(金)12時30分〜16時

こう み ん か ん

碓井地区公民館
（Usui Community Center）
(Tel 0948-62-5687)

【北九州地区】■日時／10月18日(木)12時30分〜16時

む りょう

さんかひ

■参加費
（Total Tuition Fee）
／無料
（Free）
ほ けん

■場所／久留米リサーチセンタービル(久留米市)

こう み ん か ん そ う ご う ほ しょう

せいど

■場所／西日本総合展示場新館AIMビル3階

はんいない

■保険
（Insurance）
／公民館総合補償制度の範囲内
Within the limits of basic social insurance

【筑豊地区】■日時／10月19日(金)13時〜16時

た くじ

■託児
（Nursery Room）
／
きぼう

かた

もう

こ

じ

■場所／のがみプレジデントホテル(飯塚市)

つた

希望される方は申し込み時にお伝えください。
Please contact us if you need.

(北九州市小倉北区)

●問／最寄りのハローワークまで

■定員
（Maximum Number of Students）
／20名
（20）

平成３０年度第２回危険物取扱者試験準備講習会

■内容
（Contents）
／

■講習日時／平成３０年９月２３日
（日）

ていいん

めい

な いよう

きほん

はじ

ひらがな・カタカナなど基本から始めます。

■講習会場／飯塚市片島三丁目16番8号
「飯塚地区消防本部」

Basic reading and writing of Japanese letters

■講習種類／乙種第４類

(HIRAGANA & KATAKANA)

■受付期間／平成３０年８月２８日〜９月２１日

も うし こ み き げ ん

■申込期限
（Application Deadline）
／
がつ

にち

きんようび

9月21日
（金曜日）

☎080-3999-7607

Friday, September 21st
しゅさい

かまし

ち ゅ う お う こう み ん か ん

■主催（Organizer）
／嘉麻市中央公民館
Kama City Community Center

も うし こ み さ き

といあわ

●申込先
（問合せ）
（Contact）
／
ゆめ

●問／嘉飯地区危険物安全協会
（飯塚地区消防本部予防課内）

でんわ

もう

こ

夢サイトかほへお電話で申し込んでください。
（Tel 0948-57-0080）
平成30年度飯塚地区消防組合
消防吏員採用試験案内

■採用予定人員／4名程度
■受験資格／
（1）
年齢：平成6年4月2日から
平成13年4月1日までに生まれた人
（2）
身体条件：消防吏員として職務遂行に
支障のない身体状態であること
（3）
住所：採用後は、
飯塚地区消防組合管

申込書は、
飯塚地区消防本部及び最寄りの消防署に準備して
います。
※なお、
平成30年度第2回危険物取扱者試験日は平成
30年10月28日
（日）
です。

平成30年度 自衛官採用試験のご案内
募集項目
第4回自衛官候補生
任期制隊員コース

受付期間

試験日程

備考

1次：
9月22日
（土）
午後 ・飯塚開発センター

・北九州市立大学等
（日）
〜
第2回一般曹候補生 7月1日
1次：
一般隊員コース
（土）
午前
9月7日
（金） 9月22日
航空学生
パイロット養成コース

9月17日
（月）

・陸上自衛隊
小倉駐屯地

（日）
男子 ・陸上自衛隊
第2回予備自衛官補 7月1日
（日）
〜 9月30日
非常勤自衛官コース 9月14日
（金） 10月1日
（月）
女子 福岡駐屯地等

●問／自衛隊福岡地方協力本部 飯塚地域事務所
☎22-4847

木造住宅の耐震向上セミナー

轄区域
（飯塚市、
嘉麻市、
桂川町）
に居住することができる人

2コース：筋肉トレーニングによるプロポーションの改善

又は当消防組合の最寄りの署所から概ね30分以内の地域に

■日時／10月6日
（土）14〜17時（受付13時〜）

居住することができる人

■場所／飯塚市役所本庁2階 多目的ホール

3コース：筋力アップによる生活習慣病予防

■対象／市内にお住まい、

または市内でお勤めの65歳以上の男性

■定員／16名
（1人1コースまで。
応募多数の場合は抽選）
■料金／無料

■期日／1コース：9月25日
（火）
まで
2コース：11月27日
（火）
まで
3コース：1月22日
（火）
まで

H30.9月号.広報嘉麻

がつ

1コース：メタボ解消
（ダイエット）

地区県民情報コーナー
（北九州・筑後・筑豊・京築）
、
県内の

☎０９２-７８１-８０２９ FAX：０９２-７２２-１１８１

集

悩み解消トレーニング教室

各市
（区）
役所及び町村役場、
ほか
●問／県住宅供給公社県営住宅管理部管理課

にち

■場所
（Place）
／

効果があります。
今回は4回のおためし教

■内容／おためしヨーガ教室

にち

●問／福岡県商工部工業保安課

とで、
全身の血行促進や体を引き締める

てみませんか？

がつ

がつ

障がい者雇用促進面談会

にち

■時間
（Time）
／19：00〜21：00
（7p.m〜9p.m）

深い呼吸とともに様々なポーズをするこ

室となっております。
この機会にぜひ始め

がつ

■願書の受付期間／9月18日
（火）
〜10月12日
（金）
☎092-643-3438

試 験・講 習・就 職

■開催日
（Lesson's Date）
／

国立県営福岡障害者職業能力開発校
（北九州市若松区）
では、

※定員・応募方法など詳しいことは、

29

にほんご

日本語教室開催のお知らせ

砂利採取業務主任者試験

■持参物／運動ができる服装、
体育館シューズ、
飲料水
●問・申込／スポーツ推進課
（嘉穂総合体育館内）☎57-4850

■第1次試験／
（1）
期日：10月14日
（日）

■内容／耐震改修補助制度や木造一戸建

（2）
場所：福岡県立稲築志耕館高等学校

て住宅の耐震診断・補強方法について解説

（3）
科目：教養試験、
消防適性検査、
体力試験

します。
木造住宅模型を使った倒壊実験や

■第2次試験／平成30年11月中旬の予定

耐震グッズの展示も実施します。
司会はテレ

■申込書の受付期間／9月3日
（月）
〜9月14日
（金）

ビ・ラジオで活躍中の徳永玲子氏。

（土曜日および日曜日は除く）8：30から17：00まで
※詳しくは、
お問い合わせください。
●問／飯塚地区消防本部 総務課
飯塚市片島三丁目16番8号 ☎22-1966

■定員／100人程度 ■料金／無料
●問・受付／電話かホームページにて受付します。
一般社団法人福岡市耐震推進協議会 ☎092-724-7744
http://www.q-fukuoka.com/taishin/
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information

技術を身に付け、早期再就職を!
公共職業訓練受講生（11月生）募集

嘉麻市特別職報酬等審議会委員の募集について

離職などで再就職を希望する方を対象に、
専門的知識や技能

社会情勢の変化に応じた簡素で効率的な市政の実現を推進す

サイエンスカフェとは、
一般の方々

有酸素運動とトレーニング&ヨガで

を学ぶため6か月間の職業訓練を実施しています。

るため、
学識経験者・公共的団体代表者・一般公募等による市民

と科学者とが、お茶やコーヒーを

ココロもカラダもアンチエイジング♪

■訓練期間／11月1日
（木）
〜平成31年4月25日
（木）

等によって構成される嘉麻市特別職報酬等審議会を設置しま

飲みながら、気軽に科学について

■訓練科名・定員／
「住環境コーディネーター科」
・12名

す。
その設置にあたり、
当審議会の
『市民公募委員』
を募集します。

語り合う、
コミュニケーションの場

■対象者／公共職業安定所
（ハローワーク）
に求職を申し込み

会議の主な内容は、
市議会議員の報酬の額並びに市長、
副市長

です。講演会やセミナーとは異なり、一般の方々の輪の中に

している方

及び教育長の給料の額等について、
調査や審議を行います。
応募

科学者が加わり、
科学に関する話題を提供しながら、
参加者

■募集期間／9月3日
（月）
〜10月15日
（月）

用紙等に必要事項を記載の上、
人事秘書課人事係に持参・郵送・

みんなで考えることをとおして科学への関心と理解を深め

■入所選考／10月22日
（月）筆記及び面接

ファックス・
Ｅメールにてご提出ください。
皆さんのご応募をお待ち

ようというものです。九州工業大学情報工学部（飯塚市）
で

■結果発表／10月25日
（木）

しています。
応募用紙等は、
HPからダウンロードできます。
また、
人

は、
このサイエンスカフェを2か月に一度、
金曜日の夕方に開

■申込み先／住所を管轄する公共職業安定所
（ハローワーク）

事秘書課人事係
（碓井庁舎１階）
でも受け取ることができます。

催しています。
どなたでもご参加いただけますので、
お気軽

■受講料／無料
（教科書・作業服等の費用は自己負担）

■任期／審議開始
（平成３０年１０月予定）
から審議終了まで

にお申込みください。

■その他／施設見学会・説明会を毎月
（2回）
実施しています。

■開催回数／平日昼間に2時間程度、
計４回程度

■テーマ／光のつよさとカタチ

■報酬等／1回あたり6,100円
（報酬4,600円・費用弁償1,500円）

■ゲスト／髙林 正典 准教授
（九州工業大学 情報工学研究院

（参加費無料）
◯1回目：9月5日
（水）13：00より
（2〜3時間程度）

■募集人数／1人

◯2回目：9月18日
（火）13：00より
（2〜3時間程度）

■応募締切／平成30年９月２1日
（金）
必着

■日時／平成30年9月28日
（金）18：00〜19：30

※予約不要、
直接会場
（ポリテクセンター飯塚）
にお越しください。

●問・提出／人事秘書課人事係
（碓井庁舎１階）

■場所／九州工業大学情報工学部福利棟２F喫茶部

●問／独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
福岡支部 福岡職業能力開発促進センター
飯塚訓練センター
（ポリテクセンター飯塚）
〒820-0011 飯塚市柏の森83-9
☎22-4988
（受講者第1係）
福岡県公共職業訓練の
施設内訓練生募集（4月期 入校生）

小竹・田川高等技術専門校では、
下記の要領で平成31年度施
設内職業訓練生を募集します。

システム創成情報工学研究系）

10月のリズミカルフィット

■場所／嘉穂総合体育館サブアリーナ

■日時／10月11日、
18日、
25日、
11月1日
（木）
（10時30分〜11時30分）

■内容／有酸素運動、
軽いトレーニングやヨガ
■対象／市内にお住まいの方、

または市内でお勤めの方
（18歳以下は保護者同伴）

■定員／20名
（応募多数の場合は抽選）
■料金／無料

■期日／9月20日
（木）
まで

■持参物／運動ができる服装、
体育館シューズ、
飲料水
■託児／なし

●問・申込／スポーツ推進課
（嘉穂総合体育館内）☎57-4850

10月の健康運動教室

〒820-05９2 嘉麻市上臼井446番地1

■定員／20名
（定員になり次第締め切ります）

あなたの筋肉眠っていませんか？

☎62-5659 FAX：62-5018 Ｅメール：jinji@city.kama.lg.jp

■参加方法／ご参加をご希望の方は、

軽い運動で刺激して、
眠っている筋肉を起こしましょう！

福岡を元気にするビジネスプランを募集中！

電話もしくはメールにてご連絡ください。
●問／担当：九州工業大学情報工学部広報室

【火曜日コース】
■場所／稲築体育館

福岡県は、
豊かな自然や充実した都市機能に恵まれており、
生

☎29-7509
（平日10：00〜17：00）

■日時／10月2日、
9日、
16日、
23日、
30日
（10時〜11時30分）

活やビジネスを充実させていくために最適な環境が整ってい

E-mail：sciencecafe@pr.iizuka.kyutech.ac.jp

■内容／ストレッチ、
有酸素運動など、
軽スポーツ

ます。
新たな視点で、
地域の魅力や強みを活かすビジネスプラ

参考HP：http://www.iizuka.kyutech.ac.jp/pr/sciencecafe

ン、
地域課題を解決するビジネスプランを考えませんか？
「福岡を元気にする」
ビジネスプランをお待ちしています！

フランス刺繍体験講座

（2日ファミリーバドミントン、
9日ビーチボールバレー、
16日プレルボール、
23日ピロポロ、
30日グラウンドゴルフ）
【木曜日コース】

■
【A日程】
の募集期間・選考日／

■募集テーマ／

簡単なステッチから指導して頂きます。
ゆっくり楽しみながら初

■場所／嘉穂総合体育館

◯募集期間：10月1日
（月）
〜11月26日
（月）

・福岡県内の地域の魅力や強みを活かす新しいビジネスプラン

めてのフランス刺繍を体験してみませんか？

◯選考日：12月4日
（火）

・福岡県内の地域課題を解決する新しいビジネスプラン

■内容／フランス刺繍
（初心者向け）
受講者募集

■日時／10月4日、
11日、
18日、
25日
（13時30分〜15時）

■応募要件／福岡県内で創業を希望する方

■日時／10月17日、
24日、
31日、
11月7日、
14日
（毎週水曜日）

■募集科／
◯小竹校：プログラム設計科・自動車整備科・機械科・建築科・
塗装科・介護サービス科
◯田川校：電気工事科・自動車整備科・木工家具科・左官科・
OA事務科

■募集期間／平成３０年８月１日
（水）
〜１０月３１日
（水）

■表彰／賞金 大賞・５０万円、
部門賞
（３部門）
・各１０万円
■主催／福岡県、
福岡県ベンチャービジネス支援協議会

■応募方法／HP
（http://fukuoka-yokatoko.biz/）
から応募用

※詳細についてはハローワークに備え付けている
「訓練生募集要

紙をダウンロードの上、
郵送またはメールより提出してください。

項」
またはホームページ
（http://www.fukuoka-kunren.net/）

●問・申込／〒812-0011福岡市博多区博多駅前2-9-28

■講師／篠木三恵子先生

全5回講座 13時〜15時まで 全日程参加できる方

■場所／稲築地区公民館 中講義室
■対象／嘉麻市在住・在勤の方
■材料費／5回で1,000円

■定員／10名
（申込多数の場合抽選）

をご覧ください。

福岡商工会議所ビル８階 福岡県ベンチャービジネス支援

■申込期間／9月10日
（月）
から9月20日
（木）

●問／福岡県立小竹高等技術専門校 ☎09496-2-6441

協議会 ベンチャーサポートセンター ☎092-643-3591

●問・申込／稲築地区公民館 ☎42-0750

福岡県立田川高等技術専門校 ☎0947-44-1676
【有料広告欄】
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E-mail:yokatoko@fvm-support.com

9時から17時
（土日祝は除く）

■内容／ストレッチ、
有酸素運動など、
軽スポーツ
（4日ファミリーバドミントン、
11日ビーチボールバレー、
18日プレルボール、
25日グラウンドゴルフ）
※以下は火曜日コースと木曜日コースの共通事項です
■対象／市内にお住まいの方、
または市内でお勤めの方
（18歳以下は保護者同伴）
■定員／先着20名
■料金／無料
■期日／開催日の1週間前まで
（祝日の場合はその前日）
■持参物／運動ができる服装、
体育館シューズ、
飲み物
●問・申込／スポーツ推進課
（嘉穂総合体育館内）☎57-4850

【有料広告欄】
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