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平成 23年 吉富町成人式
町の動き

平成23年1月4日 現在

町の人口

7,076人

前月比（＋25）

男

3,353人

前月比（＋10）

女

3,723人

前月比（＋15）

世帯数

2,862世帯 前月比（＋5）

平成23年吉富町成人式の式典が、
1月9日（日）の
午前10時から、
吉富フォーユー会館大ホールにて、
新
成人80名が出席して盛大に行われました。

主な内容
●吉富町及び吉富町外一市中学校組合臨時職員登録者を募集します…2
●平成23年度町民税・県民税等の申告について…………4
●４月から、ごみの収集等の一部変更を行います…………6

吉富町及び吉富町外一市中学校組合臨時職員登録者を募集します
平成２３年度吉富町及び吉富町外一市中学校組合臨時職員登録者を次のとおり募集します。雇用については、
臨時職
員を必要とするときに雇用するもので、
ただちに雇用するものではありません。
１．
職種・年齢・資格

◆一般事務職（町・中学校組合）
○高校卒業以上又は平成２３年３月３１日までに卒業見込みの者で、
昭和４１年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた者
○パソコンでワード・エクセルなどの基本操作ができる者
◆給食調理員（町・中学校組合）
○高校卒業以上又は平成２３年３月３１日までに卒業見込みの者で、
昭和２６年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた者
◆保育士（町）
保育士資格を有する者又は平成２３年４月１日までに取得できる見込みの者で、
昭和２６年４月２日から平成３年４月１日までに生
まれた者
◆図書司書（町）
○司書もしくは司書補の資格を有する者又は平成２３年４月１日までに取得できる見込みの者で、
昭和２６年４月２日から平成３年
４月１日までに生まれた者
○パソコンでワード・エクセルなどの基本操作ができる者
◆学校司書（町・中学校組合）
○司書もしくは司書補の資格を有する者又は平成２３年４月１日までに取得できる見込みの者で、
昭和２６年４月２日から平成３年
４月１日までに生まれた者
○パソコンでワード・エクセルなどの基本操作ができる者
◆図書整理員（町）
○高校卒業以上又は平成２３年３月３１日までに卒業見込みの者で、
昭和２６年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた者
○パソコンでワード・エクセルなどの基本操作ができる者
◆子育て支援センター指導員補助職員（町）
高校卒業以上の者で、
昭和２６年４月２日から平成５１年４月１日までに生まれた者
※子育てイベントの企画、
実施及び子育ての相談並びにセンターの受付等の事務を行います。

2．
勤務場所等

◆町臨時職員については、吉富町役場その他町内の出先機関（保育園等）及び教育委員会（吉富フォーユー会館・小学校）並
びに吉富町子育て支援センターに勤務します。
◆中学校組合については、
吉富中学校に勤務します。
◆勤務日・勤務時間は基本的には、
正規職員に準じますが、
吉富フォーユー会館の図書室勤務（図書司書・図書整理員）
について
は、
土・日・祝日の勤務があります。

3．
登録期間

平成２３年４月１日〜平成２４年３月３１日

4．
雇用予定数（吉富町）
（吉富町）

●一般事務職……１名（週２日程度の勤務）
●給食調理員……５名程度（１名は１年間の常勤・
４名は週２日程度の勤務）
●保育士…………４名程度（１年間の常勤・その他日々雇用勤務者数名程度）
●図書司書………１名（１年間の常勤）
●学校司書………１名（週３日程度の勤務）
●図書整理員……１名（週２日程度の勤務）
●子育て支援センター指導員補助職員…３名（週２日程度の勤務）

5．
雇用予定数（吉富町外ー市中学校組合）
（吉富町外ー市中学校組合）

●一般事務職……１名（週３日程度の勤務）
●給食調理員……６名程度（４名は１年間の常勤・
１名は週３日程度の勤務・その他日々雇用勤務者１名）
●学校司書………１名（週２日程度の勤務）

6．
申込方法

申込用紙（役場総務課及びフォーユー会館内中学校組合事務局に用意しています。）
に必要事項を記入の上、履歴書を添え
て町（総務課）
・中学校組合（フォーユー会館内事務局）
それぞれに提出してください。
（郵送可。
ただし、
平成２３年３月１日必着）

7．
申込期限
8．
問い合わせ先

平成２３年３月１日
（火）
まで
吉富町役場総務課 ☎０９７９−２４−１１２２
吉富町外一市中学校組合（吉富フォーユー会館内）☎０９７９−２３−５００６

※上記雇用予定者等については、
あくまで現在の予定であり確定しているものではありません。予算の都合等により雇用がない場合
もあります。

2

築上東部二町

合同消防出初式
吉富町・上毛町消防団による ︻日本消防協会表彰︼
清一︵団長︶

﹁毎月勤労統計調査の準備調査へご協力ください﹂

厚生労働省と福岡県は︑
労働者の賃金や労働時間などの変化を調べる調査を実施しています
が︑
準備のため平成 年２月に︑
調査地区の各事業所へ県知事が任命した調査員がお伺いし︑
常
用労働者数などをお聞きしますので︑
ご協力をお願いします︒
お聞きした内容を本調査以外に使用することはありません︒

○消費税及び地方消費税…４月２７日（水）

横川

○所得税……………………４月２２日（金）

精績章

振替納税をご利用の方の振替納付日は
次のとおりです。

日午前

期限内に申告と納税をお済ませください。期限を過ぎますと加算税、延滞税
がかかる場合があります。
なお、納税や還付金の受取りには安全で便利な口座振替又は口座振込みを
ご利用ください。

年築上東部二町合同消

☆納税は口座振替で、還付金の受取りは
口座振込みで！

防出初式﹂が︑１月

○贈与税の申告と納税……………２月１日（火）から３月１５日(火)まで

﹁平 成

（注）平成２２年分の課税売上高が、1,000万円以下の場合でも、平成２０年分の課税売上高
が、1,000万円を超える事業者の方は、平成２２年分の消費税の申告を行う必要があり
ます。

大字広津︑
大字今吉のうち県が指定した地域
･･･

○個人事業者の消費税及び
地方消費税の確定申告と納税…１月４日（火）から３月３１日(木)まで

本町内の調査区
※

（注）初めて口座振替により納税をされる方は、
「振替依頼書」の提出が必要です。
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（※還付を受けるための申告は、
１月から受け付けています）

︻福岡県知事表彰︼
三村 博幸︵第２分団︶

○所得税の申告と納税……………２月１６日(水)から３月１５日(火)まで

時から上毛町総合グランドで行

申告書は自分で作成してお早めに！

われました︒

☆確定申告と納税は正しくお早めに

出初式は︑警察︑消防︑二町
関係者のほか多数の来賓が見守
る厳粛な雰囲気の中︑今冨町長
らによる各消防団の人員︑機械
器具の点検の後︑消防団員と消
防車の行進︑ポンプ操法の披露︑
団員への各種表彰などが行われ
ました︒
なお︑吉富町消防団関係の表
彰者は次のとおりです︒

●行橋税務署からのお知らせ

10
︻福岡県消防協会表彰︼
優良団員
守口 英伸︵第３分団︶
向野 達哉︵第１分団︶
板敷 健一︵第３分団︶
楠本 安秀︵第２分団︶
太田 哲生︵第２分団︶
東谷 大和︵第３分団︶
桝
洋 ︵第３分団︶
永年勤続 年
梅林 正典︵第２分団︶
中島 秀光︵第１分団︶
中家 立雄︵第１分団︶
永年勤続 年
田中 雅和︵第３分団︶
梅津 光文︵第１分団︶
若山 勝人︵第３分団︶
橋本 直樹︵第２分団︶
大澤 英史︵第２分団︶
高瀬 勇 ︵第２分団︶
和才 薫 ︵第１分団︶
川嶋 新二︵第１分団︶
永年勤続 年
三村 博幸︵第２分団︶
永年勤続 年
東谷 正和︵第３分団︶

3

☎０９３０−２３−０５８０

【問い合わせ先】 行橋税務署
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平成23年度

町民税・県民税等の申告について

町内に住所を有する人は、今年は２月１６日から３月１５日まで（土、日は除く）に、町民税・県民税の申告をしなければ
ならないこととされています。
この申告は、町民税・県民税額を正しく算出する基礎となり、申告書の提出がないと国民健康保険税の軽減、介

護保険、児童手当等に必要な所得証明や課税証明が受けられません。
申告が必要な方

◎平成２３年１月１日現在、吉富町に住んでいて平成２２年中に所得のあった方。
※所得税の確定申告書を提出した人は、申告の必要はありません。
※国民健康保険の世帯主については、前年中に所得が無い方でも申告の必要があります。
◎営業や農業による所得、不動産、一時、利子、配当、譲渡、退職、山林などの所得のある方。
◎給与所得者の場合
○勤務先から給与支払報告書が提出されなかった方。
○２カ所以上から給与を受けた方。
○前年中に退職をした方で年末調整の済んでいない方。 ○給与の年収が２０００万円を超える方。
○給与以外の所得（例：農業・不動産等）がある方は、所得の多少にかかわらず申告の必要があります。
※勤務先が１カ所で、年末調整の済んでいる給与支払報告書が提出された方については、申告の必要はありません。
（ただし、各種所得控除に変更のある方については申告が必要となります。）
◎公的年金等の場合
○恩給、公的年金（厚生年金、国民年金、企業年金等）を受けている方。また、個人年金等のある方。
◎非課税年金（遺族年金、障害年金、老齢福祉年金）のある方、または所得の無い方で、福祉関係等で所得の証明の
必要な方。
◎誰の扶養にもなっていない方。
◎所得証明、課税証明等の必要な方。

申告により所得税が還付される場合
◎金融機関や住宅金融公庫等から住宅ローンの融資を受けて、住宅を取得及び増改築した方。
（ただし、所得税が課
税されている場合に限ります。）
◎勤めを年の途中で退職した後、再就職していない方で、所得税を多く源泉徴収されている方。
◎病気や出産などで多額の医療費（所得の５％または１０万円以上）を支払った方。
◎火災や風水害、盗難などの被害を受けた方。

申告に必要なもの
◎税務署から送付された申告書をお持ちの方は、その申告書と印鑑（認印で結構です）。なお、町県民税の申告書につ
いては役場で準備しています。
◎営業や不動産等のある人は、収入や経費が明らかになる書類。
◎農業所得のある方は、完全収支計算となっていますので、農業に関する収入や経費のわかる領収書等。
（書類が不足している場合は申告が出来ません。）

●税務課からのお知らせ

２月は固定資産税･国民健康保険税の納期です

２月は、固定資産税第４期分と国民健康保険税第８期分の納期です。
町税は納期限内に納めましょう。納期限を過ぎると、延滞金も生じてきますので、ご注
意ください。
なお、町税は口座振替で納めることができます。納めに行く手間が省け、納め忘れの
心配もなく、大変便利です。
ぜひご利用ください。
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◎給与などのある方は、源泉徴収票又は給与明細書。
◎社会保険料（国民年金保険料、国民年金基金の掛金等）控除のある方は、領収書または証明書。
◎医療費控除を受ける方は、支払った医療費の領収書（各自で集計してください）、保険等で補填される金額の明細書等。
◎生命保険料控除のある方は、支払保険料の証明書（年間９千円を超えるもの）。
◎地震・損害保険料控除のある方は、支払保険料の証明書。
◎住宅取得控除を受ける方は、登記簿謄本、住民票の写し、売買契約書又は工事の請負契約書、住宅取得資金に係る
借入金の年末残高等証明書等。
◎雑損控除を受ける方は、災害等に関連してやむをえない支出をした金額についての領収書等。
◎所得税の還付を受ける方は、本人名義の金融機関名及び口座番号。

《平成23年 申告相談日程表》
月

日

曜日

主な該当地域

会

２月１６日

水

２月１７日

木

２月１８日

金

幸子上

２月２１日

月

幸子古・幸子団地

２月２２日

火

別

２月２３日

水

楡生・鈴熊

２月２４日

木

今吉上・今吉下

２月２５日

金

土

屋

町

２月２８日

月

直

江

内

３月

１日

火

界

木

全

３月

２日

水

和井田

地

３月

３日

木

広津上

３月

４日

金

広津下・昭和

域

３月

７日

月

小犬丸上

３月

８日

火

小犬丸下

３月

９日

水

喜連島上

３月１０日

木

喜連島下

３月１１日

金

高

３月１４日

月

３月１５日

火

町

町

内

全

地

場

域

※申告相談は、できるだけ該当地区の日程を
ご利用ください。該当地区の日に都合の悪
い方は、申告期間中の都合のよい日をご利
用ください。
２月16日と２月17日は、会場が大変混
雑しますので、申告相談に時間がかかるこ
とが予想されます。

府

浜
内

全

地

域

※申告相談については、午前９時から
午後４時30分までとなります。

吉富フォーユー
会
館
（２階研修室）

※還付を受けるための申告は、２月から申告
受付を行います。
※所得税の確定申告は出来るだけ自署申告
で行いましょう！！
※申告会場に来れない人、申告書の書き方な
どでお分かりにならない人は、お気軽に下
記までご相談下さい。

●行橋税務署

個人課税第１部門

●吉富町役場

税務課

☎0930-23-0582
☎0979-24-1125

●税務課からのお知らせ

バイクや軽自動車の廃車・名義変更手続きのお知らせ

軽自動車税は、毎年4月1日現在でバイクや軽
自動車等の所有者として登録されている人に課
税します。
「他人に譲った」、
「 以前から使用できず放置
してある」等で廃車や名義変更の手続きをしな
いと、いつまでも課税されますので、早めに手続
きをしてください。
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吉富町役場税務課で受付できるもの
（☎0979-24-1125）

豊前築上自家用自動車協会
（☎0979-83-2615）

※詳細は電話等でご確認ください。

原動機付自転車（125cc以下）
小型特殊自動車（トラクター等）
二輪の小型自動車
二輪の軽自動車
軽自動車

※詳しいことは、吉富町役場税務課 軽自動車税係まで問い合わせください。

住民課からのお知らせ

1 ごみ出しのルールは必ず守りましょう
「資源とごみの分別ガイドブック」で収集日と収集する物、出し方などを確認し、
朝８時３０分までにステーションにごみを出してください。ごみは、自分が住んでい
る自治会の指定された場所に出しましょう。収集車が回収した後にごみを出すこと
はやめましょう。

2 ４月から、
ごみの収集等の一部変更を行います
（３月までは「平成２２年度資源とごみの分別ガイドブック」のとおりです）
変更となる内容は次のとおりです。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

○ホーロー浴槽
【変更前（３月まで）】
ステーションでの収集は不可、清
掃センターへの持ち込みも不可

➡

【変更後（4月から）】
ステーションでの収集は不可、清
掃センターへの各自持ち込みは可

○トイレットペーパーのしんやラップのしん
【変更前（３月まで）】
「古紙の雑誌類」としてステーション
で収集

➡

【変更後（4月から）】
「可燃ごみ」としてステーションで
収集

3 「３Ｒの達人」派遣事業
地域や職場、学校等で開催するごみの３Ｒ
（リデュース・リユース・リサイクル）の学習会等に「３Ｒの達
人」を派遣します。あなたの地域や団体でも、
３Ｒの達人を招いて、
３Ｒの学習会等（３Ｒ教室）
を開催し、
活動の輪を広げてみてはいかがでしょうか。

○３Ｒの達人とは

ダンボールコンポスト、マイバッグづくりなど、率先して３Ｒ活動に取り組んでいる方です。

○３Ｒの達人の派遣費用は

福岡県が負担します。
（会場費や材料代は除く）

【申し込み・お問い合わせ先】

福岡県環境部循環型社会推進課（企画係）
電

話：092-643-3371

Ｆ Ａ Ｘ：092-643-3377
Ｅメール：recycle@pref.fukuoka.lg.jp
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公的年金等の源泉徴収票が交付されます
老齢給付の受給者に送付
国民年金、厚生年金保険などの公的年金等の老齢・退職年金は、所得税法で「雑所得」とみなされ、所得税
が課せられます（障害年金・遺族年金は課税されません）。
公的年金等の支払者（厚生労働省・各共済組合）は、所得税が老齢年金等から源泉徴収されたか否かにか
かわらず、老齢年金等を受けている方々全員に「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、
１月３１日までに交付し
ます。
源泉徴収票に記載されている事項は、その年の１年間に支払われた年金の総額、社会保険料の金額（介護
保険料額、国民健康保険料および長寿医療保険料）、源泉徴収税額および控除内容となっています。
なお、
６５歳未満で年金の支払額が１０８万円に満たない方と、
６５歳以上で年金の支払額が１５８万円に満
たない方については、所得税が源泉徴収されません。

確定申告の際に必要
この源泉徴収票は、確定申告の添付書類として必要となりますので大切に保管してください。

源泉徴収票を紛失したときなどは
万一、源泉徴収票を紛失された場合や未着の場合には、日本年金機構のねんきんダイヤル、又は小倉南年
金事務所において源泉徴収票の再交付の受付を行っています。

ねんきんダイヤル ☎０５７０ ‒ ０５ ‒ １１６５
小倉南年金事務所 お客様相談室 ☎０９３ ‒ ４７１ ‒ ８８７３
◎受付時間は、月〜金曜日：８時３０分〜１７時１５分

2月の年金出張相談日
期

日

2月10日（木）
24日（木）

時

間

10時〜12時
13時〜15時30分

開設場所
豊前地域職業訓練センター

予約制となっています。
予約受付は小倉南年金事務所お客様相談室 ☎093-471-8873 までお申込みください。
上下水道課からのお知らせ

指定給水装置工事事業者追加指定のお知らせ
「吉富町指定給水装置工事事業者」の追加指定がありましたのでお知らせします。
事業所の名称

事業所の所在地・電話番号

指定年月日

有限会社 はちまん設備

大分県宇佐市大字南宇佐1267番地の1
☎０９７8−37−0139

H22.12.21

なお、
この指定は随時に行っています。追加指定業者等のお問い合わせは、
上下水道課上水道係
（☎２４−４０７４）
まで。
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さわやかなくらしをあなたに

下水道だより
今月は︑
﹁下水道の役割﹂についてのお話です︒

④大雨が降っても浸水の心配が

このほかに

されます︒

わずらわしさや心配からも開放

では下水道が整備されると︑どんないいことが
あるのでしょうか︒
①川や海などの水がよみがえり
ます︒︵公共水域の水質保全︶
各家庭からの生活雑排水が︑
直接流れ込むことがなくなるの
で︑水路や川や海の水は︑きれ

り︑雨水については今までどお
り既存の側溝や水路などに流し
ていただきます︒
以上が下水道を整備すること
でもたらされる効果なのです︒
しかし︑本町で公共下水道が
使えるのは︑まだ限られた区域
だけですので︑これからさらに
整備を進めていく必要がありま
す︒

二月は下水道事業受益者負担金
第三期分の納期です！

納期限内に納めましょう︒

なお既に一括納付されました方及びまだ負担金賦課の対象にな

誠光建設㈱

四百三十五万七千五百円

小犬丸丁ノ坪地区水路改良工事

㈲尾田建設

二百五十七万二千五百円

鈴熊地区憩い広場造成工事

っていない方につきましては︑納入の必要はございません︒

広津地区マンホールポンプ

公共下水道事業

上下水道課

入札結果

今後とも皆様のご理解とご協
力をお願いいたします︒
︻問い合わせ先︼
役場上下水道課
☎２４・４０７４

設置工事︵二箇所︶

備事業︶幸子地区水路改良工事

ありません︒︵浸水の防除︶

八百九十二万五千円

三百四万千八百五十円

いになります︒

という役割もありますが︑現在

㈱ドーワテクノス

農村整備総合事業︵農村環境整

②清潔で住みよい環境の町にな

の大部分の下水道は分流式とい

工事金額
ります︒︵生活環境の改善︶

って︑汚水は汚水管に集めて処
ンプ取替工事

ります︒︵トイレの水洗化︶

③水洗トイレが使えるようにな

が︑汚水管の整備だけでも莫大

を整備すれば一番よいわけです

本来は汚水管と雨水管の両方

二百十万円

㈲麻野鉄工建設興業

二百七十六万千五百円

鈴熊今吉１号線他１路線道路改

六百六万四千八百円

㈱寺岡組

二千六百五十六万五千円

良工事

㈲麻野鉄工建設興業

直江堂前川水路改良工事

蔵田工業株式会社

吉富町内一円舗装補修工事

㈲麻野鉄工建設興業

いやな臭いのするドブや水溜

河川等の放流口へ運んでいく方

工事金額

年度

エ等の害虫の発生を防ぎ︑快適

式であるため︑④については︑

汲み取り式便所につきものの

な建設費がかかるため本町では

第２配水場揚水ポ

理場へ︑雨水は雨水管に集めて

で衛生的な生活ができるように

雨水管の整備もおこなった場合

臭いに悩まされることもなくな

汚水管のみの整備を推進してお

に限られます︒

り︑さらに汲み取りに関しての

産業建設課

なります︒

平成

りを少なくすることで︑蚊やハ

22
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お問い合わせは吉富町農業委員会・ＪＡ福岡豊築吉富支所におたずねください。
吉富町農業委員会
☎０９７９―２４―４０７３
福岡豊築農業協同組合吉富支所 ☎０９７９―２２―０７６６
9

都市計画についてのお知らせ
現在、吉富町では用途地域の見直しを検討しています。
今回の見直しは、平成21年３月に作成しました「吉富町都市計画マスタープラン」で方向づけた『自然ゆたかな住み
よいコンパクトタウン 吉富』の実現にむけて、より活気のある土地利用がなされるよう、一部の地区について用途地
域の見直しを行うものです。

●用途地域の見直しを行う理由
第一種低層住居専用地域は、他の用途地域と
比べ建築の制限が厳しいため、商店やサービス
業などの店舗のほか事務所などの建築が困難な
用途となっています。また、現在は町全体で高齢
化が進む中、中心地域から離れた場所でも、歩
いて買い物ができるまちづくりが求められてい
ます。
このようなことから、周辺の住宅地の利便性
の向上と商工業の促進を図ることを目的に、本
町の主要な幹線道路の沿道で、現在第一種低層
住居専用地域となっている地域について、店舗
や事務所などの建築ができるように、用途を第
一種住居地域に変更しようとするものです。

●見直し箇所は、町南部の主要な
道路の沿道地区です
第一種低層住居専用地域に指定している区域
のうち、主に次の各道路の中心から幅３０メート
ルの範囲で、用途地域の見直しを予定していま
す。
（用途地域の無指定の区域は該当しません。）

Ａ地区

（大字鈴熊、大字今吉、大字広津の各一部）

変更区域面積：約４.６ｈａ
○県道山内吉富線の沿道
○町道鈴熊今吉１号線の沿道
○両道路に挟まれる北東側の区域

B地区

（大字今吉、大字幸子の各一部）

変更区域面積：約３.６ｈａ
○県道吉富本耶馬渓線の沿道
○町道幸子楡生線の沿道

●第一種低層住居専用地域を第一種住居地域に変更します
見直し地区について、用途地域を第一種低層住居専用地域から第一種住居地域に変更することにより、建ぺい率、
容積率の上限などの制限内容が次のように変わります。
制限の内容

用

途

地

域

第一種低層住居専用地域（現在）

第一種住居地域（変更後）

建ぺい率

5／10 以下

6／10

容積率

8／10 以下

20／10

外壁の後退距離

1.0 ｍ
（Ｂ地区及びＡ地区の一部）

―

敷地面積の最低限度

165 ㎡

―

建築物の高さ

10 ｍまで

以下
以下

15ｍまで
（高度地区を指定します）
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●建築できる用途の範囲が広がります
これまで第一種低層住居専用地域では建てられなかった店舗や事務所、病院などが建てられるようになります。
各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築することができる建築物の用途については、
次のとおり制限が行われます。
用途地域内の建築物の用途制限
建てられる用途
○
建てられない用途 ×
面積等の制限あり ▲

第 一 種
低層住居
専用地域

第 一 種
住居地域

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の
延べ面積の2分の1未満のもの

○

○

○

○

非住宅部分の用途制限あり

店舗等の床面積が、3,000㎡以下のもの
店舗等の床面積が、3,000㎡を超えるもの
事務所等の床面積が、3,000㎡以下のもの
事務所等
事務所等の床面積が、3,000㎡を越えるもの
ホテル、旅館
ボーリング場、
スケート場、水泳場、
ゴルフ練習場、
バッティング練習場

×
×
×
×
×

○
×
○
×
▲

▲3,000㎡を超えるものは禁止

×

▲

▲3,000㎡を超えるものは禁止

遊戯施設・ カラオケボックス等
風俗施設 麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等
劇場、映画館、演芸場、観覧場
キャバレー、
ナイトクラブ、
ダンスホール等
幼稚園、小学校、中学校、高等学校
大学、高等専門学校、専修学校等
図書館等
公共施設・ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等
病院・
神社、寺院、教会等
学校 等
病院
公衆浴場、診療所、保育所等
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
老人福祉センター、児童厚生施設等
自動車教習所

×
×
×
×
○
×
○
○
○
×
○
○
▲
×

×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
▲

▲600㎡を超えるものは禁止
▲3,000㎡を超えるものは禁止

店舗等

備

考

注）
この表は、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
吉富町の用途地域は、第一種低層住居専用地域、第一種住居地域のほかに、近隣商業地域、工業専用地域を指定しています。

●建築物の高さの制限をします
第一種低層住居専用地域は現在、建築物の高さを10ｍまでに制
限しています。変更後も引き続き良好な住環境を守るために「高度
地区」を新たに指定し、建築物の高さを15ｍまでに制限します。

●今後のスケジュール
○公聴会及び説明会の開催について
用途地域の見直しの案について、公聴会及び説明会を次のとおり開催します。
（関係者・地元以外の方でも参加することができます。）
◇日時／平成２３年２月２３日
（水） 午後７時から
（公聴会に引き続いて説明会を行います。）
◇場所／吉富フォーユー会館 ３階 研修室３・４
○原案の閲覧について
平成２３年２月４日から２月１８日までの間、吉富町役場産業建設課において、原案を閲覧することができます。
○意見を述べようとする方の申出の方法及び期限等
公聴会において意見を述べようとする方は、公述申出書により平成２３年２月１８日
（持参もしくは郵送必着）
まで
に吉富町役場産業建設課に提出してください。公述申出書の様式は、閲覧場所に準備しています。
その他都市計画に関して質問などがある場合は、吉富町役場産業建設課（☎２４‐４０７３）
までお問い合わせくだ
さい。
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吉富町農地
賃 借 料 情 報
①

平成22年1月から平成22年11月までに、農業経営基盤強化促進
法（利用権設定）
により公告された、農地の賃貸借における賃借料水
準（10ａ当り）は、下記のとおりです。
吉富町農業委員会

農地（田）
締結（公告）
された地域名

10a当り

支払方法

平均額

最高額

最低額

データ数

現金

8,700円

14,600円

4,800円

7件
22筆

物納

0.5俵

1俵

0.3俵

14件
39筆

吉富町全域

備

考

(使用貸借)

67件
163筆

１. データ数は、平成22年1月から平成22年11月までに賃借権を設定した件数並びに筆数です。
◎賃貸借……有償(有料)で農用地を貸し借りする契約。 ◎使用貸借…無償(無料)で農用地を貸し借りする契約。
2. 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。
※なお、
この吉富町農地賃借料情報は賃借料決定の参考として提供するものです。賃借料は対象農地の状況等に合わせ、当事者同士で決定して
ください。

低所得世帯への地上デジタル放送対応チューナーの無償給付について
総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送をまだ視聴できない低所得世帯に対して、支援を行っています。
対象は以下の通りで、地上デジタル放送対応の簡易なチューナー（１台）の無償給付などを行っています。

（１）生活保護世帯などでＮＨＫ放送受信料が全額免除の世帯
（２）町民税非課税世帯
支援の内容、申込み方法等は、対象世帯によって異なります。
なお、申込期限は平成２３年７月２４日までとなっております。期限後の受付はできませんので、
ご注意願います。
詳しくは、総務省 地デジチューナー支援実施センターへお問い合わせください。
○NHK放送受信料全額免除世帯への支援について：☎０５７０−０３３８４０
○町民税非課税世帯への支援について：☎０５７０−０２３７２４

地域の樹木シリーズ
No.

9

応募のあった「みなさんに紹介したい樹木」を紹介します。

しだれ梅

◎応募者／村田

紀子さん（小犬丸下 ）

界木の松本さんのお宅の
庭に植えられている２本
のしだれ梅の開花を楽し
みにしています。毎年見
に行っています。

●樹木情報募集中
美しい樹木、
めずらしい樹木、
毎年季節を感じる樹木、
気になる樹木など町内の樹木の情報を募集しています。
【お問い合わせ先】吉富町役場 企画財政課 ☎0979-24-4071
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緊急雇用対策に伴う臨時職員・非常勤講師
の募集について
厳しい雇用情勢を踏まえ吉富町では緊急雇用対策として、次のとおり臨時職員・非常勤講師を期限付きで募
集します。

1. 採用予定業務内容、人数、勤務条件等
業務内容

勤務場所

募集
人数

資格等

勤務条件等

応募申請書提出先
及び問合せ先

勤務時間

8:30〜17：15
【臨時職員】
健康意識調査
栄養指導等

あいあい
センター

１名

（保健センター）

管理栄養士
または
栄養士資格

賃

金

日額 6,000円
加入保険等

健康保険
厚生年金
雇用・労災保険

吉富町役場
健康福祉課
☎24-1123

勤務時間等

週２０時間程度

【非常勤講師】
特別支援教育
支援

吉富小学校

１名

小学校あるいは
中学校教員免許

※学校行事によって休日
の変更あり
賃

金

吉富町教育委員会
福岡県市町村立
（吉富フォーユー会館内）
学校非常勤職員
☎22-1944
派遣要綱に準ずる

加入保険等

雇用・労災保険

○雇用期間／平成２３年４月１日〜平成２４年３月３１日
○休
日／原則として土、日、祝日、年末年始(非常勤講師：学校休業日)

2. 応募資格／ 現在失業中（平成２３年３月３１日までに離職する方又は平成２３年３月当該資格取得見

込みの者を含む）
で求職中の方で、平成２３年４月１日現在、満６０歳未満の方。
※ただし、平成２０年１２月以降に都道府県又は市町村が実施した緊急雇用創出事業によ
り雇用されたことのある方は応募できません。

3. 応募期間／ 平成２３年２月１日（火）〜平成２３年２月１５日（火）
（土、日曜日を除く ８：３０〜１７：１５まで）

4. 提出書類／ ①吉富町臨時職員〈緊急雇用対策〉応募申請書
※応募申請書提出先に備えています。
②履歴書（市販のもの）
③各資格を有することが確認できる書類
※非常勤講師については教員免許状の写し

5. 選考方法／ 書類審査と面接により選考します。
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「京築神楽」定期公演のお知らせ
第1回
第2回

2月26日［土］・中村神楽（豊前市） ・小原神楽（築上町）
3月27日［日］・吉富神楽（吉富町） ・唐原神楽（上毛町）

◇と き◇ ・チケット販売開始／１１時（当日）
・開場／１２時 ・開演／１３時 ・終了／１６時（予定）
◇ところ◇ 京築神楽伝統文化会館（築上北高校跡地）
・入場料／１，
０００円（高校生以下無料）

当日は
ボランティアスタッフ
を若干名募集します！
※会場整理・パンフレット配布
など

※予約で満席となった場合、当日、予約のない方へのチケット販売を行なわないことがあります。

◎公演・スタッフ募集についてのお問い合わせ

京築連帯アメニティ都市圏推進会議事務局（福岡県広域地域振興課） ☎（092）643‒3178
◎チケット予約について… 京築神楽伝統文化会館 ☎（0979）53‒9535

北九州空港イベントのお知らせ

5th
anniversary

◎北九州空港開港５周年記念「3月16日生まれの人集まれ！
！大誕生日会」
開港日３月１６日生まれの方の大誕生会を開催します。
お誕生日の方全員に豪華プレゼント。お誕生日の方１名につき、同伴者２名まで参加可能。参加者全員に
ケーキ、
軽食、
飲物等を無料で提供します。
●日時／平成２３年3月16日（水） 11：30〜13：00
※参加には事前の参加申込が必要です。
往復はがきに、参加者全員の氏名、年齢、代表者の住所、電話番号を記入し、平成23年2月28日（月）ま
でに北九州エアターミナルに送付ください。
※当日、
３月１６日生まれであることが分かるもの（免許証、
保険証等、
コピー可）をご持参ください。
◎北九州空港 ふぐ雑炊ふるまい
福を呼ぶ魚と言い伝えられている「ふぐ雑炊」を先着300名様に振る舞います。
●日時／平成２３年2月6日（日）9：30〜
●場所／１階イベント広場
【お申込・お問い合わせ】北九州エアターミナル（株） 〒800-0306 北九州市小倉南区空港北町6 ☎093-475-4195

町内の各地区で交流行事が開催されました！
年末・年始に各地区で地域活動グループの皆
さんによってお楽しみ会や餅つきなど地域住
民の交流行事が開催されました。これらの催
しは、
「吉富町明るいまちづくり活動補助金交
付事業で行なわれています。

◎左上「YOU愛幸子」、
右上「直江親交会」、
左下「土屋区活性化愛好会」、
右下「土屋区どんど焼き」の様子。
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子育て支援センター便り
お正月のあそび

2月の活動予定

子育て支援センターでは、毎月の行事として英会話ふれあい事業
や絵本の読み聞かせなど計画し、親子での参加に取り組んでいます。
2日（水） 節分・豆まき
1月のあそびは、
お正月にふさわしい伝統遊技としてのカルタ取り
10：30〜11：30
や福笑いをしました。
9日（水） 英会話ふれあい事業
カルタあそびには利用者の子どもたちが興味を持つよう、動物・果
10：30〜11：30
物・乗物等の手作りカルタを用意しました。子どもたちは、読み手のこ
積み木遊び
16日
（水）
とばを聞いて一生懸命探していました。
10：30〜11：30
福笑いでは目や鼻をどこに置くか、子どもながら工夫し、笑いのた
18日（金） 絵本読み聞かせ
えない楽しい一日を親子で過
10：30〜11：30
ごすことができました。年齢に
合わせた遊び方をすることで、
23日（水） 英会話ふれあい事業
１０：３０〜11：30
伝統行事にも親しみを持ち知
恵や発育を促し、
家族との絆が
【吉富町子育て支援センター】
深まることと思います。

築上郡吉富町大字広津641番地1
TEL・FAX ２３−２１７８
E-mail：yoshi-kosodate＠bz03.Plala.Or.jp

後期高齢者の
健康診査について
後期高齢者医療制度の被保険者
を対象に健康診査を実施していま
す。該当の方には平成２３年３月末ま
で受診できる受診票をお送りしてい
ます。
平成２２年４月以降から現在に至る
まで、受診されていない方は、保険
証と広域連合が郵送した受診票を持
って指定医療機関等で受診しましょ
う。自己負担額は５００円です。指定医
療機関は、同封した一覧表に記載し
ています。受診票をなくした方には
再発行しますのでお問い合わせくだ
さい。
【問い合わせ先】
福岡県後期高齢者医療広域連合
お問い合わせセンター
☎０９２−６５１−３１１１
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ご存知
ですか？

地域包括支援センター

豊築支部地域包括支援センターは豊前市の八屋に設置され
ています。豊前市、吉富町、上毛町、築上町にお住まいの高齢の
みなさんが、いつまでも住み慣れた地域で生活していけるため
に設けられました。主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士
が中心となり、高齢のみなさんの総合的な相談、介護予防、虐
待防止、権利を守ることなどを行っています。介護や福祉でお
困りの方はお気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固
く守られます。
■名
称／福岡県介護保険広域連合 豊築支部
地域包括支援センター
♪出前講座も
いたします。
■住
所／豊前市大字八屋1702番地5
■電話番号／☎0979-84-0120
■受付時間／月〜金曜日（祝・休日を除く）、
午前８時３０分〜午後５時
■ホームページアドレス／福岡県介護保険広域連合
http://www.fukuoka-kaigo.jp/
（トップページ＞組織のご紹介＞地域包括支援センター）

祝
成人おめでとう 旧友や恩師と楽しく再会

わがまち

ふるさと
トピックス

○開場/
9：00
○開演/
9：30

無

《問い合わせ先》
久恒 隆一 ☎24−8980

式典では︑今冨町長のあいさ

カラオケ
久恒隆一15周年記念発表会

料

大人の仲間入りをする新成人

無

《問い合わせ先》
稲尾 公規 ☎090−3668−3957

つをはじめ︑藤家議長や内尾教

○開場/
9：30
○開演/
10：00

を祝福する成人式が1月9日 ㈰

カラオケ寿会
第61回初春の発表会

育委員長︑学校当時の恩師の先

2,000円（前売り）
2,500円（当日）

に吉富フォーユー会館で行わ

○開場/
9：00
○開演/
《問い合わせ先》
9：30
カラオケ喫茶ティファニー ☎24−5240

生などからの祝辞の後︑新成人

カラオケ ティファニー
新春 歌の祭典

入場料

れ︑式典後の立食パーティーで

2/27
日

間

を代表して︑和才愛さんが今冨

2/13
日

時

は︑再会した旧友や恩師の先生

2/6
日

催 し 物

町長から記念品の贈呈を受けま

日付

方との話がつきませんでした︒

フォーユー会館催し物ご案内

した︒

★第６８回吉富町民親善野球大会・
・
・
・
・
・
・
・
・8月14日(土)、15日(日)
★第９回吉富町民ゴルフ大会・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・10月24日(日)
★第４回吉富町親善グラウンドゴルフ大会・
・
・
・
・11月13日(土)
★第２回吉富町卓球大会・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・12月5日(日)
★第２３回吉富町バドミントン大会・
・
・
・
・
・
・
・12月12日(日)

引き続き︑新成人を代表して

平成22年8月〜12月の間で開催された「平成22年度スポーツ
フェスタ･よしとみ」が、バドミントン大会をもって閉幕しました。
期間中に開催した5種目の大会には、延べ479名という多くの住
民にご参加をいただきました。
この事業の開催にあたり、ご理解とご協力をいただきました関
係各位に、心より厚くお礼申し上げます。
吉富町体育協会

池内菜乃子さんが謝辞を述べ︑

閉幕！

横川大樹さんと於久晶子さん

スポーツフェスタ･よしとみ

が︑成人式を迎えての抱負発表

年度

を行いました︒

平成

22

23

年の新成人は︑男性が

名の計110名

51

平成

名︑女性が

でした︒

59

絵本の読み聞かせ

『おはなし会』
町内在住の未就学児を対象に絵本
の読み聞かせを行います。
楽しい絵本の世界を親子で一緒に
体験してください。
参加費は無料です。
■日時／平成23年2月18日（金）
午前１０時３０分から
（３０分程度）
■場所／吉富子育て支援センター
多目的ホール
●問い合わせ先

料

吉富町教育委員会
☎２２−１９４４
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地域活動指導員を募集します。
吉富町教育委員会では、青少年を対象（一部成人含む。）に、放課後や週末の余裕時間を活用した生活体験や
社会体験、スポーツ・文化活動などの事業を企画･運営する「地域活動指導員」を次のとおり募集します。
■募集人員 1名
■年齢性別 １８歳〜４５歳 男女不問
■勤 務 先 吉富フォーユー会館内 吉富町教育委員会
■業務内容 ○様々な生活体験・社会体験活動やスポーツ・文化活動に関する企画、
運営及び指導に関する業務
○放課後や週末の学校外活動における企画、運営及び指導に関する業務
○活動や事業における関係団体との連絡及び調整に関する業務
○青少年関係団体への育成支援に関する業務
○教育委員会が必要と認める業務
■雇用期間 平成２３年４月１日〜平成２４年３月３１日
■勤務日数 月２２日間以内（週３８時間４５分以内）※土･日勤務の場合あり。
日額５，
４００円
■申込方法 申込書及び想定企画書（教育委員会に用意しています。）を教育委員会に提出してください。
■申込期限 平成２３年２月２８日（月）
■そ の 他 応募締め切り後、審査し決定いたします。
（面接あり。）
〈申し込み･問い合わせ〉

吉富町教育委員会

ランキング

12月分

□一般書

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

神様のカルテ２ ／ 夏川 草介
悪の教典 上・下 ／ 貴志 祐介
阪急電車 ／ 有川 浩
インシテミル ／ 米澤 穂信
おうちでつくるほっこり雑貨 ／ まめこ
肩こり・首痛は９９％完治する ／ 酒井 慎太郎
通りゃんせ ／宇江佐 真理
朝５時半起きの習慣で、人生はうまくいく！／遠藤 拓郎
きみのかみさま ／西原 理恵子
再会 ／横関 大

□児童書

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
17

☎２２-１９４４

吉富町図書室からのお知らせ

BOOK
月間

吉富フォーユー会館内

くまのがっこう ジャッキーのおたんじょうび ／あだち なみ
かばんうりのガラコ ／ 島田 ゆか
ゆきのひしろくま ／たかい よしかず
ぼく、仮面ライダーになる！／のぶみ
ドラえもんの算数おもしろ攻略かけざん ／小林 敢治郎
かいじゅうたちのいるところ ／モーリス・センダック
文明の迷路 ／香川 元太郎
そらはだかんぼ ／五味 太郎
名探偵コナン推理ファイル環境の謎 ／青山 剛昌
ないしょのおともだち ／ビバリー・ドノフリオ

★新着図書のお知らせ !!

□一般書
『ＫＡＧＥＲＯＵ』／ 齋藤 智裕
『木暮荘物語』／三浦 しをん
『灰色の虹』／貫井 徳郎
『伏』／桜庭 一樹
『at Home』／本多 孝好
『ピスタチオ』／梨木 香歩
『佐伯チズの和美人の本』／佐伯 チズ
『もっとかわいい手づくり雑貨』
『ホームベーカリーで人気のパンが焼けた』／荻山

和也

今月の
ピックアップ

『笑う介護ーツライ日々を変えたのは
「笑い」の最強パワーだった』／松本 ぷりっつ

他

著

ある日突然はじまった、怒涛の介護生活。
甘いモノ好きが祟り、父は若くして認知症に。ツイてないこと尽くしの
母は卵巣ガンで闘病生活。一家のアイドル、
クロ
（犬）
までも要介護状
態に。そして会社勤めをしながら介護、看病と奔走する娘・杏里は心労
のあまり心療内科をさまよう日々…。
ある日突然「介護」に直面した一家の、
ツラい毎日を前向きに変えた
「笑い」のパワー。コミック＆エッセイ書き下ろし。

□児童書
『アンパンマンとおむすびまん』／やなせ たかし
『かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく』／原 ゆたか
他
『ノンタンのたんじょうび』／キヨノ サチコ

地域の「ひと、
もの、
こと」が、子どもたちを
心豊かに育んでいます。
吉富中学校では、子どもたちを育む環境づくりを教師だけ
に留めることなく、地域の教育力を計画的に活用しています。

◎保育体験学習（３年生）

◎ブックトーク（全学年）

10月中旬に、22の園・所で実施することができ
ました。生徒たちは幼児たちとのふれあいを通
し、保育士さんたちの仕事の大変
さを知ると共に、これまで自分自
身を大切に育ててくれた、保護者
を始め多くの方々への感謝の気
持ちを、あらためて持つことがで
きたようです。

1 0月中 旬 から下 旬 に か
け、図書司書の森岡みゆき
さんを講師に招き、実施しま
した。それぞれの本の内容
をとてもわかりやすく、
また親しみが持てる森岡
さんの説明に多くの生徒が読書意欲を喚起され
たようで、図書の貸し出し数や図書館を利用す
る生徒が増えました。

◎職場体験学習（2年生）
11月中旬に、48の事業所で実施することがで
きました。生徒たちは、自分で職場に出かけ、仕
事を体験し、楽しさや厳しさの中から「働くこと
の意義」を感じ取ることができたようです。実習
後に、家庭で仕事について話す機会が増えたり、
保護者に感謝の気持ちを持てたりしたという報
告がありました。

◎校区体育祭（踊り）
今年も例年のように、吉富レディースの皆さん
にお願いをしました。2回の練習日や体育祭当日
も多くのレディースの皆さんに参加していただ
きました。生徒たちも感謝の
気持ちを持って取り組むこと
ができたようで、笑顔で楽し
そうに踊る生徒やレディース
の皆さんの姿を見ることがで
きました。

3学期は、吉富町食進会の
指導による地産食品を
使った料理学習等を予定
しています。

吉富中から地域に人と場を求めて。賢く心豊かにたくましく子供たちは育っています。
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Sport Topics
平成22年度スポーツフェスタ・よしとみ

第23回吉富町バドミントン大会
12月12日
（日）
に、吉富町体育館にて平成22年度ス
ポーツフェスタ・よしとみ「第23回吉富町バドミントン
大会（吉富町体育協会バドミントン部主催）」が開催さ
れました。
大会には、9団体45チーム90名が出場し、各クラス
にて大熱戦を繰り広げました。

スポーツ・
トピックス
【大会結果】
〈男子A級〉
○優 勝：塩田 貴美雄／近藤 亮
○準優勝：一木 浩／神 伸二
○第三位：高原 龍星／山本 和彦
〈男子B級〉
○優 勝：宇都宮 康徳／宇都宮 佐知子
○準優勝：中野 実／加来 寛治
○第三位：土井 勝美／平野 寿久
〈女子A級〉
○優 勝：時本 清美／中村 真澄
○準優勝：山本 妙子／猫田 由美
○第三位：比良 和美／杉野 薫
〈女子B級〉
○優 勝：平木 志穂／古庄 直美
○準優勝：大嶋 麻衣／小杉 彩歌
○第三位：安仲 京子／矢野 初美
〈C級〉
○優 勝：篠原 巽／後藤 雄三
○準優勝：襖田 真智子／森田 明菜
○第三位：高尾 浩／佐藤 博子

京築ボーイズ初Ｖ 全国大会出場決定
豊前市を拠点に京築地区（中津市を含
む）で構成する中学の硬式野球チーム『京
築ボーイズ：創部１２年』が昨年11月末に
飯塚市で行なわれた福岡県北支部予選を
勝ち抜き、全国春季大会への出場を決め
ました。
１月５日、吉富中在学の7名を含む１０選
手と保護者が吉富町役場を訪れ、今冨町
長に全国大会出場の
報告を行いました。
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︻ご冥福をお祈りします︼
歳︵広津下︶

歳︵広津上︶

15名（先着順とします。最小催行人数5名）

保科
恒成

保幸様

空伽ちゃん︵今吉上︶
山本梯次郎様

くう が

春幸

員

香典返しお礼

物品寄贈お礼
︹寄贈品︺
車椅子
︵１月

日受付まで︶

１台

正勝様 ︵小犬丸下︶

︻吉富町社会福祉協議会へ︼

忠男様

𠮷田

︻吉富町社会福祉協議会へ︼
恒成ヤス子様 ︵広 津 下︶
︻吉富町寿会連合会へ︼
恒成ヤス子様 ︵広 津 下︶

一般寄付お礼
髙尾

府︶ ︻吉富町社会福祉協議会へ︼

◇定

畑本
歳︵別

吉富フォーユー会館 ３階

洋治様

所

月・日 病

医

院

名 住

豊築休日急患センター
☎８２・８８２０

尾

医
内

所 月・日 病

井

医

病

院

院 中央町

名 住

院 築上町

科 豊後町

子

屋

科 新魚町

渡 辺 整 形 外 科 八

尻

屋

前 田 内 科 医 院 田

町

所 大悟法

町

療

久 持 ク リ ニ ッ ク 栄

診

熊

三

南整形外科クリニック 殿

保

小林整形外科医院 赤

八 屋 第 一 診 療 所 八

内 尾 整 形 外 科 医 院 上宮永

末 宗 内 科 医 院 沖代町

屋

酒

◎内科・小児科
豊前市
日曜日 ︵９時〜 時
受付は 時 分まで︶
祝 日
荒 堀
◎歯 科
︵９時〜 時 分︶
◎口 腔 ガ ン 専 門 医 の 診 察
予 定 日 は︑6 日・ 日
です︒

永

田

幸

よしとみ整形外科リウマチ科クリニック

内

ぶぜん眼科クリニック 八
西

所

賃料、敷金、修繕、解約、明け渡しなど、民間住宅
の賃貸借をめぐるトラブルについて、司法書士が電
話で相談に応じます。
■日 時／平成２３年２月２７日
（日）
１０時〜１６時
■方 法／電話相談（無料）
相談電話番号☎０９２‒７２２‒４１３１
■主 催／福岡県司法書士会

休日相談医案内
（ただし、土日祝日は除く）

後明

◇講座内容 簡単なデータ保存・音楽データの取り込みや編
集・CD-R/RWへの書き込みなど

ゆうせい

歳︵ 喜連島下︶

◇申し込み受付期間
2月3日（木）から2月10日（木）
午前8時30分から午後5時15分まで

悠誠ちゃん︵ 喜連島上︶

生涯学習講座「パソコン教室」
の受講生を募集します。

︵横浜市西区楠町︶

◇申し込み 吉富町教育委員会（吉富フォーユー会館内）
吉富フォーユー会館窓口にてお申し込みくださ
い。都合で申し込みに来られない方は、電話受付
をいたします。

畑中八千代様

無料

誠也
けんしん

◇場

兼心ちゃん︵和井田︶

2月22日（火）
・23日（水）
午後１時３０分〜午後3時３０分
（１日2時間の２日間）

司法書士による
『賃貸住宅トラブル電話相談会』

2
・
11

2
・
13

76 49 75 82

◇開催日時

梅林

パソコンに触れてみましょう！
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宮 本 整 形 外 科 医 院 中央町

縄

30

13

〃

〃

2
・
20

〃

〃

2
・
27

〃

〃

2
・
6
〃

☎22-1944
吉富町教育委員会
◇問い合せ

（ただし、テキスト代として200円必要となります。）

◇受 講 料

〃

2
・
11
〃
〃

座 ＣＤにデータを残しましょう！
◇講

吉富町在住の20歳以上の方
（以前受講した方についても申込みできますが、
定員を超す場合は初めて受講する方を優先させ
ていただきます。）
◇対 象 者

パソコン教室

︻お誕生おめでとう︼

お 知 らせ
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お 知 らせ

吉富町奨学金奨学生を募集

平成２３年度吉富町奨学金の奨学生を次の要領により募集します。

◆貸付対象者
①本人又は保護者等が吉富町に２年以上在住し、他の奨学金を受けていない方
②高等学校または大学等に進学・在学する方で、学費に困窮している方
◆奨学金の貸付額

学校等

貸付月額（１人月額）

大学・短大・高専（4年生以上）
専修学校専門課程

４５，
０００円

高校・高専（3年生まで）
専修学校高等課程

１８，
０００円

◆申し込みに必要なもの
●申請書（各自直筆で記入してください。）
●学校推薦書（在学校又は卒業校のもの）
●家庭の状況調査書 ※教育委員会に用意しています。 ●在学証明書又は入学許可書（合格通知）の写し
●成績証明書（在学校又は卒業校のもの）
●奨学生の世帯の住民票謄本
●連帯保証人の住民票
●連帯保証人の市町民税及び固定資産税の納税証明書
◆連帯保証人について
下記の要件を満たす連帯保証人が２名必要です。
①保護者１名（町税等滞納者は不可）
②保護者以外の連帯保証人１名
・吉富町、
豊前市、
上毛町及び中津市に居住し、
前年度において市町民税及び固定資産税の両方を納入し
ていること
（滞納者は不可）。
・債務弁済能力を有し、奨学生及びその保護者と生計を同一にしていないこと。
※申請後、書面で意思確認をさせていただきます。
◆その他
●審議会を開催し、貸付の決定を行います。
●貸付金は毎月本人名義の口座へ振り込まれます。
●卒業後1年おいてから半年賦（6月と12月）
で貸付期間の2倍の期間で返還をしていただきます。納期限ま
でに納付されなかった場合は、督促手数料及び遅延金が発生することがあります。
◆申込受付期間／平成２３年２月１日
（火）
〜３月３１日
（木）
◆申込・問い合わせ先／吉富フォーユー会館内

吉富町教育委員会

☎２２−１９４４

不動産に関する無料相談所
不動産に関するご相談・相続・税金などについて、弁護士・税理士・不動産相談員が
応じます。事前申込みは不要です。直接、会場へお越しください。
■日時及び会場／平成２３年２月１０日
（木） 10:00〜16:00（受付は15時まで）
行橋商工会議所
福岡県行橋市中央１−９−５０ ☎０９３０
（２５）
２１２１
■問 合 せ／（社）福岡県宅地建物取引業協会 ☎０９２−６３１−１７１７
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平成23年3月24日（木）13：30〜15：00

のお知らせ

会場

吉富あいあいセンター

内容

講演：
「知っておきたい糖尿病の予防と治療について」
講師：中山内科医院 中山 宏 先生

【問い合わせ先】
吉富あいあいセンター
電 話 ０９７９−２３−９９００
(吉富町役場 健康福祉課) ＦＡＸ ０９７９−２３−９９０３

糖尿病は、万病の元と言われ、悪化すると心臓病
や脳卒中・腎臓病の原因になります。糖尿病につ
いての理解を深め、予防に役立てることが大切
です。以前血糖値が高いと言われたことのある
方、治療中の方もぜひ参加してください。
皆さまの参加をお待ちしています。

かさつき思ひ力の入りぬ

日時

申し込み不要・参加費無料

ひめぐらせ寝つかれずをり

煮ころがしことこと踊る落し蓋

幸子

石井眞理子

城戸

中川ハナヱ

千の風万の花びら梅匂う
木村
早春の川辺の道のクラス会
忠義
どんど焼き色つき御幣も混りをり

大澤

幸

中石キヌヱ

髙令化ピンシャン体操冬ぬくし

先生のひと筆入りて輝きぬわが
正子

九十二の歳まで農に励みたる叔

佐田

絵手紙に描きたる柚子は
鶴子

父の遺骨の太き骨々
太田

一面の苅田に田夫の気配なく燃

えにし

人によりつまらぬものも縁あり

土屋かほる

えさしの煙しろく延びをり

高原トシヱ

生糸よりあつらへくれし祖母な

わが物となれば捨て難くして
庭隅の丈のみじかき山茶花にふ

りき晴着の友禅模様忘れず
築川

と触れてみぬ花二つつく

馬渡

歩けぬと休みながらも初詣ナー

新子

風向きに逆らふことなく同じ方

スの声に心沸き立つ

尾坐

お辞儀するがに揺るる尾花よ

糖尿病予防講演会
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吉富あいあいセンター

増えています！心臓病

〜症状を見逃さないで〜

日本人の死亡原因の第２位は心臓病です。なかでも多いのが「狭心症」と「心筋梗塞」です。吉富町でも死亡原因の第
２位は心臓病です。
心臓は全身に血液を送るポンプの役割がありますが、心臓自体も血液を必要とします。心臓に血液を供給する「冠動
脈」の血管が傷み動脈硬化が進むことで血流が悪くなり、途絶えることで起こるのが狭心症や心筋梗塞です。
これらの心臓病は命にかかわる病気です。症状を見逃さず、早めに受診し、治療を受けることが大切です。

○狭心症

・胸が締め付けられるように痛む。

・発作の持続時間は数分から１０分以内

※痛みは「奥歯の痛み・のどや、胸と肩の間が締め付けられる感じ・肩こり・左腕に放散する痛み」などもあり数分から１０分以内に
治まります。
※特にいつもより長く続く場合や症状が強く繰り返し起こる場合は、できるだけ早く医療機関を受診するようにしてください。

○心筋梗塞

・前触れなく胸が締め付けられるように胸の中央、左胸部が強く痛む。

・冷や汗が出る。

※痛みは「鉛のかたまりをのせたような重苦しい強い痛み・焼けつくような激しい痛み」などで、発作の持続時間は３０分以上続く
のが特徴です。
※上記の症状が現れたら、すぐに救急車を呼びましょう。

注

意

・糖尿病の方や高齢者で神経障害のある方は、発作時の痛みを感じにくい場合があるので注意が必要です。
・心臓病は急に発症するわけではありません。日頃から健康診断を受けご自分の健康状態を把握するとともに、生活
習慣の改善に取り組むことが大切です。
ぜひ今月開講する生活習慣改善基礎講座を受講し、心臓病予防に役立ててください。詳しくは、広報よしとみ１月号を
ご覧ください。

パパ・ママ学級のお知らせ
“妊娠・出産・育児”…赤ちゃんの誕生はとても楽しみ
な反面、不安や心配なこともたくさんありますね。パ
パ・ママ学級にご夫婦で参加し、悩みを話し合ったり、
楽しく一緒に勉強しませんか？
ママだけ、パパだけの参加でも結構です。
■日 時／2月26日（土） 午前１０時〜11時30分
■場 所／吉富あいあいセンター 多目的室
■内 容／沐浴指導･実習、妊婦疑似体験(希望者)
妊娠中の栄養など
■参加費／無 料
■持ってくる物／母子手帳、スリッパ(必要な方)

※妊婦疑似体験の際、写真撮影希望の方はカメラを持
参してください。

■申し込み／２/２２（火）までに申し込んでください。
※託児が必要な方はご相談ください。

離乳食教室のお知らせ
2月の赤ちゃん広場は、10日・24日の木曜日です。
24日は、離乳食教室を開催します。だしのとり
方・おかゆの作り方など前期・中期・後期それぞれ
のメニューに合わせて、一緒に作ってみませんか。
栄養士による栄養相談もありますので、是非赤ち
ゃんと一緒にご参加ください。
■日

時／２月２４日（木）
午前１０時３０分〜１１時３０分

■場

所／吉富あいあいセンター プレイルーム

■参加料／無

料

（エプロン・三角巾を持ってきてください。）
※事前に電話予約をお願いします。

●パパ・ママ学級、離乳食教室の申し込み・問い合わせは

吉富あいあいセンター ☎２３−９９００

多胎児を妊娠中、育児中の方の健康講演会のお知らせ
京築保健福祉環境事務所では、多
胎児を妊娠中の女性、育児中の母
親などを対象に講演会を開催いた
します。
保護者の方が、この教室を通して
育児の不安が軽減され、少しでも
日頃の育児に役立てていただけれ
ばと思っています。
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時／平成２３年３月７日(月)午前１０時〜12時
所／福岡県行橋総合庁舎 ４階大会議室
題／「多胎児の健やかな発達のために」
福岡新水巻病院 周産期センター長 白川 喜継 先生
■対
象／多胎児を妊娠中の女性、育児中の母親
■締め切り／平成２３年３月４日（金）
■申し込み・お問い合わせ先／
京築保健福祉環境事務所 健康増進課 健康増進係 ☎０９３０-２３-２６９０

■日
■場
■演

ひ

ばり

桑本

姫春ちゃん

中村

心奈ちゃん

（H22年2月18日生

は

女

今吉下）

な

（H22年2月20日生

じん

た

蕨野

鳳虎ちゃん

中尾

連也ちゃん

（H22年2月19日生

女

幸子上）

楡生）

れん や

（H22年2月27日生

男

男

広津上）

木村

み

はる

壬春ちゃん

（H22年2月28日生

女

あいあいセンター便り

1歳のお誕生日おめでとう!

和井田）

子どもさんの定期予防接種はお済ですか。【問い合せ先】
吉富あいあいセンター ☎２３‒９９００
感染症の中には、症状の重いものや後遺症が心配されるものもあります。
それを防ぐために免疫をつくろうとするのが予防接種です。子どもを病気から守るために、ぜひ予防接種を受けましょう。
次の予防接種は、期間が23年3月31日までとなっています。
対象の方は、なるべく早めに接種しましょう。
予防接種の種類

象

者

23年度小学校入学予定者

第３期

中学1年生

第４期

高校3年生に相当する年齢

二種混合（ジフテリア破傷風） 第２期

注

意

麻しん風しんどちらか罹患ずみ
の方でも、混合ワクチンを接種
できます。

小学6年生

・二種混合予防接種については、町で設定した期日は過ぎました。
・麻しん風しん混合（ＭＲ）接種については、3月に予定しています。
希望の方は町内の東病院・さやの小児科で、電話予約をして接種してください。
また、福岡県予防接種広域化に加入している町外の病医院でもできる場合がありますので、各病医院にお尋ねください。

※この広報誌は再生紙を使用しています。
※再生紙を使用しています。

2

月

7日 月
10日 木
14日 月金
18日 金
18日 金
21日 月

今月の健康案内
健康相談

10：00〜12：00

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

10：00〜12：0

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

赤ちゃん広場
健康相談

こころのリハビリ教室「ひだまり」
栄養相談（予約制）
健康相談

23日 水
24日 木
25日 金
26日 土
28日 月

1歳6ヶ月児健診（1歳6ヶ月児〜1歳8ヶ月児）

13：30〜14：30

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

14：00〜14：15

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

赤ちゃん広場（離乳食教室）

BCG予防接種（3〜5ヶ月児）
パパ・ママ学級
健康相談

︻問い合わせ先︼
吉富あいあいセンター  ２３︲９９００

麻しん風しん混合
（ＭＲ）

対
第２期

