広報

太陽と緑豊かな住みたくなる町

YOSHITOMI

第29回

町の動き

7

2011.7.1
Jul
No.711

発行／吉富町役場
〒871-8585 築上郡吉富町大字広津226番地1
TEL
（0979）
24-1122・FAX（0979）24-3219

吉富町民五月展

平成23年6月1日 現在

町の人口

7,104人

前月比（＋7）

男

3,366人

前月比（＋4）

女

3,738人

前月比（＋3）

世帯数

2,869世帯 前月比（＋1）

５月２８日、
２９日の２日間にわたり、吉富町文化協会（佐田秀敏
会長）主催の「第２９回吉富町民五月展」が開催されました。
当日はあいにくの雨でしたが、さつきや山野草、写真、陶芸、
水墨画などのほか、無料の抹茶コーナーや園芸即売コーナー、
吉富神楽のチャリティ公演などもあり、多くの来場者で賑わいま
した。

主な内容
●7月は人権問題啓発強調月間です。………………………2
●平成23年度国民年金保険料免除申請の受付が始まります。…4
●大雨・台風シーズン到来!〜災害への備えを万全に〜…5

一人ひとりが人権を大切にする町に

７月は人権問題啓発強調月間です。
吉富町におきましては、
様々な人権問題や差別の早期解決、
一人ひとりが人権を大切にする、
そのような町になること
を目指し、
啓発に取り組みます。

◆主な行事

７月は、
「社会を明るくする運動」月間です

■日 時／平成２３年７月7日（木） 午前９時３０分から
■会 場／築上町 コマーレ（椎田駅前）
■講 演／演題「信じ続ければ、子供たちは応えてくれる」
■講 師／野口石油 代表取締役社長 野口義弘 氏

税務課から
のお知らせ

花
吉富小学校3年生が人権の花（ひ
まわり）運動に取り組んでいます。
6月1日（水）に、ひまわりの苗を
ポットから花壇に植えかえる作業
を人権擁護委員と行いました。

運動だより

「社会を明るくする運動」は、すべての国民が犯罪の予防と罪を
犯した人達の更正について理解を深め、それぞれの立場において
力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な
運動です。
次代を担う青少年を非行から守り非行に陥った青少年の立ち直
りを助けるため、地域に理解と協力の輪を広げましょう。
豊前・築上地区では下記の日程で第６１回「社会を明るくする運
動」推進大会を開催しますので多くの方の参加をお願いします。

人権 の

◎立看板の設置……町内６カ所に設置
◎懸垂幕の掲出……吉富フォーユー会館
◎吉富町人権問題啓発講演会
①開催日時／平成２３年７月２３日（土） 開場１3：００ 開演１３：３０
②開催場所／吉富フォーユー会館 大ホール
③講
演／・講師 戦場カメラマン 渡部陽一氏
・演題 「世界からのメッセージ 〜命と愛と絆〜」
・入場無料（小学生未満の入場はご遠慮ください。）
・席に限りがございますので定員になり次第、入場を
お断りする場合もございます。
あらかじめご了承ください。
・お問い合わせ 住民課☎24-1124
④同時開催 「世界人権宣言」パネル展示
人権キャラクター「まもる君・あゆみちゃん」による啓発品の配布・ぬりえコーナー
◎人権展（７月１日〜７月３１日）
①開催場所／ 吉富フォーユー会館ホワイエ
②展
示／吉富小学校、吉富中学校の児童・生徒制作のポスター・標語

７月は固定資産税･国民健康保険税の納期です

７月は、固定資産税第２期分と国民健康保険税第１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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住民課からのお知らせ
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野外焼却（野焼き）はやめましょう
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは一部の例外（落ち
葉焚き、畦の草及び下枝の焼却、漁網にかかったごみの焼却、
しめ縄・門松等を焚く行事、国又は地方公
共団体がその施設を管理するための必要な廃棄物の焼却等）
を除き禁止されています。
ごみを処分する場合は、一般家庭であれば、分別してごみに出す。事
業者の方は、業者へごみ処理を委託するなど、適正な処分をしましょう。
また、例外として焼却できるものであっても、焼却により隣近所（特に
住宅地）に迷惑となる焼却は自粛しましょう。
（焼却を行う前にできるだ
け隣近所に声かけ等をし、迷惑（特に洗濯物や室内へ焼却物の臭いが
着く等の迷惑）
をかけないように十分注意してください。）

2

環境を美しく守りましょう
吉富町では、環境を美しく保ち、快適な生活を送ることができるよう「吉富町
環境美化に関する条例」を制定しています。空き缶やゴミのポイ捨てはやめ、美

しいまちづくりをめざしましょう。

3

みんなで節電アクション！
東日本大震災の影響により、電力供給がきわめて厳しい状況となっています。今回の震災については、
私たち一人ひとりでも支援・協力できることはたくさんあり、そのひとつが節電です。家庭やオフィスで、
みんなが少しずつ節電の努力をすることが、被災地の復興と安定した電力供給につながります。さらに、
一人ひとりの節電がCO2削減に、ひいては地球温暖化防止にも貢献することになります。

4

犬や猫を飼っている皆様へ
飼い主としての責任とマナーを守り、ご近所の方々との快適な暮らしを日頃から、心掛けましょう。

犬を飼っている方
◎フンは場所を問わず自宅に持ち帰りましょう。
◎犬の放し飼いはやめましょう。
猫を飼っている方
◎排泄は家の中ですませるようにしましょう。
◎できるだけ室内で飼いましょう。
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住民課からのお知らせ

5

豊前市外二町清掃センターからのお知らせ
7月１８日（祝日）は吉富町のごみ収集日となっています。
清掃センターでは通常通りのごみの受入れをいたしますので、
一般の方もご利用ください。
●受入れ時間／８時３０分 〜 １６時３０分
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豊前市外二町清掃センター

☎８２−２１９２

平成23年度 豊前市外二町清掃施設組合 リサイクル講座受講生募集
●講座名／小物作り
（ティッシュカバー）
●講座開催日／8月5日（金）午前10時〜12時
●募集人数／15名

●申込期間／7月4日（月）
〜7月29日（金）
●申 込 先／豊前市外二町清掃センター（リサイクルセンター）
☎82−2192
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平成23年度国民年金保険料免除申請の受付が始まります。
7月1日から平成23年度国民年金保険料免除申請の受付が始まります。
前回までの申請で免除継続申請を選択し、かつ全額免除または若年納付猶予が承認された方は申請の
必要がありませんが次の方は申請が必要です。
1）失業による特例で承認された方。

2）平成22年度国民年金保険料免除申請を平成22年7月から平成23年6月中に行ったが承認され
なかった方

また、平成22年度国民年金保険料免除申請が済んでいない方は、平成23年7月末までは手続きができ
ます。
●申請及び問い合せ先／吉富町役場住民課年金係

☎24−1124

7月の年金出帳相談日
期

日

7月14日（木）
28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

＊予約制です。予約受付は小倉南年金事務所
＊お客様相談室

☎093−471−8873までお申込み願います。
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大雨・台風シーズン到来！

災害への
備えを
大雨や台風の季節になりました。例年各地で大雨による災害が発生しています。 万全に
大雨や台風への備えを万全にしておきましょう！

◎大雨災害への備え
●気象情報に注意！

大雨や台風による災害は、気象情報に注意することで、ある程度予測できます。災害の恐れがある場合に
は、気象情報のほか注意報、警報など様々な情報が提供されていますので、最新の情報をテレビやラジオ、
インターネットなどで入手しましょう。

●危険な場所には近づかない！

雨で増水した水路や側溝は境界が見えにくくなり、転落の危険があります。河川、がけなど危険な場所に
近づかないのはもちろんのこと、日ごろは安全と思われている場所でも注意が必要です。大雨や台風の際は
なるべく外出を避けましょう。

●避難のための準備も忘れずに

大雨等により洪水など災害発生の危険が高まった場合、町から避難勧告などを発令することがあります。
避難所の場所や道順の確認、家族間の連絡方法や避難時の役割分担、非常持ち出し品のチェックなど、万
が一の時にあわてず速やかに避難ができるよう準備をしておきましょう。

◎吉富町防災パンフレット＆ハザードマップを
再度確認しましょう！
平成21年10月に風水害への備えや避難所一覧を記載した防災パンフレットと、佐井川がはん濫した場合の
浸水予想などを記載したハザードマップ（避難地図）
を全戸に配布しています。
再度内容を確認し、いざというときに適切な行動を取れるよう準備しておきましょう。

検察審査会に
ご相談を！
交通事故、詐欺などの被害にあ
って警察や検察庁に訴えたが検察
官がその事件を裁判にかけてくれ
ない。
こんな不満をお持ちの方は検察
審査会にお気軽にご相談ください。
秘密は固く守られ、費用は無料で
す。
■問い合わせ先
小倉検察審査会事務局
☎０９３−５６１−３４３１

自衛官募集！
募 集 科 目
■航空学生／航空機のパイロットを養成する制度です。
◎受験対象年齢：高卒（見込含）
〜21歳未満
■看護学生／看護業務に携わる自衛官を養成する制度です。
◎受験対象年齢：高卒（見込含）
〜24歳未満
■一般曹候補生／
自衛隊の部隊勤務を通じて、その基幹隊員となる陸・海・空曹自衛官
を養成する制度です。
◎受験対象年齢：18歳〜27歳未満
■自衛官候補生／
採用後「自衛官候補生」
（特別職国家公務員）
に任命され、
自衛官と
なるために必要な基礎的教育訓練に専念する新しい採用制度です。
◎受験対象年齢：18歳〜27歳未満
■詳細についてのお問い合わせ
福岡地方協力本部築城地域事務所 ☎０９３０−５６−１１５０
（内線２２９）
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「防災メール・まもるくん」に登録しましょう！
防災情報等をあなたにお知らせします
福岡県が提供する防災情報等メール配信システム「防災メール・まもるくん」は、携帯電話やパソコンに、防災に関す
る情報や地域の安全情報などをお知らせします。受信する情報の種類や程度は登録時に選択でき、
また、いつでも変更
することができます。
登録は無料です。
（通信料は利用者負担です。）

まもるくん４つの機能
①大雨、地震等の防災気象情報、
河川水位、避難勧告・指示など
②災害時の安否情報通知
③福岡県避難支援マップ
④地域の安全に関する情報

◆登録方法◆
①空メール送信
mamoru@bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp に
空メールを送信し、返信メールの指示に従って登録してくだ
さい。
②ホームページから登録
アドレス
http://www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp/
◆問合せ先◆
福岡県総務部消防防災課

☎０９２−６４３−３１１２

後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額
認定証（減額認定証※１）が８月に更新となります

ご存知ですか？
自動車事故被害者援護制度

現在、使用中の減額認定証の有効期限は、平成２３年７月３１日に
なっています。
減額認定証をすでに持っている人で、平成２３年度の市町村民税が
非課税世帯の人には、
８月１日からの新しい減額認定証を７月下旬に
お届けします。

◎交通遺児等育成基金
保護者が自動車事故で死亡、または
重度の後遺障害となった被害者の家庭
の遺児などの健全な育成を図るため、育
成資金の無利子貸付を行っています。

※１）同一世帯の全員が市町村民税非課税である方については、入院の際の自
己負担限度額や食費・生活費の一部負担金が減額される場合があります。
減額認定証を持っていなかった人で、新たに交付を希望する場合は、吉富
町役場健康福祉課で交付申請の手続きを行ってください。

【申請に必要なもの】
印鑑・被保険者証・その他※２
※２）その他：収入額などを証明するもの（非課税証明書など）
や入院期間が確
認できるものが必要になる場合があります。

●問い合わせ先
吉富町 健康福祉課 後期高齢者医療係 ☎２４−１１２３
又は
福岡県後期高齢者医療広域連合 ☎０９２−６５１−３１１１

◎重度後遺障害者への介護料支給
自動車事故により、脳・脊髄または胸
腹部臓器に損傷を受け、常時または随
時の介護を必要とする重度後遺障害者
を抱える家族の精神的・肉体的並びに経
済的負担の軽減を図るため、介護料を
支給しています。
●お問い合わせ
独立行政法人 自動車事故対策機構
福岡主管支所
☎（０９２）
４５１−７７５１
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われており︑さまざまな物が世

現在は﹁豊かさの時代﹂と言
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破壊されてしまうのです︒物で

汚染されてしまい大切な自然が
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の中にあふれています︒そのた

クルできますが︑水の汚れは直

下水道だより

めでしょうか︑汚れたり壊れた

接︑私たちの日常生活をおびや

現在︑本町が取り組んでいる

りした物は︑そのまま捨てられ

ようです︒しかし︑その一方で

公共下水道は︑資源としての水
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てしまうことが多くなっている

にゴミを減らし︑不用品を有効

に私たちの生活環境を改善して

これまでの下水道工事で既に

に使うリサイクル運動も見直さ

では︑水の場合はどうでしょ

﹁公共ます﹂が設置された家屋

くれる大切なものなのです︒

うか︒私たちは毎日の暮らしの

では︑下水道に接続することが

れています︒

中で手軽に水を使い︑汚し︑そ

可能となっています︒

そこで早期に下水道への接続

をしていただくことによって︑

して流しています︒まるで大量

生産された使い捨ての物である

かのようにです︒

自然環境の改善を図ってゆく必

今後とも下水道整備の趣旨に

ところが︑水は自然の法則に

海に流れ込み︑蒸発して雲にな

ご理解とご協力をお願いいたし

要があります︒

り︑そして雨となって私たちの

ます︒

従って循環しているため︑川や

町に戻ってくるのです︒

︻問い合わせ先︼

つまり︑これまでのように生

活排水をたれ流しの状態にして

役場上下水道課

☎２４・４０７４

おけば︑私たちの生活環境が悪

化するばかりでなく︑川や海が

■８月から後期高齢者医療制度の被保険者証が新しくなります
現在の被保険者証（水色）
は、平成２３年７月３１日までの有効期限となっています。
８月１日から使用できる被保険者証（薄みどり色）
は、
７月下旬に郵送します。ただし、保険料の滞納がある場合
は、通常より短い有効期限の被保険者証を窓口でお受け取りいただくことがあります。
８月1日以降に医療機関にかかるときは、新しい被保険者証（薄みどり色）
を窓口に提示してください。
有効期間は、平成２４年７月３１日までの１年間となっています。
７月３１日までに新しい被保険者証（薄みどり色）
が届かない場合は、吉富町役場健康福祉課へお問い合わせく
ださい。

■後期高齢者医療制度の被保険者証の自己負担割合をご確認ください
医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合は、
１割又は３割です。
毎年、前年中の所得を基に、
８月から翌年７月までの1年間の自己負担割合の判定を行います。
自己負担割合は、原則１割ですが、同じ世帯の被保険者のいずれかの人の市町村民税課税所得が１４５万円以上
である場合には、
３割となります。
ただし、市町村民税課税所得が１４５万円以上であっても、次の１又は２に該当する場合は、申請することにより
１割負担となります。
１）同じ世帯の被保険者が２人以上の場合……同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が５２０万円未満
２）同じ世帯の被保険者が本人のみの場合（次の①又は②に該当）
① 本人の収入が３８３万円未満
② 本人と同じ世帯の７０歳から７４歳までの人の収入の合計額が５２０万円未満

●問い合わせ先／吉富町 健康福祉課 後期高齢者医療係☎２４−１１２３
又は 福岡県後期高齢者医療広域連合☎０９２−６５１−３１１１
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■平成23年度

後期高齢者医療制度の保険料について

平成22年中の所得の届出に基づき、
平成23年度の保険料額を決定します。
被保険者（加入者）
の皆さんへ「平成23年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」
を７月中旬にお届けします。
決定します。
保険料は、
平成22年中の所得金額と世帯（注１）の状況を基に算定を行い、
（注１）｢世帯｣とは、
平成２３年４月１日時点の世帯（75歳になる人、
県外からの転入者などはその時点）
を基準にしています。

●保険料の決まり方（計算方法）
医療費総額

被保険者（加入者）の
皆さんが負担する保険

支援金約4割

（現役世代の負担）

被保険者
均等割額

約１割

病院などに支払う自己負担額

医療給付費

保険料

＋

＝

52,213円

公費
（税金）
約5割

所得割額
＋

総所得金額等
−33万円
（基礎控除額）

×

所得割率
9.87%

保険料は、
被保険者全員が負担する｢被保険者均等割額｣と、
被保険者の所得に応じて負担する｢所得割額」の合計になります。
保険料は、
年額50万円が上限です。

国：県：市町村=４
：
１
：
１

・保険料は、
県内どの地域でも同じ基準で算定されます。
・保険料は、
加入者一人一人にかかります。保険料率（被保険者均等割額、
所得割率）
は、
２年ごとに見直され、
次回は、
平成24年
度に改定されます。
・総所得金額等とは、
前年中の「公的年金等収入−公的年金等控除」、
「給与収入−給与所得控除」、
「事業収入−必要経費」等
の合計額で、
各種所得控除前の金額です。
・例えば、
公的年金等の収入のみの人で、
年額が153万円以下の場合は、
総所得金額等は33万円以下となるため所得割額はかか
りません。

■保険料の軽減について
●均等割額の軽減
平成23年度では、平成22年度の保険料軽減措置（被保険者均等割の９割・8.5割（注２）
・
５割・
２割軽減）
を継続して行い
ます。
（注2）原則は「7割軽減」ですが、
特例措置により
「8.5割軽減」
となっています）
均等割額軽減割合

軽減後の均等割額（年額）
平成２３年度

同一世帯内の被保険者及び世帯主の
軽減対象所得金額（注３）
の合計額

９割軽減

5,221

円

【33万円
（基礎控除額）】以下で、
かつ
【被保険者全員が年金収入
80万円以下（その他各種所得がない）】

８.５割軽減

7,831

円

【33万円
（基礎控除額）】以下

５割軽減

26,106

円

【33万円
（基礎控除額）
＋24.5万円×被保険者
（世帯主を除く）
の数】以下

２割軽減

41,770

円

【33万円
（基礎控除額）
＋35万円×被保険者数】以下

（注３）軽減対象所得金額は、
基本的には総所得金額等と同じですが、
公的年金等収入の場合、
「公的年金等収入−公的年金
等控除−１５万円」
となるなど、
例外があります。

●所得割額の軽減
総所得金額等が91万円以下（公的年金のみの場合は、
収入額で211万円以下）
の人は、
所得割額が５割軽減となります。

●被用者保険（注４）の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」だった人は被保険者均等割額が９割軽減
となります。
また、
所得割額はかかりません。

（注４） 被用者保険とは、
全国健康保険協会管掌保険、
組合管掌健康保険、
船員保険、
共済組合をさします。国民健康保険・国民健
康保険組合は該当しません。）

■保険料の減免制度について
災害や失業等により保険料の納付が困難となった場合は、保険料が減免できる場合がありますので、吉富町役場健
康福祉課へご相談ください。
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65歳以上の方へ、平成23年度介護保険料の
決定通知書をお送りします。
平成２３年度の市町村民税等をもとに算出した介護保険料決定通知書をお送りします。
介護保険料率は、昨年度と同様ですが、市町村民税や所得の状況により９段階の所得段階で計算していますので、
ご本
人や同じ世帯の方の市町村民税の課税状況や所得等に変動がある場合は、昨年度の介護保険料額から変更になること
があります。

納付方法
■継続して年金からの天引きで介護保険料を納めている方
今回決定した年間介護保険料額から、
４月期から８月期（仮徴収期間）
に年金から天引きした介護保険料を差し
引いた金額が、
１０月、
１２月、来年２月の各期に年金から天引きされます。
■納付書、口座振替等で納めている方
８月期から来年３月期まで納めます。
なお、年間１８万円以上（月額１万５，
０００円以上）の老齢（退職）、障害、遺族年金を受給している方は年金からの天引
きとなりますが、
６５歳になった人、広域連合外からの市町村から転入した人などの場合は、半年〜１年後に年金からの
天引きが開始されます。
※災害や失業などやむを得ない理由で介護保険料を納めることが難しくなったときは、申請により介護保険料の減免
や納付猶予が受けられることがあります。
※特別な事情がなく介護保険料を滞納すると、滞納期間に応じて介護サービス利用時の自己負担割合が増える、
また
は、一時的に介護給付が差し止めになるなどの制限が生じます。
介護保険制度は皆様から納付していただく介護保険料で成り立つ制度です。介護保険料納付についてご理解とご協力
をお願いいたします。
【お問い合わせ先】 吉富町役場健康福祉課 ☎０９７９−２４−１１２３
福岡県介護保険広域連合（事業課資格管理係） ☎０９２−６４３−７０５５

吉富町母子寡婦福祉会

みなさん、仲間に
なりませんか？

あなたには、困ったことや悩みごとを相談できる人はいますか？当会は、
地域の母子家庭の母や寡婦の方で構成されており、会員の生活向上の
ため活動する会です。
現在、会の再始動に向けて新たに会員を募集しています。加入したい
方や興味のある方は是非お問い合わせください！
●問い合わせ先／役場健康福祉課 ☎２４−１１２３

お盆の準備はお済でしょうか
お盆の事ならなんでもご相談下さい
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新しいお墓

お墓の修理

リフォーム

墓誌の名前彫刻

恒成石材店

平成23年度

福岡県介護支援専門員実務研修受講試験の実施について
平成２３年度福岡県介護支援専門員実務研修受講試験を、下記のとおり実施します。
試験の名称

平成２３年度福岡県介護支援専門員実務研修受講試験

日 時

平成２３年１０月２３日（日）

会

県内２ヶ所
①福岡大学

場

受験申込書の配布期間
受験申込書の配布場所

受験申込期間

平成２３年６月２４日（金）
〜７月２９日（金）
県の各保健福祉環境事務所
県庁介護保険課（２階）
北九州市の各区役所及び出張所
福岡市の各区保健福祉センター及び区出張所
各市町村介護保険担当課
福岡市情報プラザ（福岡市役所１階）
文化観光情報ひろば（アクロス福岡２階）
（社）福岡県介護支援専門員協会
（※１人につき１冊ずつ配布します。）
平成２３年７月１日（金）
〜７月２９日（金）
（※消印有効）

◎試験に関するお問い合わせ先
（社）福岡県介護支援専門員協会

第11回

②九州共立大学

☎０９２−４３１−４５８５ （住所：福岡市博多区博多駅南２丁目９番３０号）

福岡県ねんりんスポーツ・文化祭

★「合唱フェスティバル」参加者募集について
６０歳以上の皆さんの参加を募集しています。
合唱未経験者でも気軽に本格的な合唱が楽しめます。
是非ご参加ください。
●開 催 日／平成２３年１１月２０日
（日）
●場
所／「イイヅカコスモスコモン」
（飯塚市）
●参加資格／県内在住の６０歳以上の人
（昭和２７年４月１日以前に生まれた人） ※合唱未経験者歓迎
●練習日程／月２〜３回程度
●練習場所／①クローバープラザ
（春日市） ②イイヅカコミュニティセンター
（飯塚市）
【お問い合わせ先】
以上の２会場で実施
（選択可）
福岡県ねんりんスポーツ
●定
員／約１００人
・文化祭実行委員会事務局
●参 加 料／月１，
０００円
☎０９２−５８４−１４０１
●募集期間／随時
（※先着順）

★「２０１１ 福岡県シニア美術展」作品募集について
６０歳以上の皆さんの作品を募集し、原則としてすべての作品を県立美術館に展示します。また、入賞作品は秋に開催
する福岡県ねんりんスポーツ・文化祭のメイン会場にも展示しています。たくさんのご応募をお待ちしています。
●応募資格／県内在住の昭和２７年４月１日以前に生まれた人（福岡県美術協会会員は除く）
●募集作品／日本画、洋画、彫刻、工芸、書、グラフィックデザイン、写真
●募集期間／平成２３年７月２０日（水）
〜９月２０日（火）※作品搬入は別途期日
【お問い合わせ先】
（社）福岡県美術協会
●展示期間／平成２３年１０月１２日（水）
〜２３日（日）
☎０９２−７１３−４２００
●展示場所／福岡県立美術館（福岡市中央区天神５丁目２−１）
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ありがとうございました
子育て支援センターは、施設周辺が緑に囲まれた運動場に遊具が設置
されており、その環境の中で、子ども達が元気に遊んでいます。
５月には、樹木の害虫退治や生垣のせん定も行われ、
日々安全で安心し
て遊ぶことができる環境作りにつとめています。
この度、地域の経験豊かなシニア世代の方々で活動している
『吉富ＣＢいきいきクラブ』の
ご厚意により、
「竹囲い」を作っていただきました。

パソコンビジネス科訓練生募集

国立県営 福岡障害者職業能力開発校
〒808-0122 北九州市若松区蜑住1728-1
☎093-741-5431

パソコンの知識や、文字入力の基礎から始め、ワードを使用したビジネス文書作成、エクセルを使用した表計算や
グラフ作成など、ビジネス実務に即した知識・技能の修得を目指します。
また、コンピュータサービス技能評価試験ワープロ部門3級、表計算部門3級の資格取得を目標にします。履歴書、
職務経歴書の書き方や面接の受け方、ビジネスマナーについても学びます。
●訓練コース／パソコンビジネス科
●対 象 者／身体障害者手帳または精神保健福祉手帳または療育手帳を有し、
公共職業安定所に求職登録を行っている方で介護を必要とせず身辺
処理ができる方。
●募集人員／１０名（定員に満たない場合は中止する場合があります。）
●訓練期間／平成２３年９月１日（木）
〜平成２３年１１月２５日（金）
●実施場所／行橋市門樋町11-27 朝日コンピュータ学院
●受 講 料／無料 ただし、教材費として約10,000円必要です。
資格取得のための検定受験料は別途必要です。
●募集期間／平成２３年６月６日（月）
〜平成２３年７月２１日（木）
●応募方法／最寄の公共職業安定所へ（福岡障害者職業能力開発校では受け付けておりません。）
●入校選考／平成２３年８月１２日（金）
１３
：
３０より訓練実施場所にて選考面接を行います。
選考結果は８月２５日付けで本人宛に郵送にて通知します。
●問い合わせ／福岡障害者職業能力開発校または最寄りの公共職業安定所
訓練内容の詳細については、朝日コンピュータサービス株式会社
☎0930-22-9431にお問い合わせください。

第19回

吉富町セカンドライフセミナーのお知らせ

吉富町では、当該年度に満65歳を迎えられる方々に、地域のリーダーとして活躍され、健康的でより豊かな人生
を送っていただくために「セカンドライフセミナー」を開催しております。
今年度は、昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生まれの方を対象に下記の日程で行いますので、皆様お誘い合
わせのうえ、多数のご参加をお願いいたします。
（※対象者には、平成23年6月に通知を送付しています。）
●期
日／平成23年7月22日（金）
〜23日（土）
●宿泊施設／ゆふいん七色の風 （大分県由布市湯布院町上川1946番地25）
●参 加 費／3,000円
●お問い合わせ先／吉富町役場健康福祉課 ☎24-1123
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子育て支援センター便り
創造力をつくる童具あそび

7月の活動予定

６月１日（水）、ほるぷ舎中津センターの竹田先生を講師に迎え
「積み木遊び」を行いました。
まず両手に持った積み木をたたいて、
カンカン鳴る音を楽しんだ後、
親子で高く積み上げました。
タワーやお家、
城壁ができあがると子どもたちは怪獣に変身し、
壊
しては又作ってと大喜びでした。
出来上がった作品同士をレールとし
てつなげ、
大きな輪が完成！
！ 最後は積
木の箱を使ったドミノ倒しを楽しみまし
た。
なお、
次回の開催は９月７日（水）を予
定しています。お気軽においでください。
◇開館時間／毎週月曜日〜金曜日（祝日はお休みです）
午前９時〜午後４時
子育て相談は、
電話、
面接等で随時行っています。
◇利用対象者／0歳〜小学校6年生までの児童とその保護者
◇利用料／無料

6日（水） 七夕飾り作り
10：30〜11：30
13日（水） 英会話ふれあい事業
10：30〜11：30
20日（水） 絵本読み聞かせ
10：30〜11：00
27日（水） 英会話ふれあい事業
10：30〜11：30
【吉富町子育て支援センター】
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

子どもの養育費等に関する法律相談
福岡県母子家庭等就業・自立支援センターでは、母子家庭の養育費や金銭の貸借問題
などの生活上の問題に関する弁護士による無料法律相談を下記のとおり実施しています。
記
昼間の相談
日 程

場
時

間

平成２３年７月６日（水）

１３:００〜１５:００

平成２３年8月3日（水）

１３:００〜１５:００

平成２３年9月7日（水）

１３:００〜１５:００

夜間の相談
日 程

時

間

平成２３年７月13日（水）

18:30〜20:30

平成２３年7月27日（水）

18:30〜20:30

平成２３年8月10日（水）

18:30〜20:30

平成２３年8月24日（水）

18:30〜20:30

平成２３年9月14日（水）

18:30〜20:30

平成２３年9月28日（水）

18:30〜20:30

所

春日市原町３丁目１番７号
クローバープラザ東棟 ６階
福岡県母子家庭等就業・自立支援センター
（福岡県母子寡婦福祉連合会 事務局内）
予

約

相談希望者は、相談日前日までに福岡県母子寡婦
福祉連合会に予約をして下さい。
※先着順受付…１日４人、
１人当りの相談時間は
約３０分です。
●予約電話 ０９２−５８４−３９２２
（平日９
：
００〜１７
：
００）
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吉富都市計画用途地域の
見直しについて答申！
５月２６日、吉富町都市計画審議会の北村会長と是本副会長から
今冨町長に、
吉富都市計画「用途地域の変更」
と
「高度地区の決定」
についての答申書が手渡されました。
用途地域とは、安全・安心で快適なまちづくりを進めるために、
その
地域にあった住宅、店舗、工場などの建築することができる建築物の
用途や規模などを適正に区分けするもので、
秩序あるまちづくりをする
ための大きな役割を果たすものです。
この都市計画用途地域の見直しについては、
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」の方針の実
現に向けて、
平成２２年度から取り組んできましたが、
この度、
都市計画案としてまとまりましたので答申したものです。

東日本復興支援チャリティコンサートが開催されました
去る５月２１日
（土）、
フォーユー会館大ホールにて、
【POWER OF MUSIC from yoshitomi】
（東日本復興支援チャリティコンサート）が開催され、趣旨に賛同した町内外で活動中のバンドや
ダンスチームなど16団体が出演し、演奏やパフォーマンスを披露しました。さらに会場では被災
地の記録写真の展示や上映が行われ、来場者、出場者が一体となって被災地への理解を深めると
ともに支援を行う催しとなりました。
なお、
このコンサートにおいては、
チケット売上の全額、
物品販売の収益の一部など総額56万円
の義援金が集まりました。

東日本復興事業での義援金が町に寄託されました
５月15日(日)開催のイベント及び21日(土)開催のコンサートにおいて、総額１，
０１７，
７２４円
もの義援金が集まり、
さらにイベント会場では被災地へ向けた激励メッセージも多数寄せられま
した。
５月27日(金)、両イベントの実行委員会を代表して、仲宗根商工会会長、中家実行委員長らが
町長室を訪れ、事業の完了報告を行うとともに、義援金と寄せ書きを町へ寄託いたしました。
皆さまから寄せられた厚意は、日本
赤十字社を通じて東日本復興支援の
ため寄付させていただきます。また、
寄せ書きについては気仙沼市へ届け
られる予定となっています。皆さまの
多大なるご支援、誠にありがとうござ
いました。
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地デジ臨時相談コーナー開設のお知らせ
2011年7月24日までにアナログテレビ放送は終了し、
デジタル放送に完全移行します。
「一刻も早く地デジにしなければ…」、
「買い換えるだけで大丈夫？ 設置や操作も不安…」、
「デジタルに
買い換えてから映らなくなった」など、地デジの準備やお困りごとに関して、臨時の相談窓口を開設しま
す。相談内容によっては、
戸別に訪問いたします。ぜひ、
お気軽にお立ち寄りください。
※事前申し込みは必要ありませんので、
当日会場に直接お越しください。
●日 時／７月11日
（月）
〜７月16日
（土）
、
10時〜15時
●場 所／フォーユー会館ホワイエ
【お問い合わせ】総務省 福岡県テレビ受信者支援センター
（デジサポ福岡）
☎０９２−３０３−０１０１
（平日９時〜21時/土日祝９時〜18時）

事
業
主
の方へ

退
職
金
のこ
ちょっ と
と
考
え
て
みま
せ
ん
か
？

「中退共」の退職金制度なら、
❶国の掛金助成を受けられます。 ❷掛金は全額非課税。
❸社外積立だから、管理がカンタン！
パートさんのための特例掛金月額もご用意
（中退共は中小企業で働く従業員のための国の退職金制度です。）
詳しくはホームページへ

中退共

検索

（独）勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部

お問
〒105-8077 東京都港区芝公園1-7-6
合せ TEL 03-3436-0151（代表） FAX03-3436-0400

地域の樹木シリーズ

応募のあった「みなさんに紹介したい樹木」を紹介します。

14 楠（くす）の木

No.

広津交差点
新川
橋

幸子団地内の駐車場の
出 入 口に大きな楠 の 木
が２本あります。木陰の
場 所には ベンチが あり
日頃から住 民 の 皆さん
の 憩 い の 場として 利 用
されています。

幸子団地

上毛町

楠の木

●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

14

時

14

分

30

無料

参加費

北九州空港公演

時〜

10

京築神楽

京築地域が誇る伝統文化である神楽の公演を京築の空の
玄関口である北九州空港で行います︒

日時

７月９日﹇土﹈

北九州空港ターミナルビル ２階

内 容

①京築神楽公演

古くは江戸時代から伝わる京築神楽の舞を︑
吉富町の吉富神楽を始めとする

京築４市町の４神楽団体が披露します︒

②京築の特産品販売

京築の農林水産物や特産品の販売を行います︒

出演予定団体

●稲童神楽︵行橋市︶
●南原神楽講︵苅田町︶
●湊金富神楽保存会︵築上町︶
●吉富神楽︵吉富町︶

︻お問い合わせ︼
吉富町役場 企画財政課︵☎２４・４０７１︶
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︶

場所

北九州空港イベントのお知らせ
○ナイトトリップ in 北九州空港

普段立ち入る事のできない空港の滑走路周辺等を小学生とその保護者の方を対象に貸切バスでご案内し
ます。離発着する飛行機を真近に見ることもでき、幻想的な雰囲気に包まれます。光の世界のバスツアーを
お楽しみ下さい。
●日 時／7月23日
（土） 8月20日
（土）の各日 19：30〜21：00
●事前申込が必要です。
（往復はがきにて）
※応募多数の場合は抽選となります。
（各日40組80名）
お土産付き、参加料は無料です。

○「京築神楽フォトコンテスト2010」作品展示会

平成22年10月31日開催の「京築 神楽と食の祭典2010」において来場者の投票により選定された金
賞、銀賞、銅賞及び入賞5作品と応募作品を展示します。
●日 時／7月1日
（金）
〜7月10日
（日）終日
●場 所／旅客ターミナルビル 3Ｆエントランス

【お問い合わせ】 北九州エアターミナル株式会社 ☎（０９３）
４７５−４１９５
〒800-0306 北九州市小倉南区空港北町6
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幼保一体化施設

bSmk森
活 動 報 告
英語で
バレエレッスン！
It is a ballet lesson in English.

近年、子どもの体力・運動能力の低下が続いていると言われてい
るなか、本園の５歳児が英語を交えたバレエレッスンを体験しまし
た。福岡市 ダンスメモワー（代表 高尾まゆみ） の阿部悦子先
生の指導により、バレエの基礎となる連続ジャンプ（片足・両足）や、
背筋を伸ばした歩き方、柔軟な体の動かし方、
ギャロップやスキップ
をしながらの基本的なバレエの足のポジションなどを、音楽に合わ
せて英語で楽しく指
導してくれ、初 体 験
の子ども達も夢中に
なって体を動かして
いました。このバレエ
レッスンを通じて子ど
も達の情操教育、柔
軟で健康な身体作
りができればと願って
います。

小学校だより

吉富小学校では︑毎週火・木曜日に吉 富 町

の英 語 講 師ティモシー先 生が来 校し︑英 語の

学習を行っています︒

小 学 校の外 国 語 活 動の目 標は﹁ 外 国 語 を

通じて︑言 語や文 化について体 験 的に理 解 を

深め︑
積極的にコミュニケーションを図ろうとす

る態度の育成を図り︑
外国語の音声や基本的

な表 現に慣れ親しませながら︑
コミュニケーシ

ョン能力の素地を養う﹂
です︒

本 校では︑
１年 生 時からティモシー先 生と

担 任が協 働して︑歌やゲーム︑簡 単な英 会 話

を 中 心に楽 しみながら 英 語に触 れ︑
コミュニ

ケーション能力の素地を養っています︒

児童もティモシー先生との学習をとても楽

英語カードを使ったゲームをする児童

しみにしています︒

皆さん、
こんにちは。私はティモシー・ホーンです。吉富小学
校の英語の先生として２年目になりました。山国川を渡った中
津市に住んでいます。中津市には１年前に来ました。その前は
広島に住んでいました。日本に来て３年ほどになります。日本に
来る前は微生物の仕事をしていました。
もっと私のことについて話しましょう。私はアメリカ合衆国の
ペンシルバニア州レッディングという町の出身です。ほとんど
の方はそこを知らないので、
ニューヨークの近くというと分かる
と思います。ペンシルベニア州はニューヨークの南に位置して
います。四季のある、
とっても良い場所です。
子どもの頃からずっとスポーツが好きで、特にバスケットは
今でも続けている得意なスポーツです。
また、映画を観たり日
本語を勉強することも好きです。
去年はとても楽しく教えることができたので、今年も皆さんが
どこまで英語の勉強を頑張るか楽しみにしています。
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▲

吉富町青少年育成町民会議

「家庭のふれあい映画鑑賞会」を開催します
吉富町青少年育成町民会議では、家庭での語らいのきっかけづくりのため、
「家庭のふれあい映画
鑑賞会」
を実施します。家族で一緒にご参加ください。
上映作品

日時場所

ヒックとドラゴン
平成２３年8月7日（日）
午後１時３０分から上映開始

吉富フォーユー会館 ２階 視聴覚室

【お問合せ】
吉富フォーユー会館内
吉富町青少年育成町民会議事務局
☎２２−１９４４

吉富町図書室からのお知らせ

BOOK
月間

ランキング

5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

毎日かあさん７ ／ 西原 理恵子
アントキノイノチ ／さだ まさし
ばんば憑き ／宮部 みゆき
一刀斎夢録 上・下 ／浅田 次郎
抱影 ／ 北方 謙三
ちょちょら ／ 畠中 恵
太一×ケンタロウ男子ごはんの本３ ／国分
錨を上げよ 上・下 ／百田 尚樹
乙女の日本史 文学編 ／堀江 宏樹
ふがいない僕は空を見た ／窪 美澄

□児童書

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
17

■主 催／吉富町青少年育成町民会議
■対 象／町内に居住する青少年と保護者が対
象です。定員70名
子どもだけ、大人だけでの入場はでき
ません。
また、定員数があることから大
人は１人までとさせていただきます。
ご了承ください。
■入場料／無料です。ただし、先着順で入場整理
券を配布します。入場整理券をお持ち
でない方は、当日入場できませんので
ご了承ください。
■入場整理券の配布／
７月11日
（月）から吉富フォーユー会館窓口で
配布します。
（電話での申し込みはできません。）

伝説の迷路 ／ 香川 元太郎
こんもりくん ／ 山西 ゲンイチ
お化け屋敷レストラン
地獄レストラン
ちか100かいだてのいえ ／岩井
イルカの子 ／姫野 ちとせ
うえきばちです ／川端 誠
ライオンのすてきないえ ／西村
シニガミさん／宮西 達也
一期一会 一生の友だち

太一

★新着図書のお知らせ !!

□一般書
『アンダー・ザ・ドーム』上・下 ／スティーヴン・キング
『ナニワ・モンスター』／海堂 尊
『たまゆらに』／山本 一力
『まるごと日本の季節』
『六条御息所源氏がたり』１，２ ／林 真理子
『捨てない生活』／フクイ ユキ
『医者のトリセツ。』／松本 昌和
『Word2010 Excel2010 PowerPoint2010 ステップアップラーニング』
他
今月の
ピックアップ

福岡の町並み』／アクロス福岡文化誌編纂委員会 編
中世からの賑わいを伝える門前町、白壁土蔵が連なる商家の町、近代化
を支えた炭鉱町。
町の成り立ちから見所まで、県内に残る歴史的町並みを案内する。
『花のズボラ飯』／角野栄子

俊雄

俊雄

著
とにかくかわいい！ とにかくおいしそう！ みんな花が大好き！ 連載開
始時から話題騒然！ 主婦から、
オタクから、
マンガ読みから絶大な人気
を誇るグルメ・ショートコミック。
単身赴任の夫を持つ主婦、駒沢花（こまざわ・はな）、30歳。
花は今日も自分のためだけに、
ズボラだけど美味しいご飯を作ります！

□児童書
『ポップアップわんぱくどうぶつ』
『さぁ、
しゅっぱつ！』
（しかけ絵本）
『ほねほねザウルス』

他

「古文書による郷土史研究講座」 受
講料
開催のお知らせ
無料
古文書を読み解きながら、郷土史に触れる講座です。
お気軽にご参加ください。
●対

象／吉富町に在住の方

●講

師／福岡女学院大学生涯学習センター講師

7/23
土

カラオケファミリーゆう
30周年記念カラオケ発表会
《問い合わせ先》
宮永 重則
☎25−2438

吉富町人権問題啓発
講演会
《問い合わせ先》
住民課
☎24−1124
浦野バレエスクール2011

7/24
日

バレエ・ガラ

《問い合わせ先》
浦野 まゆみ
☎82−5389

時

間

入場料

○開場/
9：30
○開演/
10：00

無

料

○開場/
13：00
○開演/
13：30

無

料

○開場/
15：00
○開演/
15：30

無

小笠原長次公３４６回忌墓前祭

7/10
日

催 し 物

吉富歴史文化の会︵太田榮会

日付

中津小笠原初代藩主︑小笠原

フォーユー会館催し物ご案内

30

名が参列

●注意事項／プールを利用するうえでふさわしくない行為をした場合、
プール利用をご遠慮いただくことがあります。

長︶の会員など約

●休 場 日／8月13日（土）
〜16日（火）は休場します。また、8月1日（月）
と8月2日（火）は、水泳教室等予定のため利用できません。

長次公の墓前祭が︑命日の５月

し︑名君を偲びました︒

●利用時間／◎午前10時〜午後3時
小学校児童が地区割りで使用します。
◎午後3時〜午後6時
一般の町民に開放します。

29

日に行われました︒

●開放期間／7月21日（木）
【予定】
〜8月31日（水）

例年︑天仲寺山頂の墓前で行

町民プール利用のお知らせ

われていましたが︑今年はあい

●お問合せ●
吉富町教育委員会
☎２２−１９４４

場／吉富フォーユー会館 ２階視聴覚室

トピックス

半田隆夫氏
にくの雨となり︑吉富町老人福

●会

ふるさと
祉センターで行われました︒

●日 時／平成２３年 ７ 月２１日（木）
平成２３年 ８ 月１８日（木）
平成２３年 ９ 月１５日（木）
平成２３年１０月 ６ 日（木）
午後１時３０分から
（２時間程度）

わがまち

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。
紙芝居やパネルシアター、手遊び歌などを
おりまぜながらの楽しい時間を親子で一緒
に楽しみに来てください。
参加費は無料です。
■日時／平成23年7月20日（水）
午前１０時３０分から（３０分程度）

料

■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
吉富町教育委員会

☎２２−１９４４
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Sport Topics

スポーツ・
トピックス

吉富少年野球クラブ
高野山旗学童軟式野球
選手権大会出場!!
第15回福岡県学童春季軟式野球大会選手権大会が、
5月14日(土)、15日(日)に飯塚市県営筑豊緑地野球場で開
催され、県下各ブロックを勝ち抜いた代表が出場しました。
吉富少年野球クラブは、全試合とも接戦を制して、第8回
大会以来2度目の優勝を果たし、7月
22日
（金）
〜26日(火)に和歌山県で開
催される第16回高野山旗学童軟式野
球選手権大会に福岡県を代表して出

【試合結果】

◯1回戦
吉富クラブ

１−０

善導寺ボーイズクラブ

◯準決勝
吉富クラブ

１−０

庄内ジャガーズ

◯決 勝
吉富クラブ

１−０

神輿ヤンキーズ

(久留米地区)

(筑豊地区)

場します。

平成23年度

(福岡地区)

吉富町寿会連合会

第５回グラウンドゴルフ大会！
！

5月20日（金）
に、吉富漁港総合グラウンドにて吉富町寿会連
合会（会長:太田東機）主催による「第5回グラウンドゴルフ大会」
が開催されました。
大会には会員29名が出場し、打って・
走って・笑って、みんなでグラウンドゴルフ
を楽しみました。

【大会結果】
◯優 勝
◯準優勝
◯第３位

守口
中島
長野

則一（小犬丸上、写真中央）
利光（広津下、写真左）
政敏（広津下、写真右）

７月は「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」です。
子どもの心のサインを見落とさず、家庭で、地域で子どもたちを非行から守りましょう!!
吉富町では、子どもたちが非行に走ることなく、また、犯罪に巻き込まれることなく健やかに育つことを願い、
「吉富町
子どもを見守る運動」や「一斉行動日の取組」を実施しています。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
吉富小学校PTAでは、毎月一斉行動日に通学路に立ち、児童の下校を見守っています。
《児童の下校（学校を出る）時刻》
１年〜２年
３年〜６年

月〜金

午後３時〜午後３時３０分ごろ

月・水・木・金

午後４時〜午後４時３０分ごろ

火

午後３時３０分〜午後４時ごろ

※上記は通常学校を出る時刻ですが、行事等の関係で変更する場合があります。
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《お問い合わせ》
◆吉富町青少年育成町民会議
☎２２ｰ１９４４
（吉富フォーユー会館内）
◆吉富小学校 ☎２３ｰ２１７９

７月１日㈮
堂書店︑紀伊国屋書店︑福

サンリブシティ︑ジュンク

ター

岡政府刊行物サービスセン

〜８月１日㈪

くまざわ書店︑アカデミア

平成 年度宅地建物取引主任者資格試験のお知らせ

◯期間
◯場所
㈶福岡県建築住宅センター

分〜

◯インターネット受付

本部︑北九州事務所︑筑後︑ ■受験申込受付
筑豊事務所︑福岡県庁建築
９時

◯郵送受付
７月１日㈮〜８月１日㈪
当日消印有効

年

月

日㈰

※持参による受付は行ってお

平成

りません︒
■試験日
■試験地︵予定︶
福岡市︑北九州市︑久留米市
■問合せ先

緑化講習会
受講者の募集

日㈰

庭木の剪定の仕方

年７月

︵築上町高塚︶
名

無料

築上町中央公民館

平成

■講習内容
■日時
■会場
■参加費
■募集人数

︵申込み先着順︶

年７月

■受付開始日

平成

日㈰

10
医

診

院

医

医

療

名 住

耶馬溪町樋山路

久

梶

山

宮

酒

平

医

病

院

院 築上町

名 住

診

医

療

所

耶馬溪 町大野

神

院 中央町

下

田

見

民

医

院 丸山町

屋

持

院 中殿町

耶馬溪 町山移

院 築上町

所

病

病

療

原

移

部

井

田

病

療

耶馬溪町平田

院 中央町

所

院宇

野

医

福

松

田

ともおレディースクリニック 久

診

高 椋 ク リ ニ ッ ク 上宮永

診

ぶぜん眼科クリニック 八

重 岡 胃 腸 科 外 科 医 院 三毛門

津

和田胃腸科内科クリニック 牛

里

こうげクリニック東

椎

所 月・日 病

院一ツ 松

田

山国町守実

院椎

所

所

☎0943・７２・１１９３

福岡県緑化センター

■問合せ先
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休日相談医案内
月・日 病

郷

大堀脳神経クリニック 豊 田 町
下

7
・
17

〃

7
・
18

豊築休日急患センター
☎８２・８８２０

郡

◎内科・小児科
日曜日 ︵９時〜 時
豊前市
受付は 時 分まで︶
◎歯 科
祝 日
︵９時〜 時 分︶荒 堀
◎口 腔 ガ ン 専 門 医 の 診 察
予 定 日 は︑3 日・ 日
です︒

中

来

夫

山国町守実

熊

小 路 内 科 医 院 上宮永

くろつち整形外科クリニック 赤

水 谷 ク リ ニ ッ ク

かわしまクリニック 宮

中尾循環器科内科クリニック 加

田

熊谷循環器科内科医院

内 尾 整 形 外 科 医 院 上宮永

西

30

17

７月１日㈮

23

50
22

21

㈶福岡県建築住宅センター

◇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か電話で受付をいたします。

31

30

17

〃

〃

〃

〃

7
・
24

〃

〃

〃

7
・
31

〃

〃

〃

〃

7
・
3
〃
〃
〃

7
・
10
〃
〃
〃

7
・
17
〃
〃

59 30
分

15名（先着順とします。最小催行人数5名）

都市部建築指導課︑各県土

◇講座内容 EXCELのデータ保存や印刷方法など
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☎22-1944
吉富町教育委員会
◇問い合せ

時

員

日㈮

◇定

７月

吉富フォーユー会館 ３階

整備事務所建築指導課及び

生涯学習講座「パソコン教室」の
受講生を募集します。

10

☎０９２・７３７・８０１３

◇申し込み受付期間
7月4日（月）
〜7月13日（水）
午前8時30分から午後5時15分まで
（ただし、土日祝日は除く。）

各支所

所

ブックセンタークエスト︑

パソコン教室に
参加しませんか!?

23

無料（テキスト代として200円必要となります。）
◇受 講 料

21

7月20日（水）
・21日（木）
午後１時３０分〜午後3時３０分
（１日2時間の２日間）
◇開催日時

15

EXCEL2010を使った基本操作 〜その１〜
座
◇講

吉富町在住の２０歳以上の方
（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。）
※できれば簡単な文字入力ができる方
◇対 象 者

パソコン教室
◇場

23

■受験申込書配布

お 知 らせ
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お 知 らせ

裁判所事務官採用Ⅲ種試験
のお知らせ

◇受付期間／平成２３年 ７ 月１２日
（火）
〜２１日
（木）
◇１次試験日／平成２３年 ９ 月１１日
（日）
◇受験資格／平成2年4月2日〜平成6年4月1日
生まれの者
◇受験案内及び受験申込書は最寄りの裁判所で配布します。
◇問合せ先／福岡地方裁判所事務局人事課
☎092-781-3141
最高裁ウェブサイト
http://www.courts.go.jp/

めざせ!航海士、機関士

私たちの学校は、国土交通省の所管する学校で、優秀
な船舶運航技術者の育成を目的としています。卒業生に
は、海技資格における特典と高等学校卒業同等資格が付
与されます。
オープンスクール
（体験入学）
に参加してみませんか？

◇対 象 者／町内にお住まいの方で２日間とも参加可
能な方
◇概
要／石や木など身近にある材料を使って遊び
道具や工芸品などを作ります。
◇内
容／『やじろべえトンボを作ろう』〜竹を使って〜
◇持 ち 物／小刀、手袋、新聞紙
◇開催日時／平成２３年7月27・28日
（水・木）
１０
：
００〜１２
：
００
◇場
所／フォーユー会館３階研修室３
・
４
◇定
員／１５人（先着順とします。最少催行人数７名）
◇受 講 料／材料代として２0０円徴収します。
◇申込方法／フォーユー会館窓口、もしくは電話で申
込ください。
◇申込受付期間／7月4日
（月）
〜7月13日
（水）
８時３０分から１７時１５分まで（ただし土日祝は除く。）
◇問 合 せ／吉富町教育委員会 ☎２２−１９４４
︻お誕生おめでとう︼

太田

是石

堤

松

東名

正孝様

友弘様

信種様

米子様

フミ様

洋一様

慶

雄大

是本

森田

博文

いち か

弔

一和ちゃん︵昭

ひな た

和︶
木︶

︻ご冥福をお祈りします︼

歳︵界

江︶

歳︵ 喜連島下︶

歳︵直

歳︵広津上︶

章
様 ︵直

︻吉富町寿会連合会へ︼

是石
江︶

一般寄附お礼

豊築プロパン部会青年部様

府︶ ︻吉富町社会福祉協議会へ︼

︵広 津 下︶

日受付まで︶

江︶

︵６月

歳︵別

香典返しお礼

74 80 92 80 93 56
歳︵直

生︶

江︶

︻吉富町社会福祉協議会へ︼

章

府︶

生︶
是石

成俊様 ︵別

様 ︵直

太田

陽詩ちゃん︵今吉下︶

優

あおい

葵ちゃん︵榆

亨

しゅうと

修斗ちゃん︵榆

剛志

生︶

８

永尾

竹本

田中

森川
ゆい と

と

結叶ちゃん︵榆

き

良理

る

﹁東日本大震災﹂被災地の皆さんへの
復興応援義援金お礼

東日本における地震および津波により被災されました

皆様に対し︑
心よりお見舞い申し上げます︒
一日も早い被害

復旧と︑安心できる日常生活が取り戻せますよう心より

お祈り申し上げます︒

日 本 赤 十 字 社 吉 富 町 分 区 と共 同 募 金 会 吉 富 町 支 会

では︑義 援 金の受 付 を行っており ︑
これまで７︐
１４１︐

５０４ 円︵５月末現在累計︶の義援金が多くの皆様から
寄せられました︒
ご協 力いただ き ました 義 援 金は︑日 本

赤十字社および中央共同募金会を通じて被災地へお送り

させていただきました︒

町 民の皆 様 方の心 温 まるご協 力に対 し ︑心より 厚 く

お礼申し上げます︒
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清水

◇入学試験日／推薦入試 平成２４年1月２１日
（土）
一般入試 平成２４年2月１２日
（日）
◇問合せ先
◎唐津校
佐賀県唐津市東大島13-5
☎0955-72-8269
◎口之津校 長崎県南島原市口之津町丁5782
☎0957-86-2152

受講生
募集

生涯学習講座『ものづくり教室』
を開催します。
みなさまのご参加、
お待ちしております。

琉季士ちゃん︵ 喜連島下︶

◇オープンスクール開催日
◎唐津校
７月２３日
（土）、
１０月１５日
（土）
◎口之津校 ７月１８日
（月）、
９月１７日
（土）
◇募集対象者
中学校卒業者、
または平成２４年３月卒業見込みの者
◇入学試験願書受付開始日／平成２４年1月6日
（金）

ものづくり教室

お 知 らせ

耐震診断アドバイザーの
派遣制度

バリアフリーアドバイザー
派遣制度

耐震診断アドバイザーが、建物の劣化状況の目視
調査、現況と図面との照合などの現地調査に基づき
地震に対する強さを総合的に検討します。
※耐震診断アドバイザーとは、県が主催する講習会
を受講した建築の専門家です。

高齢者又は障害者の方の安全なすまいづくりの
ために、専門家（建築士・作業療法士または理学療法
士）
を派遣し、住宅改造が必要な箇所や施工方法等
について適切なアドバイスを行います。
なお、
電話相談、
窓口での相談は火〜金曜日10時
〜17時まで随時受け付けています。

なお、
電話相談、
窓口での相談は火〜金曜日10時
〜17時まで随時受け付けています。
■対象者／
福岡県内に原則昭和56年以前に建築された
木造戸建住宅にお住まいの方。
■派遣費用／1件あたり３，
０００円
■相談窓口／(財)福岡県建築住宅センター
住まいの安心リフォームアドバイザー派遣事務局
（生涯あんしん住宅内）
ＴＥＬ：０９２−５８２−８０６１
ＦＡＸ：０９２−５８２−８１６２
Ｈ Ｐ：http://www.fkjc.or.jp

福岡県あんしん住替え
情報バンク
高齢者や子育ての世帯の住み替えを公的相談窓
口がサポートします。
内容＝持ち家を活用した住み替え相談、公的民間
を問わず住み替え先情報の提供など、住み替えに関
する総合的な相談に応じます。
なお、電話相談、窓口での相談は平日９時〜17時
まで随時受け付けています。
■問い合わせ先／
福岡県あんしん住替え情報バンク事務局
（（財）福岡県建築住宅センター内）
（☎092-725-0896）
（ＨＰ http://sumikae-bank.jp）

■対象者
介護保険制度や福岡すみよか事業などを利用
して、
バリアフリー改修工事を検討されている方。
（北九州市、福岡市を除く）
■派遣費用／無料
■相談窓口／
市町村福祉課窓口（福祉課・福祉事業所等）
または(財)福岡県建築住宅センター
住まいの安心リフォームアドバイザー派遣事務局
（生涯あんしん住宅内）
ＴＥＬ：０９２−５８２−８０６１
ＦＡＸ：０９２−５８２−８１６２
Ｈ Ｐ：http://www.fkjc.or.jp

第１回オープンキャンパスのご案内
当日は、実際に授業で行う実習等を再現し、学生
自らが案内・説明を行います。機械システム系・電子
システム系・建築システム系の３系７コース制の説
明や個別相談コーナーも開設します。
事前申込は不要です。ぜひこの機会にキャンパス
見学にお越しください。
なお、第2回を8月28日
（日）、第3回を9月10日
（土）
に実施する予定です。
■日時／平成23年7月23日
（土）
受付 １３
：
００〜１３
：
３０
■会場／大分県立工科短期大学校
中津市大字東浜４０７−２７
■問合せ先／大分県立工科短期大学校 学生支援班
TEL 0979-23-5500
FAX 0979-23-7001

新規学校卒業者の求人は、ハローワークへ！
平成24年3月の新規高等学校卒業予定者を対象とする県内企業からの求人状況は、昨年に続き厳しい状況と
なっています。企業の皆様におかれましては、新たに社会に出ようとする若者の雇用機会の確保・拡大を今一度ご
検討いただき、求人のお申込をお願い申し上げます。詳しくは、
ハローワーク行橋（学卒担当）
にお尋下さい。
代表☎0930−25−8609
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お 知 らせ

築城基地は、中学生及び高校生を対象とした隊内生活体
験を行います。
■期 日／平成23年７月25日
（月）
〜26日
（火）の
1泊2日

■参加費用／２,０００円／１人

■申込方法／
ハガキに住所・氏名・年齢・生年月日・性別・学校名・電話番
号を記入の上、下記連絡先まで郵送して下さい。
【連絡先及びお問合せ先】
〒829−0151 築上町西八田
築城基地渉外室 ☎0930−56−1150

■申込期限／平成２３年７月５日
（火）必着

作業内容（ご用命がありましたらご
相談ください。）
草取り、草刈（草刈機使用）樹木剪
定、消毒など
屋内外の軽作業（片付けなど）大工
仕事、家事援助など

■問合せ先／吉富ＣＢいきいきクラブ
電話窓口 090-1085-3377

■定

員／５０人（定員になり次第締切）
■場

所／築城基地内
■内

容／職場見学、隊内生活体験など

私たちは、
より良いセカンドライフをめざし、吉富町内
の地域社会への貢献と、会員自らの健康と生きがいの充
実を図ることを目的に活動しています。私たちの活動も４
年目に入り、町民の皆様のご期待にお応えできるように頑
張ります。
「新規会員」を募集しています。一緒に活動しませんか。

新子

大澤

定例の老人会を休みゐて

安穏気まま何故だか愉し

東

忠義

洋子

ダージリンの紅茶の香り思はせて

尾坐

後藤光子さんの文は深く簡潔

あふち

芽吹きたる棟の花の輝きを

ご と う

仰ぎ偲びぬ憶良の歌を

築川

き み

大澤

忠義

築川

従弟逝きてめぐる月日や竹の秋

馬渡

表札に肩を寄せあう姓二つ

記事よりも見出しで売れるスポー

ツ誌

馬渡

週に二本許されたるを喜びて

高原トシヱ
えんどうをむきつつ思ふその昔

いい歳になっても夢は背伸びする

老いたかな春の空気に酔ってみる

大震災人の強さと優しさと

朝香

ガンの余命の友とビールのむ

向野

我が誕生日に母炊きくれき
幸子

一米ほどにかあらむぼたんの木

城戸

夫の目の診察結果に安堵して

ピンク色濃き七輪の咲く

つま

二人ながむる庭のあぢさゐ

橋口

爺ちゃんのステテコ姿がクール

登

渡辺多恵子

節電と宿題やらず孫早寝

武子

偶然に見つけし画展にこをどりす

身のまわり捨てる積りが又しまい

福山

吹く風に耐へて揺れをり細き茎

少女期の吾師糸園和三郎展

わが

バラの花ばなに元気をもらふ

石井眞理子

ビズ

紀子

姪の家の麦なでしこは夏風に

岡
食卓の深紅の薔薇の一輪に

一年でまたも首相が交代か

健診後想定外に薬ふえ

正子

薄紅色の波をなびかす

佐田

いらだつ心癒されてをり
千里

倒れたるほたるぶくろの花房に

前澤
麦秋の沖代平野は一面に

洋子

ぬらりくらりとなめくぢの住む

東

黄金色なり刈り入れ近し
鶴子

年どしに花かず失せて尚生くる

太田

見過せし葉裏に見つけたるナメ

紅梅の哀れに通ふもの持つ

土屋かほる

クジの次々いでて梅雨に入りたり
敬子

翻訳の仕事なからむと帰郷せぬ

高時

新緑の萌え出づるごとく歌声の

子に送りやる黄に輝るあま夏

て

響けり里の廃校跡地に
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自衛隊生活体験（青少年防衛講座）
「吉富ＣＢいきいきクラブ」で
一緒に活動しませんか!

吉富あいあいセンター

骨密度健診のお知らせ
骨粗しょう症は、骨の中のカルシウムが減って、骨がもろく、骨折しやすくなる病気です。
女性の方に多く発症し、高齢期のねたきりの原因にもなります。
早めの検診で、
自分の骨の健康状態を知り、骨粗しょう症を予防しましょう。
■日
時／８月６日（土） 午前９時〜１０時３０分
■場
所／吉富あいあいセンター
■検査方法／ 前腕骨のＸ線による測定
■対 象 者／４０歳以上の女性（下記の節目年齢の方を優先します。）
※平成23年度に40・45・50・55・60・65・70・75歳の方
■料
金 ／２００円（当日受付で徴収します ）
※75歳以上の方、市町村民税非課税世帯、生活保護世帯の方は無料です。
■募集人数／７０名（先着順）
■申し込み先／７月６日（水）から受け付けます。 吉富あいあいセンタ− ☎２３−９９００

肝炎検査はお済ですか？
過去に肝炎検査を受けたことのない方は、ぜひこの機会に受診してください。
■検査内容／問診、Ｃ型肝炎ウィルス検査、ＨＢｓ抗原検査
■対 象 者／４０歳以上で過去にウィルス検査を受けたことのない方
■実 施 日／７月２５日(月)〜８月１日(月) ※総合健診と同時実施です。
■実施場所／吉富あいあいセンター、漁村センター（２８日のみ）
■検査料金／無 料
■申し込み／吉富あいあいセンターに７月２０日（水）までに申し込んでください。
総合健診を受ける方の事前申し込みは不要です。

特定健診を必ず受けましょう！
国民健康保険加入者で４０歳以上の皆様、特定健診の申し込みはお済みですか？
７月２５日〜８月１日に健診を実施します。今年度から、特定健診対象者の方全員に、心電図と貧
血検査を実施します。今からでも申し込みができますので、あいあいセンターにご連絡ください。
詳しくは広報よしとみ６月号をご覧ください。
吉富あいあいセンター ☎２３−９９００

築上郡就学指導委員会主催

教育診断・教育相談のお知らせ
来年度小学校等へ就学予定のお子さまを対象に、教育診断及び教育相談を次のとおり開催いたします。
◆日 時／平成２３年８月９日
（火）
・１０日
（水）
9時30分〜17時
◆場 所／築上町役場 築城支所２階会議室
◆対象者／①平成２４年度就学予定の児童生徒及
び在校生と保護者
②特別支援学校等へ転学を希望する児
童生徒と保護者
◆内 容／障害に応じた教育診断及び教育相談

◆相談員／別府大学短期大学部准教授
足立圭司氏
◆申込先／吉富町教育委員会（吉富フォーユー会館内）
・申込用紙を用意しています。
◆申込期限／平成２３年７月２０日
（水）
問合せ先

吉富町教育委員会
☎２２−１９４４
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吉富あいあいセンター
平成7年6月1日〜平成19年4月1日生まれの方へ

日本脳炎予防接種の改正がありました！
予防接種実施規則などが改正され、平成7年6月1日から平成19年4月1日生まれの方で接種の機会を
逃された方は、20歳未満までの間、接種を受けれるようになりました。
■接種方法
母子健康手帳で接種回数を確認してから、
下記のスケジュールで接種してください。
１期初回接種のうち
１回接種を受けた方

1期接種…残り２回・
・
・６日以上の間隔をおいて接種。
２期接種…９歳以上の方に対して、
１期接種終了後６日以上の間隔をおいて接種。

１期初回接種のうち
２回接種を受けた方

1期接種…残り１回を接種。
２期接種…９歳以上の方に対して、
１期接種終了後６日以上の間隔をおいて接種。

１期（３回）の接種が
終了している方

２期接種…９歳以上の方に対して、
１期接種終了後６日以上の間隔をおいて接種。

全く接種を受けて
いない方

１期初回…６日から２８日までの間隔をおいて２回接種。
１期追加…初回接種終了後、おおむね１年を経過した時期に１回接種。
２期…９歳以上の方に対して、１期接種終了後、６日以上の間隔をおいて、１回接種。

＊２期の接種は、
１期の終了後６日以上の間隔をおけば実施できることとしているが、通常、
１期接種の終了後、
おおむね５年の間隔をおいて接種するものであり、この間隔を参考にすることが望ましい。

■接種日時／広報よしとみ8月号・9月号で町内各病医院の接種日程をお知らせします。
また、その期間以外でも、町内小児科や福岡県の予防接種広域化に加入している医療
機関では接種できます。
（予約が必要です。）
■お問い合わせ／吉富あいあいセンターまで

☎２３−９９００

麻しん風しん混合予防接種のお知らせ
■実施医療機関
唐原内科クリニック

東病院

☎２２‒０７８２

☎２２‒２２１９

よしとみ整形外科
リウマチ科クリニック

☎25‒2225

中山内科医院

さやの小児科

いまとみクリニック

☎２3‒5623

☎24‒4152

☎24‒8688

７月

25（月）
・26（火） 26（火）
・27（水） 25（月）
・26（火） 25（月）
・26（火）
・27（水） 25（月）
・26（火）
・26（火） 25（月）
27（水）
・29（金）
29（金）
27（水）
・29（金） 27（水）
・29（金）
・30（土） 27（水）
・29（金）
・29（金） 28（木）

実施時間

９：0０〜１２：００
16：００〜１８：００

14：0０〜17：30

14：0０〜17：30

15：0０〜17：30

１０：００〜１１：００
１４：００〜１７：００

（火曜日は午前のみ）

14：30〜18：30

※よしとみ整形外科・リウマチ科クリニックについては、３期（中学１年生）
と４期（高校３年生）の方が対象となります。
※母子手帳（３期・４期を除く）
・予診表を病医院に持参してください（予診表は各病医院の窓口にも準備しています）。
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おう すけ

有馬

凰介ちゃん

（H22年7月11日生

男

橘

直江）

れ

い

羚生ちゃん

（H22年7月14日生

男

山本

まさ と

雅人ちゃん

（H22年7月31日生

今吉上）

男

楡生）

今月の健康標語

あいあいセンター便り

1歳のお誕生日おめでとう!

熱中しょう ならないように 水分ほ給
吉富小学校

7

※再生紙を使用しています。

今月の健康案内

4日 月

10：00〜12：00

6日 水

10：00〜12：00

7日 木

10：00〜12：00

7日 木

15：00〜16：30

11日 月

10：00〜12：00

12日 火

玲奈

22日 金

9：00〜10：30

こころのリハビリ教室｢ひだまり｣
あいあいセンター

25日 月

8：00〜11：00

赤ちゃん広場

あいあいセンター

26日 火

8：00〜11：00

肝臓病予防講演会

あいあいセンター

27 日 水

8：00〜11：00

健康相談

あいあいセンター

28日 木

8：00〜11：00

３歳児健診（３歳〜３歳２ヶ月児）

あいあいセンター

29日 金

8：00〜11：00

赤ちゃん広場

あいあいセンター

30日 土

8：00〜11：00

健康相談

13：30〜14：30

あいあいセンター

婦人がん検診

総合健診（特定健診・がん検診）

あいあいセンター

総合健診（特定健診・がん検診）
漁村センター

総合健診（特定健診・がん検診）

15日 金

10：00〜12：00

栄養相談【予約制】

31日 日

8：00〜11：00

15日 金

乳児健診（4・5、7・8ヶ月児）
13：30〜14：30 あいあいセンター

8/

1日 月

8：00〜11：00

21日 木

9：00〜10：30

あいあいセンター

あいあいセンター

総合健診（特定健診・がん検診）

10：00〜12：00

婦人がん検診

あいあいセンター

総合健診（特定健診・がん検診）

14日 木

あいあいセンター

漁村センター

あいあいセンター

総合健診（特定健診・がん検診）
あいあいセンター

総合健診（特定健診・がん検診）
あいあいセンター

総合健診（特定健診・がん検診）
あいあいセンター

︻問い合わせ先︼
吉富あいあいセンター  ２３︲９９００

※この広報誌は再生紙を使用しています。
環境対応型植物油インキを
使用しております。

月

岩尾

