くらし情報

５・６ 月
試

験

○平成 24 年度 福岡県南
広域水道企業団職員採用試験

■第１次試験日：７月 22 日（日）
■第２次試験日：８月 23 日（木）
■会場：福岡県南広域水道企業団
久留米市荒木町白口 55 番地番地
■試験区分及び採用予定数：
土木１名（大学卒業程度）
平成 25 年４月採用予定
■年齢要件等：昭和 61 年４月２日〜平成３年４月１日
までに生まれた者
■申込み：６月４日（月）〜 15 日（金）まで
受験申込書を企業団に持参
郵送可、６月 15 日消印有効
■問合せ先：福岡県南広域水道企業団 総務課
電話：0942‐27‐1561
■申込書：
１．福岡県南広域水道企業団で配布
２．郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採
用試験案内請求」と朱書きし、宛名を書いた返
信用封筒（A4 サイズ）に 140 円切手を貼って
企業団まで郵送して下さい。
３．企業団各構成団体窓口でも配布
４．５月１日（火）から配布予定

○平成 24 年調理師試験

■参加費：無料
■募集人員：40 名（申込み先着順）
■申込み受付開始日：６月１日
■申込み方法（問合せ）：
電話での申し込み（月曜日休館）
電話番号：0943‐72‐1193
福岡県緑化センター管理事務所
（久留米市田主丸町益生田 1125）

○平成 24 年度第２回県営住宅入居者募集
■募集住宅：県内に所在する県営修宅（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：
６月１日（金）〜６月 11 日（月）
（申込み手数料は不要）
■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、
福岡県県営住宅課、県内市区町村役場等
■問合せ先：県住宅供給公社県営住宅管理部管理課
電話：092‐781‐8029

○平成 24 年度 県政モニター募集
■応募資格：県内在住の 18 歳以上の人（平成 24 年
４月１日現在）※国・地方公共団体の議員、
常勤の公務員、平成 22・23 年度県政モニ
ター経験者を除く
■任期：６月下旬（予定）〜平成 25 年３月 31 日
■謝礼：活動状況に応じて図書カードを進呈
■募集期間：４月１日〜５月 31 日（消印有効）
※応募方法など、詳しくはお問合せ下さい。
■申込み・問合せ：福岡県県民情報広報課広報係
電話：092‐643‐3103

■試験日：７月 29 日（日）
■試験会場：西南学院大学
福岡市早良区西新 6 丁目２‐92
○身体・精神障がい者対象委託訓練
■願書受付期間：５月 28 日（月）〜６月１日（金）
「パソコンビジネス実践 IT 科」募集
９：00 〜 17:00
■合格発表日：８月 23 日（木）
■募集人員：15 名（内職場実習付き訓練の定員２名）
■問合せ先：福岡県北筑後保健福祉環境事務所
※定員に満たない場合は訓練を中止する場合があります
健康増進課 健康増進係
■訓練期間：職場実習無 ７月３日（火）〜９月 26 日（水）
職場実習付 ７月３日（火）〜 10 月 29 日（月）
朝倉市甘木 2014‐１（朝倉総合庁舎）
電話：22‐3964
※土・日・祝日と８月 13 日〜８月 15 は休講
募 集
■訓練時間：原則 10:00 〜 16:00
■実施場所：日本生命久留米駅前ビル６階
○「緑化講習会」受講者募集
久留米市東町 42‐21
■開催日時：６月 24 日（日）
■受講料：無料、但し教材費として約 7,800 円必要。
１回目 ９:30 〜 12:00
資格取得のため検定受験料は別途必要。
２回目 13:30 〜 16:00
■対象者：公共職業安定所にご相談下さい。
■会場：福岡県緑化センター（久留米市田主丸町）
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■応募期間：４月 16 日（月）〜５月 24 日（木）
■応募方法：最寄の公共職業安定所へ
■問合せ先：福岡障害者職業能力開発校、または最
寄の公共職業安定所
電話：092‐733‐8293
相

談

○福岡法務局朝倉支局
無料法律相談

福岡法務局朝倉支局において、弁護士による法律
相談を実施します。相談は無料で、秘密は固く守ら
れます。
■日時：６月 21 日（木）13:00 〜 16:00
■場所：福岡法務局朝倉支局 相談室
朝倉市菩提寺 480‐6
■相談時間：１人 30 分
■定員：６人 ※申込先着順
■申込方法：電話により予約（8:30 〜 17:15）
※資力基準を満たす人を対象としますので、
申込時に収入などをお尋ねします。
※上記日以外にも８時 30 分から 17 時 15 分
まで、常設人権相談所を開設しています（土
日祝日は除く）。
一人で悩まず、何でも相談してください。
■問合せ先：福岡法務局朝倉支局
電話：22‐2455 FAX：22‐0676

○司法書士による「パート・アルバイト
のための職場トラブル 110 番」
■日時：６月９日（土）10:00 〜 16:00
■内容：司法書士がパート･アルバイト等の非正規
労働者の職場トラブルに関する相談に応じます。
（未払い賃金・サービス残業代の支払い、解雇、
雇止め、派遣切り、有給休暇、セクハラ・パワハ
ラ被害等）
※正社員に関する労働相談も受け付けております。
■相談電話番号：092‐477‐8160
■面談相談場所：福岡県司法書士会館
（面談は事前予約の方を優先します）
■当日以外の相談電話番号：092‐477‐8160
（毎週火曜日午後７時から８時※当日と同一番号）
■主催：福岡県青年司法書士協議会
■問合せ先：電話：0943‐72‐1566
担当 司法書士 坂田

○くらし・事業なんでも相談会
■日時：６月２日（土）10:00 〜 16:00
■場所：（福岡会場）福岡市健康づくりセンター

あいれふ 10 階講堂
（筑後会場）久留米市役所３階会議室
■相談料：無料
■相談枠：１人 30 分
■相談担当者：土地家屋調査士、不動産鑑定士、行
政書士、社会保険労務士、弁護士、公認会計士、
税理士、司法書士
■問合せ先：福岡県土地家屋調査士会
電話：092‐741‐5780

○調停協会心配事相談会
■日
■場

時：６月 22 日（金）10:00 〜 15:00
所：「甘木・朝倉市町村会館」１階会議室
朝倉市甘木 873‐3
■主 催：甘木調停協会
■相談内容：家庭内・親族間問題、多重債務、近隣
紛争など
■その他：無料・予約不要
■問合せ：甘木調停協会 ( 甘木簡易裁判所内）
電話：22-2113

お知らせ

○子犬の地域譲渡会について
1、これから犬を飼う人のための講習会
■開催日時：６月 13 日（火）13:30 〜 16:00
※受付：13:00 〜
■開催場所：朝倉総合庁舎 １階 第３会議室
朝倉市甘木 2014‐1
■対象者：福岡県動物愛護センターから子犬の譲
渡を希望される方、これから犬を飼う予定の方。
■主な内容：
講義「あなたは本当に犬を飼えますか？」
「子犬を迎える準備」等
2、子犬の譲渡会
■開催日時：６月 20 日（水）13:30 〜 16:00
※受付：13:00 〜 13:30 時間厳守
■開催場所：朝倉総合庁舎 １階 第３会議室
■対象者：「これから犬を飼う人のための講習会」
受講済の方に限ります。
■主な内容：子犬選び、決定（複数の希望者がいる
場合は抽選）
講習：「子犬の飼育方法」「犬の健康管理」
「子犬のしつけ方」
※子犬が集まらない時は中止になることがあります。
３、申込みについて
■申込み開始日：６月１日（金）〜
■募集人員：20 家族（定員になり次第締め切ります）
■申込み・問合せ：北筑後保健福祉環境事務所
保健衛生課 保健衛生係
電話：22‐2741
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○母子家庭・父子家庭の就労支援について

■問合せ先：福岡県北筑後保健福祉環境事務所
保健衛生課 感染症係
当センターでは、町村在住の母子家庭の母さん、
朝倉市甘木 2014‐１（朝倉総合庁舎）
父子家庭のお父さん（いずれも児童扶養手当受給者）
電話：22‐4190
を対象にハローワークと連携して就労を支援する事
業を実施しています。
（無料引き渡し）
なお、日曜日も実施していますのでご利用下さい。 ○リサイクル品展示会
面接は平日は対象者が居住されている役場で、日曜 ■日時：６月２（土）〜６月３（日）
日はクローバープラザ（春日市）６階で行います。
9：30 〜 16：00 まで
ご希望の方は下記へ連絡下さい。
■会場：
「サン・ポート」リサイクル工房
■問合せ先：福岡県母子家庭等就業・自立支援センター ■展示内容（一例）
電話：092‐584‐3931
種 別
展示内容
引き渡し方法

○養育費の電話相談業務について

一般展示品
（抽選あり） 家具類、自転車、家電品 後日引き渡し
約 150 点

当センターでは、母子家庭のお母さん、父子家庭
のお父さん又は離婚協議中の方を対象に養育費の電
特設展示品 家具の小物、置物類、遊
話相談業務を実施しています。相談を希望される方
は、下記までご連絡ください。なお、受付時間は平 （抽選あり） 具、花器、家電品の小物 後日引き渡し
約 150 点 類、時計、他
日の午後９時〜午後４時までです。
■福岡県母子家庭等業務・自立支援センター（春日）
特別出品 前回無投票品、その他未 当日申込
電話：092‐584‐3931
（抽選なし） 整備品
各一人一品

○休日・夜間エイズ相談検査のお知らせ
6 月１日〜７日は HIV 検査普及週間です。
HIV 感染を判断できるのは検査だけです。もし感
染していても、早期に発見すればエイズの発症を防
ぐことができます。あしたのために、まず、検査を
受けましょう。
北筑後保健福祉環境事務所では、福岡県久留米総
合庁舎３階において、休日・夜間にエイズ相談とエ
イズ等の検査を実施しています。
相談や検査は匿名、無料で受けられます。個別相
談でプライバシーは厳守します。
■日時：６月３日（日）受付 10:00 〜 12:00（休日）
６月 12 日（火）受付 16:0 〜 19:00（夜間）
■場所：福岡県久留米総合庁舎 ３階専用フロアー
（久留米市合川町 1642‐1）
■検査事項：エイズ（HIV）検査・梅毒検査・
クラミジア検査
■結果説明：エイズ検査については、採血後約１時
間後にご本人へ説明します。その他の検査は、１
週間後に来庁いただき、直接結果を説明します。
■その他：定例相談会もあります。
○久留米総合庁舎：毎週火曜日 9:00 〜 11:00
○朝倉総合庁舎 ：毎週月曜日 9:00 〜 10:00
※朝倉総合庁舎での相談検査は予約制です。
検査項目や相談場所によって結果説明方法が異な
りますので、事前にお問合せ下さい。
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持ち帰り品
衣類、本類、ＣＤ、他
（抽選なし）

お持ち帰り
各一人一品

■対象者：朝倉市・朝倉郡・三井郡・久留米市北野町
にお住まいの方
■希望投票要領
・希望番号を規定の投票用紙に記入し投票箱に投票
する。
・投票は一人一般品（白色）・特設品（ピンク）各々一
点とし、代理投票は認めない。
・投票用紙は受付で交付する。
■抽選会及び決定
・展示会後抽選機にて当選者を決定する。
・当選者のみハガキにて通知する。
（品物引換券）
■品物引き渡し（無料とする）
・引き渡し期間：６月９ 日（土）〜６月 15 日（金）
（9：30 〜 16：00）
・当選ハガキ持参のこと。
・自己の責任で搬出すること。
・引き渡し後におけるトラブルについては、当組合は一
切責任を負わない。
■催し物
・環境募金活動（当選者に、まごころ募金協力依頼）
・ボカシ（生ゴミ堆肥化促進剤）受付で販売予定
■問合せ先：甘木・朝倉・三井環境施設組合
「サン・ポート」リサイクル工房
電話：23‐1590

○平成 24 年度ふくおか県政出前講座
福岡県では県の施設や事業などについて 155 テーマ
を用意し、県職員が皆さまの元へお伺いし、わかりや
すくご説明する「ふくおか県政出前講座」を実施してい
ます。
■対象：おおむね 20 人以上の県民の皆さんが実施す
る集会など。
■時間：土・日・祝日を含む午前 10 時から午後８時まで
但し、年末年始は除きます。
■会場：申込者でご用意下さい。
■問合せ：詳しくは県のホームページ、または福岡県
県民情報広報課（電話：092‐643‐3103）まで。

○事業主のみなさまへ
労働保険年度更新手続について

平成 24 年度の労働保険年度更新は、６月１日か
ら７月 11 日までの間に労働保険料等の申告・納付
の手続きを行っていただくことになります。
労働保険料等の申告と納付の手続は、最寄りの銀
行・郵便局等の金融機関の窓口又は労働基準監督署
及び福岡労働局総務部労働保険適用室で行って下さい。
また、期間中は県内各地で現地受付も行います。
■口座振替について
平成 23 年度第３期納付分から、口座振替により
納付いただくことが可能となりました。
■年度更新業務の外部委託について
○自動車税は５月 31 日までに
年度更新業務の外部委託が行われ、審査業務の
受託事業所から、申告書等について電話問合せが
納めましょう
ある場合があります。ご協力をお願いします。
毎年５月初めに４月１日現在、自動車を所有され
■「年度更新手続」についての問合せ先
ている方に、自動車税の納税通知書を送付していま
（１）労働保険番号が「40．１．」で始る申告書
す。５月 31 日までに県税事務所や金融機関で納め
（緑色の封筒に在中）
ましょう。
各労働基準監督署又は福岡労働局総務部労働
なお、コンビニエンスストアでは土曜日や日曜、
保険徴収課／適用第１、第２係
夜間納めることができます。
（電話：092‐434‐9833）
納税通知書が届かない等のお問合せは下記まで。
（２）労働保険番号が「40．３．」で始る申告書
■問合せ先：福岡県久留米県税事務所自動車税係
（水色の封筒に在中）
電話番号：0942‐30‐1078、1026
福岡労働局総務部労働保険徴収課／適用第３係
（電話：092‐434‐9834）

○福岡県快適な住まいづくり推進
助成制度のお知らせ

福岡県では、県産材を活用し、環境にやさしく耐
久性にも優れた優良な木造住宅の普及促進を図るた
め、木造住宅を新築又は購入する方に対して、助成
金を交付します。
■対象者：今後、福岡県内で一定の建築基準に適合
する住宅を新築・購入する方。
■助成の内容：
・床面積１㎡当たり 2,587 円 （限度額 47 万円）
・県内で育成･加工した「県産木材」の使用量に
応じた上乗せ（限度額 13 万２千円）
※最高限度額 60 万２千円
■手続き：住宅着工前に添付図書を添えて、福岡県
住宅計画課に認定申請書を提出してください。
■募集期間：随時受付中
※助成金交付対象者の認定は予算の範囲内で先着順
とします。
※詳しくは、福岡県ホームページ又は下記にお問合
せ下さい。
福岡県建築都市部住宅計画課 民間住宅係
電話：092‐643‐3731

○ドリームジャンボ宝くじ・
ドリーム 10（TEN）が発売中です !!
「ドリームジャンボ宝くじ」
◎１等１億円の当せん本数が 175 本
（25 ユニットの場合）
◎ドリームジャンボ宝くじ史上最高の当せん確立

「ドリーム 10（TEN）」
◎ 10 万円の当せん本数が 40,000 本！
◎ 10 万円の当せん本数が宝くじ史上最多
■発売期間：５月 14 日（月）〜６月１日（金）
■販売価格：１枚３００円
■抽せん日：６月 12 日（火）
※宝くじの収益金は、学校建設・公園整備など、
私たちのまちの公共事業に役立てられています。
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村の行事 （５/16 〜６/24）
月

日

曜日

５月 16 日

行

事

予

定

場 所・時 間・備 考

水

乳幼児健診

いずみ館

５月 19 日

土

・小学生通学合宿 （〜 25 日まで）
・朝倉市郡陸上大会

・喜楽来館
・小郡陸上競技場

５月 21 日

月

家庭訪問（21・23・25・28・29）

東峰小学校・東峰中学校

５月 26 日

土

美星保育所

村民センター

５月 29 日

火

東峰中学校１年生

田植え

東峰学園プール横

５月 30 日

水

東峰小学校５年生

田植え

小石原地区の田

５月 31 日

木

総合健（検）診

いずみ館

６月 ２日

土

・ほたる祭
・ほたる祭ウォーキング
・ほたるの里弓道大会

・棚田親水公園付近
・宝珠山駅⇒棚田親水公園⇒筑前岩屋駅
・宝珠山弓道場

６月３日

日 「人権擁護委員の日」特設人権相談所

いずみ館

６月 ６日

水

ポリオ生ワクチン投与

東峰村立診療所

６月 10 日

日

道路・河川愛護

小石原地区

６月 15 日

金

学習参観・学級分会・１年生親子給食

東峰小学校

６月 16 日

土

村内職域バレー大会

村民センター

６月 24 日

日

総合健（検）診

小石原公民館

お楽しみ運動会

13:30 〜
9:00 〜

9:30 〜 12:00

8:00 〜 11:00

受付

10:00 〜 16:00
11:00 〜

8:00 〜
13:00 〜
8:00 〜 11:00

受付
キリトリ

在宅医表 （ ５ ･ ６ 月 ）
甘木朝倉在宅当番医表

当番日

病医院名

所在地

TEL

病医院名

所在地

TEL

20 日（日） 朝倉健生病院・外科系

水町

22-5511

稲永病院・内科系

筑前

22-0288

27 日（日） しのくま整形外科ｸﾘﾆｯｸ

筑前

42-6021

窪山医院

馬場

22-2014

３日（日） 朝倉健生病院・内科系

水町

22-5511

甘木中央病院・外科系

三福

22-5550

10 日（日）

石井外科クリニック

杷木

63-3772

やまもと消化器内科

筑前

22-1711

17 日（日）

重松医院

杷木

62-0721

太刀洗病院・内科系

筑前

22-2561

休日夜間急患センタ−内科･外科･小児科（医師会病院内）23-0077

当番日

内

科 （市外局番：0973）

外

科 （市外局番：0973）

日田地区在宅当番医

20 日（日）

若宮病院

南元町

22-7171

原病院

三本松

22-7151

27 日（日）

麻生小児科医院

淡窓２

24-2323

城谷病院

元町

23-6115

３日（日）

坂東小児科

誠和町

22-3300

五反田胃腸科外科病院

若宮町

23-8386

城町１

22-1231

堀田クリニック

新治町

22-2662

隈１

22-0033

秋吉医院

豆田町

23-0808

10 日（日）桂林胃腸科循環器科病院
17 日（日）

隈診療所

※注意事項 1．診療時間は午前 9 時から午後 5 時までです。2．急患に限ります。3．往診はしません。
※救急指定病院 ○日田中央病院 TEL23-3181
○聖陵岩里病院 TEL22-1600
○一ノ宮脳神経外科病院 TEL24-6270 ○済生会日田病院 TEL24-1100
※問い合わせ先 日田市役所 TEL23-3111( 午後 5 時以降は TEL23-0099）
※
（色つき枠）は外科担当の病院になります。
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今月

は
担当 国松
です

保健師の健康講座

の

日本脳炎予防接種はお済みですか？
今年度は、通常の３歳・４歳のお子様に加えて、
小学２年生・３年生・４年生のお子様にも、日本脳炎の予防接種のご案内を行っています。
小学２年生・３年生・４年生のお子様がいらっしゃる保護者の方は、母子健康手帳を確認し、日本
脳炎の１期接種が不足している場合は接種を受けましょう。
○ 日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成 17 年度から平成
21 年度まで、日本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした。
○ その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっ
ています。
○ 平成７〜 18 年度に生まれた方は、日本脳炎の予防接種が不十分になっていることがあります。特
に平成 14 〜 18 年度生まれ（「年長」相当〜小学４年生）のお子様は、１期接種が終わっていな
いことがあります。
○ これらのお子様に、順次接種のご案内を行っています。平成 24 年度は、
●小学２年生・３年生のお子様には、１期初回接種（２回）
●小学４年生のお子様には、１期追加接種（１回）
★ 小学４年生のお子様には、平成 23 年度に、１期初回接種（２回）のご案内を行いました。
のご案内を行います。
それ以下の年齢のお子様には、平成 25 年度以降にご案内を行います。
※ ご案内の対象となっていない場合でも、平成７年６月１日〜平成 19 年４月１日生まれで、１期・
２期の接種が終わっていないお子様は、20 歳未満までの間、接種を受けることができますので、
希望する方はお問い合わせください。
Ｑ１ 日本脳炎とは、どのような病気ですか？
Ａ１ ウイルスを持つ蚊（コガタアカイエカ）がヒトを刺すことによって感染します。症状が現れずに
経過する（不顕性感染）場合がほとんど（過去には、100 人から 1,000 人の感染者の中で 1 人
が発病すると報告されています）ですが、症状が出る場合には、6 〜 16 日間の潜伏期間の後に、
数日間の高熱、頭痛、嘔吐などで発病し、引き続き急激に、光への過敏症、意識障害（意識が
なくなること）、けいれん等の中枢神経系障害（脳の障害）を生じます。
大多数の方は、無症状に終わりますが、脳炎を発症した場合 20 〜 40％が死亡に至る病気と
いわれています。
東アジア・南アジアにかけて広く分布する病気です。
Ｑ２ 通常の日本脳炎予防接種はどのように実施されていますか？
○第 1 期（3 回）
初回接種（2 回）：生後 6 か月以上 90 か月未満（標準として 3 歳）
追加接種（1 回）：初回接種後おおむね 1 年後（標準として4 歳）
○第 2 期（1 回）
：9 歳以上 13 歳未満（標準として 9 歳）
詳しい情報は、厚生労働省のホームページ
（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001sig7.html）をご覧ください。
お問い合わせ：
東峰村役場

小石原庁舎

住民福祉課

保健師

電話：74‐2311
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