町内外からのお知らせ

「豊の国」美食親善大使に料理研究家の『園山真希絵』さんを任命
築上町観光協会では、７月２５日に役場本庁で料理研究家の
園山真希絵さんを「豊の国」美食親善大使に任命しました。今
後、町内の食に関する新商品の助言や築上町の観光ＰＲをして
いただきます。
園山さんは、以前から観光協会と親交があり、隊員食堂カレー
や迎撃カレー、スイートコーンをアレンジした料理をブログで
紹介。専門家の視点から特産品開発などに携わってもらおうと
大使就任を依頼したところ、今回の任命になりました。
任命式で園山さんは「築上町は私のふるさと島根県出雲市に
似ています。野菜など素材の味が濃いですね。」と町と食の印
象を語ってくださいました。
なお、第４回ちくじょう祭りＣ１グランプリの特別審査員を務めていただくことになっています！園山さ
んの活躍にご期待ください！！

築上町観光協会公認キャラクター決定！！
みなさん初めまして。名前は「ちくま」です。よろしくお願いします！！
特徴
○色・・・・・・・・・・緑色（町章と一緒だよ）
○好物・・・・・・・・・築上町特産のスイートコーン
○チャームポイント・・・キリリとした太眉
○趣味・・・・・・・・・農作業のお手伝い
○友達（もしかしてライバル？！）・・・築上（きずき のぼる）君
築上町観光協会の公認キャラクターが「ちくま」に決定しました。これは、築上町の
「ちく」とクマ（熊）に由来しています。築上町は４月、公募でマスコットキャラクター
「築上（きずきのぼる）」を決定しており、今後、「ちくま」と「築上（きずきのぼる）」
とともに町のＰＲをしていきます。

第２回西角田花火大会〜ふるさと創生！ 笑顔･感動・絆〜
ふるさと創生 ! 笑顔・感動・絆
開催 平成26年
日

10月4日(土)
雨天時５日(日)

会場

有安漁港

日

イベント内容
なつかしのレトロカー展示!
開会セレモニー 16:00〜
豊前天狗太鼓
満
焼きそ福ラーメン
小原子供神楽
ば・揚
げ
カ
西角田小学校竹太鼓 焼き鳥レ・ーライスたこ
お
（屋台 でん等
小原小学校ステージ
）
ジュニアダンスショー
♬秋の夜空に響き渡るブラスのハーモニー♬

BRASS BAND Chikujoオンステージ!
〜東北被災地へ送るチャリティーラストソング〜

花火打ち上げ開始 19:30頃〜

感動の500発

初秋の夜空を飾る５００発の花火
特設ステージでは、西角田小、小原小学生のステージや
ジュニアダンスショー
ＢＲＡＳＳ ＢＡＮＤ Ｃhikujo による吹奏楽コンサートほか
なつかしのレトロカー展示もあります

お楽しみ福引抽選会
※実行委員会屋台で（焼きそば・ラーメン・
揚げタコ・カレー）各４００円１品に１枚
の補助券が付いてきます。福引補助券２枚
で１回の抽選ができます！《空くじ無し》

特等…☆特選九州黒毛和牛☆
豪華サーロインステーキセット
（４〜５人家族用）（２名様）

１等…黒毛和牛サーロインステーキ家族セット（４名様）
２等…黒毛和牛 焼肉用セット（１０名様）
３等…豚しゃぶしゃぶセットなど（３０名様）
４等…景品（１００〜１５０名様）
５等…景品（３００〜４００名様）

飲酒運転はご遠慮ください !

主催：西角田花火大会実行委員会
協賛：西角田校区自治会

上り松・有安・石堂・上ノ河内・小原・鬼塚・真如寺・福間・山添

場
主
協

時 １０月４日（土） ＊雨天順延１０月５日（日）
ステージ部門 １６：００〜
花 火
１９：３０頃
所 西角田（有安）漁港
催 西角田花火大会実行委員会
賛 西角田校区自治会

（有安、上ノ河内、山添、福間、石堂、上り松、鬼塚、小原、
真如寺自治会）
（注意）お楽しみ福引抽選会は、実行委員会屋台（焼きそば、ラーメ
ン、揚げタコ、カレー）各４００円１品に１枚の補助券が付
いています。補助券２枚で１回の抽選ができます。
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臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の
申請はお済みでしょうか？
二つの給付金の申請受付は１０月２２日（水）までとなっています。期限を過ぎますと給付金は支給されません
ので対象の方はお早めに手続きしてください。

〔受付会場〕９月２２日（月）まで：築上町役場（本庁）地下研修室
９月２４日（水）から：次のとおり受付会場が変更になります！！
・臨時福祉給付金：税務課 町民税係 窓口
・子育て世帯臨時特例給付金：福祉課 子育て支援係 窓口
〔受付時間〕平日８：３０〜１７：００
対象者について
●臨時福祉給付金
平成２６年度の住民税が課税されていない方（課税されている方に扶養されている方、生活保護受給者は除
きます）
●子育て世帯臨時特例給付金
平成２６年１月分の児童手当・特例給付を受給、かつ、平成２５年の所得が児童手当の所得制限限度額未満
の方（臨時福祉給付金の対象となった児童、生活保護受給者は除きます。）

申請方法について
対象と思われる方には申請書を送付しています。
役場の窓口に印鑑と必要書類をお持ちいただくか、申請書に同封されている返信用封筒で郵送申請ができます。
郵送申請の場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類などの写しを申請書に添付してください。
同一世帯の方や給付対象の方が未成年の方の場合など代理人による申請が可能です。

申請に必要なもの
受給者印鑑、申請書、本人確認書類（写真付住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等）、
給付金受取口座の通帳
代理申請をされる場合は、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類
※給付金のしくみについては広報ちくじょう６月号をご覧ください。
※ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
問い合わせ
・臨時福祉給付金：税務課 町民税係（内線２１２）
・子育て世帯臨時特例給付金：福祉課 子育て支援係（内線２４０）

臨時福祉給付金の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください！！
役場や厚生労働省などが ATM（銀行・コンビになどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは絶対に
ありません。また、給付金を支給するために、手数料の振込みを求めることも絶対にありません。ATM を自
分で操作して他人にお金を振り込んでもらうこともできません。ご自宅や職場に役場や厚生労働省の職員をか
たった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、役場や最寄りの警察署（警察相談専用電話（＃９１
１０））にご連絡ください。
７

平成26年９月

町内外からのお知らせ

入札結果（７月分）
入札日：平成26年7月3日
【学校教育課】
●築上町立小中学校教育用パソコン
等リース（築上町大字湊150外9
地内）
落札金額：1,859,000円/月額
リース期間：平成26年9月1日〜
平成31年8月31日
落札業者：(株)オフィスワタナベ
【下水道課】
●椎田処理区管渠築造工事（5-1工
区）（築上町大字椎田 地内）
落札金額：31,600,000円
工
期：平成26年7月17日〜
平成26年11月12日
落札業者：機動建設工業（株）
九州支店
【環境課】
●築上町有機液肥製造施設成熟槽ポ
ンプ更新業務委託
（築上町大字湊1287 地内）
落札金額：1,433,700円
履行期間：平成26年7月11日〜
平成26年9月18日
落札業者：山田工業（株）
福岡支店
【都市政策課】
●町営住宅解体工事調査設計業務委
託（築上町大字東八田、築城、上
別府 地内）
落札金額：1,900,000円
履行期間：平成26年7月7日〜
平成26年8月15日
落札業者：（株）アスク設計
椎田営業所
【商工課】
●旧蔵内邸休憩所新築実施設計業務
委託（築上町大字上深野373番地1
地内）
落札金額：2,200,000円

履行期間：平成26年7月7日〜
平成26年8月15日
落札業者：（株）海渡設計

入札日：平成26年7月15日
【建設課】
●京築アグリライン区画線設置工事
（築上町大字下深野外4 地内）
落札金額：1,620,000円
工
期：平成26年7月18日〜
平成26年9月1日
落札業者：（有）北部安全
●町内一円道路維持工事その1
（椎田地区）
（築上町大字 町内一円 地内）
落札金額：3,590,000円
工
期：平成26年7月23日〜
平成26年10月29日
落札業者：豊栄建設
●町内一円道路維持工事その1
（築城地区）
（築上町大字 町内一円 地内）
落札金額：2,545,000円
工
期：平成26年7月18日〜
平成26年10月9日
落札業者：隆和組（有）
【生涯学習課】
●築城体育館外壁・屋根防水他設計
業務委託（築上町大字安武1356番
地6 地内）
落札金額：850,000円
履行期間：平成26年7月17日〜
平成26年8月25日
落札業者：(株)エム・ビー・アイ
【福祉課】
●低公害公用車購入その6（築上町大
字椎田891番地2 地内）
落札金額：1,135,000円
納
期：平成26年7月18日〜
平成26年8月29日

落札業者：カーサービス吉原

入札日：平成26年7月24日
【上水道課】
●築城中部地区水道老朽管布設替工
事（10工区）
（築上町大字上別府 地内）
落札金額：8,650,000円
工
期：平成26年7月30日〜
平成26年10月27日
落札業者：（株）ウエダ
●築城中部地区水道老朽管布設替工
事（11工区）
（築上町大字弓の師 地内）
落札金額：11,750,000円
工
期：平成26年7月30日〜
平成26年10月27日
落札業者：英建設
●築城中部地区水道老朽管布設替工
事（12工区）
（築上町大字船迫 地内）
落札金額：17,450,000円
工
期：平成26年8月1日〜
平成26年10月29日
落札業者：（有）鈴歩興業
●宇留津地区消火栓移設工事
（築上町大字宇留津 地内）
落札金額：2,680,000円
工
期：平成26年7月28日〜
平成26年9月25日
落札業者：（株）洋栄
【下水道課】
●築城処理区内管渠詳細設計業務委
託
（築上町 地内）
落札金額：1,600,000円
履行期間：平成26年8月1日〜
平成26年9月30日
落札業者：日本上下水道設計
（株）九州総合事務所

第２回とよのくに・のろし（狼煙）リレー２０１４開催！！
福岡県京築地域と大分県北部地域の東九州自動車道部分開通を契機として地域の魅力発信に貢献できるよう
県域を越えた取り組みを行います。「第２回のろしリレー」は、官兵衛ルートを含めて、「とよのくに」に古く
から残されているのろし台跡や地域の歴史的な資源等をつないで、苅田から宇佐までの約６３km、１２地点
にのろしがリレーされます。
日
時 ９月２０日（土）１４：００〜１５：００
実施場所 ○起点：苅田町〜松山城跡（１４：００） ○終点：宇佐市〜和尚山広場（１４：４４）
○築上町〜赤幡城跡・鹿ノ戸公園（１４：１６）、宇留津城跡・海岸（１４：２０）
ご案内
協力・見学等、ご自由に参加ください。
（注）１０分間程度、白煙を出し続けます。
問い合わせ 西日本工業大学とよのくに連携会議事務局 （２３）８７９３
８
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築上町嘱託職員募集
○職種 保健師・看護師・准看護師・介護福祉士
・募集人数 １名（上記職種のうちいずれか１名）
・業務内容 介護予防事業（訪問・教室など）、各種
相談業務（町の高齢者福祉サービス調査
含む）、認知症にかかる関係機関との連
絡調整
・応募資格・昭和２４年４月２日以降に生まれた方で
保健師・看護師・准看護師・介護福祉士
いずれかの免許を有する方
・運転免許を有する方
（認知症支援の知識・経験のある方優遇）
・雇用期間 １０月１日（水）〜平成２７年３月３１
日（火）
・勤務日数 月に２０日程度
・勤務地
築上町役場 築城支所
福祉課 地域包括支援係
・給与等
月額２００，０００円
・加入保険 社会保険・雇用保険
・申込期間 ９月８日（月）〜９月１９日（金）
（土・日曜日、祝日を除く８：３０〜１７：００）
・提出書類 雇用申込書、履歴書、資格免許証の写し

○職種 旧藏内邸案内係
・募集人数 ２名
・業務内容 旧藏内邸一般公開に関する業務
・応募資格 昭和２５年４月２日以降に生まれた方
・雇用期間 １０月１日（水）〜平成２７年３月３１
日（火）
・勤務日数 月１５日程度
・勤務地
旧藏内邸
・賃 金
日額６，０００円
・申込期間 ９月２日（火）〜９月１２日（金）
（土・日曜日、祝日を除く８：３０〜１７：００）
・提出書類 雇用申込書、履歴書、健康状況自己申告書
※必要書類は総務課人事秘書係及び商工課に備えつ
けてます。
申込・問い合わせ 商工課 商工観光係
（支所・内線１８１）
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その他 先着 名まで託児あ
り︵託児申込は児童館
︵５７︶４３００まで︶
問い合わせ
人権課 人権係
︵支所・内線２７３︶

：

築上町高齢者在宅福祉サービス
築上町高齢者在宅福祉サービス

その６

築上町では在宅での介護や介護予防のため、さまざまな高齢者在宅福祉
サービスを実施しています。このコーナーでは連載で、高齢者在宅福祉サ
ービスを紹介しています。

20

家族介護支援事業（紙おむつ等給付券サービス）
＜事業目的＞ 高齢者を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負
担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の継続及び向上を図るこ
とを目的とします。
＜対象者＞ 介護保険の認定で「要介護４又は５」の認定を受け、介護用
品（紙オムツ等）を必要とする方を介護している家族（住民税非課税世
帯）
※生活保護世帯は除きます。又、医療機関への入院、施設等入所の場合は
対象となりません。給付券交付を受けていても、要件を欠いた場合は給
付額の返還となります。
＜給付額等＞ 紙おむつ等給付券 月額６，０００円
＜利用店舗＞ 指定された町内店舗
問い合わせ 福祉課 高齢者福祉係（内線２５２）
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白い彼岸花まつり

年前から続く�白い彼岸
花まつりが今年も開催されま
す�約５千本の白い彼岸花が
見られ�夜はライトア�プも
しますので�ぜひお越しくだ
さい�
日時
９月 日︵土︶� 日︵日︶
両日とも
�
ライトア�プは 時まで
場所 築上町伝法寺公園�
正光寺境内
内容 ・彼岸花の観賞
・福引
・野点
・農産物�特産品など
の販売
問い合わせ
商工課 商工観光係
︵支所・内線
１８１�１８３︶

30

築上町男女共同参画ネ�
ト主催研修会

日時 ９月５日︵金︶
�
無
場所 児童館
※料
演題 ﹁ママが�輝く研修会﹂
�私を輝かせるのは�私！
き�かけ�見つけてみませ
んか？�
講師 ﹁幼児教育界のなまは
げ﹂こと︵株︶ＭＩＫＩフ�
ニ�ト代表取締役
太刀山 美樹氏
10

※雇用申込書、履歴書用紙については、築城支所福
祉課地域包括支援係に備えつけています。
申込・問い合わせ 福祉課 地域包括支援係
（支所・内線１４３）

人の動き（７月末現在）
人

口

男
女
世帯数

１９,６６１人
９,５０２人
１０,１５９人
９,０２０世帯

前月比
ー１３
＋２８
ー４１
＋３３

町内外からのお知らせ

す�
平成 年度小学校入学児
道路に泥を落とさないよ
問い合わせ
童就学時健康診断実施
うにしまし�う！
学校教育課 学校教育係
平成 年度の小学校入学予
︵支所・内線２５３︶
コンバインやトラクタ�等
定のお子さまを対象に�心身
による農作業の際�田や畑か
の健康状況を把握して�保健
ら公道へ出る前に必ず泥を落
秋の農作業安全推進運動
上必要な指導助言を行い�適
としてから走行するようお願
︵９月� 月︶
切な就学が行われるよう�入
いします�
学前の就学時健康診断を行い
収穫の秋�コンバイン作業
車道や歩道に落ちた大きな
ます� 学(校保健法第４条 )
は安全第一で
泥のかたまりは�環境美化ば
かりでなく�歩行者�バイク�
対象者 築上町に住所を有し� １�畦越えはできるだけ避け
平成 年度小学校へ入学さ
るか�垂直に徐行�必要に応
自転車�車椅子�シニアカ�
れる予定のお子さま�
じて歩み板を使用�
などの通行の妨げになり大変
︵平成 年４月２日生�
２�わら詰り除去時や点検整
危険です�
平成 年４月１日生︶
備・清掃作業時は必ずエンジ
やむを得ず道路を汚した場
実施日
ンを停止�
合は�速やかに清掃するよう
築城校区
月 日︵水︶
３�運転席からの死角に注意� お願いします�マナ�を守り�
椎田校区
月 日︵木︶
気
お互い気持ちよく農作業を進
※持ちにゆとりを持�て作
�
業しまし�う！
めまし�う�
受付
場所
問い合わせ
問い合わせ
築城校区 築上町コミ�ニ
京築地域農業・農村活性化
産業課 農林水産係
テ�センタ�︵ソピア︶
協議会︵事務局 行橋農林
︵内線２７７︶
椎田校区 中央公民館
事務所 農山村振興課︶
︵２３︶０３８１
検査項目 内科検診・歯科検
診・眼科検診・視力検診・
聴力検診 等
保護者への案内 ９月中旬に
ご家庭へ﹁就学時健康診断
通知書﹂を発送します�
当
※日は�母子手帳を持参の
うえ︵予防接種状況を把握す
るため︶保護者又は保護者に
変わる方が同伴してください�
指
※定校区の実施日に不都合
がある場合は�他校区の実施
日にお越しください�
両
※日とも不都合で受診でき
なか�た場合は後日連絡しま
あなたの預貯金口座から自動的に納
税する口座振替を利用すれば、納め忘
れもなく安心です。
手続き
金融機関の預貯金通帳とその通帳に
登録してある印鑑を持参のうえ、各金
融機関で申し込みをしてください。
取扱金融機関（本・支店）
・福岡銀行
・西日本シティ銀行
・福岡ひびき信用金庫
・九州労働金庫
・ゆうちょ銀行
・福岡京築農業協同組合

原作/宮沢賢治

○イベント
パフォーマンスバンド『響』
（店頭）
10月22日(水)
・収穫祭 ９／１４（日）〜１５（月）
チケット発売中
18時30分開演/18時開場
新米のすくいどり、いちじくほか販売予定
チケット（全自由席）
・彼岸店頭販売 ９／２０（土）〜２３（火）
大
人 1,000円（当日1,500円）
中・高生
500円（当日 800円）
切花ほか販売予定
小学生以下
無料
（テント前）
・車輌展示会
敬老の日
九州三菱自動車販売（株）行橋店
9月13日(土)
チケット発売中
９／１３（土）〜１４（日）
13時30分開演/13時開場
１０時〜１８時
《出演》天津ひずる、五月一秀、伊丹秀敏、豊後家歌八
・フリーマーケット
天津洋子、梅沢あやめ、的場智子
９／２８（日）９時〜16時
チケット（全自由席）500円 ※75歳以上無料
※雨天の場合は中止
【チケット発売所/コマーレ・中央公民館・ソピア・メタセの杜】

風の又三郎
『メタセの杜』

わらび座
公演

コマーレの催し物 ( 大ホール )
Ｔel：５６−１７７７

広告欄
広告欄

E TAS E

M

TEL.0930-52-3828
no
MO RI

：

納税

!!

税金は、納期内に納めましょう。

納税は便利な口座振替で

10

国民健康保険税 第３期
今月の町税納期限は、
９月３０日（火）です。

今月の

30 15

：

30

10 10

13

21 20

：

00

27

27

27

13

問い合わせ 税務課 徴収係（内線 217）

浪曲大会
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15
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：

00

30

30

：

：
：

00

洗濯ばさみ 個�鉛筆
・ＥＭぼかしづくり
日時 ９月 日︵木︶
�
持参するもの エプロン
・紙すき
日時 ９月 日︵火︶
�
持参するもの エプロン�古
タオル１枚
・廃油石けん作り
日時 ９月 日︵金︶
９
�

13

13

00 19

軍手�エプロン

00 19

持参するもの

00

持参するもの エプロン︵今
月のメニ��は﹃豚肉ト�
フ巻き﹄︶
・手仕事のうた︵不定期︶
持参するもの 着物の布�古
布
参
※加費・材料費は実費とな
ります�
募
※集人数は各 人です�
申
※し込みは開催日の３日前
までにお願いします�
申込・問い合わせ
環境課 環境係
︵支所・内線１５２︶

：
：

寝具衛生管理のため、水洗い及び乾燥消毒機による寝具の
洗濯・消毒などのサービスを行い、病気を防ぎます。
※常時使用している寝具（掛け布団・敷布団・毛布 各１枚）
３枚１組…利用料６３０円
対象者 ○６５歳以上の一人暮らしの高齢者及び高齢者のみ
の世帯
○老衰、心身の障害及び傷病などの理由により寝具
類の衛生管理が困難な方
申込期間 ９月１日（月）〜９月３０日（火）
【土日・祭日を除く】
実施日 ・布団回収日 １０月２３日（木）
・布団納品日 １０月３０日（木）
※サービス利用期間中に替えの布団がない方には、無料で布
団の貸し出しを行っています。
※サービスの利用を希望される方は、社会福祉協議会（自愛
の家、築城センター）に備え付けの申請書で申し込んでく
ださい。
※申請後の調査の結果、支援がある等で、申請が却下される
こともありますのでご了承ください。
申込・問い合わせ 築上町社会福祉協議会（５６）２２２３

・エコク�キング
日時 ９月 日︵金︶
９
�

寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

20

父子福祉資金が創設され
ます

30

月１日から父子家庭を対
象とした福祉資金の貸付制度
が始まります�
対象者
・配偶者の無い男子で現に児
童︵ 歳未満︶を扶養して
いる人
・配偶者の無い男子に扶養さ
れている児童︵児童の修学
のための資金に限る︶
返
※済能力や所得等の状況に
ついて審査を行いますので�
貸付を受けることができない
場合があります�
資金の種類︵一例︶
・児童の修学に必要な資金
・父子家庭の父又は児童が就
職するための知識技能を習
得するのに必要な資金
・事業を開始し�又は継続す
るのに必要な資金
申請・問い合わせ
京築保健福祉環境事務所
︵２３︶２９７０

30

福岡県福祉労働部 児 童 家 庭 課

15

０９２︵６４３︶３２５７

00 19

リサイクルプラザ体験学
習講座

・紙ひものかご作り
日時 ９月 日︵金︶
�
持参するもの はさみ�木工
ボンド�ものさし︵ ㎝︶�
10

10

10

子育て女性のための就職支援セミナー＆合同会社説明会in行橋
福岡県では、県内４箇所（福岡、北九州、筑後、筑
（１０：００〜１１：００）
豊）の労働者支援事務所内に「子育て女性就職支援セ
講師：濱砂 圭子氏（（株）フラウ代表取締役、
ンター」を設置し、相談や情報提供、セミナーの開催
「マミーズサミット・全国ネット」代表）
のほか、お仕事紹介などを行い、子育て中の女性の就
※先着５０名（事前に予約されると優先的に受講で
業を支援しています。
きます。）
子育て中の女性は、育児や家事との両立による時間
②好感度アップ講座〜メイク術〜
や場所の制約があり、自宅周辺で就職活動や実際に仕
（１２：３０〜１３：００）
事をしたい、という声も多くいただいていることから、
講師：直理 邦子氏
本年度、行橋市で「子育て女性のための就職支援セミ
（ＪＭＡＮ認定メーキャップインストラクター）
ナー＆合同会社説明会in行橋」を開催します。
③子育て女性のための合同会社説明会
子育て中の女性が働きやすい地元企業が出展し、お
（１１：００〜１４：００）
仕事のご案内をする他、人気講師によるお仕事探しに
地元の優良求人企業 約１０社出展予定
役立つセミナーも行います。託児もありますので、お
費 用 無料
子さま連れで参加いただけます。履歴書不要、スーツ
託 児 無料（要予約）
等も不要です。是非お越しください。
申込・問い合わせ
日 時 ９月１９日（金）１０：００〜１４：００
福岡県子育て女性就職支援センター
場 所 行橋市中央公民館（行橋市大橋１ー９−２６）
（北九州労働者支援事務所内）
内 容
０９３（５７１）６４４０
①ママのライフプランニングセミナー
11
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平成 年度障害者雇用促
進面談会

平成 年度第２回地域ス
ポ�ツ指導者研修会

集合場所 平尾台自然観察セ
ンタ�︵北九州市小倉南区
平尾台１�４�４０︶
参加費用 無料
申込方法 電話もしくはＦＡ
Ｘで申し込んでください�
ＦＡＸの場合は�﹁住所﹂�
﹁氏名﹂�﹁電話番号﹂を記
入し�﹁広谷湿原観察会参
加希望﹂と記載して申し込
んでください�
申込締切 ９月 日︵金︶
必着
定
※員になり次第締切�
申込・問い合わせ
福岡県京築保健福祉環境事
務所 環境課 地域環境係
︵２３︶９０５０
ＦＡＸ︵２３︶４８８０

：

：

：

：

秋の芸術祭開催

月５日︵日︶
日時
�
参
※加料無料
場所 久留米市田主丸町益生
田１１２５番地﹁福岡県緑
化センタ�﹂内芝生広場
出演 山の音楽家﹁Ｓｈａｎ
ａ﹂︵原健太郎︵ギタ�︶�
麻由子︵オカリナ︶︶と仲
間たち
内容 アロマセラピ�体験�
木工細工体験�音楽会
月３日︵金︶
申込期限
申込・問い合わせ
福岡県緑化センタ�
０９４３︵７２︶１１９３

：

00

利用者やその家族の方など�
苦情について事業所との話
し合いで解決しなか�たり�
直接話しにくか�たりする場
合は�ご相談ください�相談
は無料です�
日時 毎週火曜�日曜�第４
月曜９
�
問い合わせ
福岡県運営適正化委員会事
務局
︵福岡県社会福祉協議会︶
０９２︵９１５︶３５１１

：

：：

：

：

：：

：

：

：

日︵日︶
�

26

16

障害を持�ている方で�就
労を希望している方を対象に
雇用促進面談会を開催しま
す�
月 日︵水︶
日時
�
場所 西日本総合展示場
新館ＡＩＭビル３階
問い合わせ
行橋公共職業安定所
︵２５︶８６０９

月

人

00

30

救急法基礎講習・救急員
養成講習

日時 ９月 日︵月︶
受付
�
開会
�
︵終了予定︶
場所 上毛町健康増進施設
︵上毛町東下１２４３番地
２︶
参
※加費無料
内容 講義・実技
演題﹁ドイツ発祥メソ�ド・
コ�デ�ネ�シ�ントレ�
ニングの最適実践法﹂
講師 福岡大学スポ�ツ科学
部 助教 泉原 嘉郎氏
対象者 各市町教育委員会生
涯スポ�ツ担当者及びスポ
�ツ推進員�体育協会関係
者�小・中・県立学校教職
員�総合型地域スポ�ツク
ラブ関係者�その他関心の
ある方
携行品 運動できる服装�タ
オル�飲み物�筆記用具�
体育館シ��ズ
申込締切 ９月８日︵月︶
申込・問い合わせ
福岡県教育庁京築教育事務
所 社会教育室
０９７９︵８３︶３６０１

日時
定員

11 10

第 回中津市民病院健康
教室のご案内
日時 ９月 日︵土︶
�
場所 中津市民病院
２階講堂
演題 ﹁脳卒中を理解する�
予防から最新の治療まで
�﹂
講師 中津市民病院 脳神経
外科部長 松本 健一
問い合わせ
中津市民病院 相談支援セ
ンタ�
０９７９︵２２︶６５２１

福祉サ�ビス苦情解決事業

30

﹁平尾台広谷湿原自然観察
会﹂参加者募集！�秋の
広谷湿原と周辺草原�

16

：

00

00

00

17

17

16

15

00

けが人や急病人を正しく救
助し�医師または救急隊員な
どに引き継ぐまでの救命及び
応急手当の知識と技術を学び
ます�
日時 ９月 日︵金︶�
９月 日︵日︶
９
�
場所 コムシテ� 北
( 九州市
八幡西区黒崎３� �３ )
対象者 満 歳以上で全日程
出席できる方
受講料 無料︵別途教材費が
必要です︶
人
定員
申込・問い合わせ
日本赤十字社福岡県支部
事業一課講習係
０９２︵５２３︶１１７２

00 30

15

10

14 13 15

00 19

00 27

福祉施設や在宅福祉サ�ビ
ス等で提供される福祉サ�ビ
スに関する苦情を解決する事
業です�
対象者は�福祉サ�ビスの

30

30 15

26

12 10

14

13

犬のふんは持ち帰りま
し�う！

30 30

00

15

最近�犬の散歩中のふんが
放置されているという苦情が
多く寄せられています�
散歩させるときなど�ふん
は飼い主が責任を持�て処理
しまし�う�
☆ふんの処理☆
犬の散歩などで�ふんをそ
のままにしておくことは�環
境上・衛生上よくありません�
また�土地の所有者または
管理者にも迷惑で�その場所
を通行する人にも不快な思い
を与えます�
散歩中のふんは必ず持ち帰
り�飼い主の責任で適正に処
理してください�
問い合わせ
環境課 環境係
︵支所・内線１５２︶

15 14

26

20 10 10

14 14
30 00

26

00 28 26

15

福岡県障害者雇用促進大会
月８日︵水︶
日時
場所 福岡県庁３階 講堂
内容
①表彰式 ︵
�
︶
②基調講演︵
�
︶
講師 富士ソフト企画︵株︶
より２名
申込締切 ９月 日︵金︶
先
※着２００名
問い合わせ
福岡県新雇用開発課
障害者雇用係
０９２︵６４３︶３５９４
10

12
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ご相談ください�
平成 年度身体・精神障
訓練期間 職場実習なし
がい者就業訓練生募集�
月２日︵火︶から平成
ビジネスパソコン科�
年２月 日︵金︶まで
パソコンの基本操作やワ�
︵土曜・日曜・祝日と 月
ド・エクセルを学び�実務で
活用できる技能を習得します�
日︵土︶�平成 年１月４
また�ビジネスマナ�でコ
日︵日︶は休講︶
ミ�ニケ�シ�ンや接遇を学
�
訓練時間
び社会人としてのマナ�を身
場所 北九州市八幡東区大橋
につける訓練を行います�
２�１３�７
訓練コ�ス
職業訓練法人北九州地区職
業訓練協会
ビジネスパソコン
名
０９３︵６５１︶３７７５
定 員
対象者
受講料 無料︵ただし教材費
①身体障害者手帳または精神
として約３ ０００円必要
保健福祉手帳を有し�公共
です�︶
職業安定所に求職登録を行
応募方法 行橋公共職業安定
�ている方で�介護を必要
所に応募書類を提出してく
とせず�身辺処理ができる
ださい�
方�病気や事故等で障害を
募集期間
持�たために休職中の方で�
９月 日︵火︶�
受講を希望される方は事前
月 日︵木︶まで
にご相談ください�障害の
問い合わせ
状況によ�ては受講できな
福岡県障害者職業能力開発
い場合がありますので�事
校
前に最寄りのハロ�ワ�ク
０９３︵７４１︶５４３１
もしくは�福岡障害者職業
行橋公共職業安定所
能力開発校にご相談くださ
︵２５︶８６０９
い�
※一定の条件を満たせば�求
知�ていますか？ 建退共
職者支援制度にもとづく職
制度
業訓練受講給付金を受給で
きます�公共職業安定所に
建退共制度は�中小企業退

26

15

10

，

問い合わせ
行橋調停協会
︵２２︶００３５

親と子のなやみ相談窓口
の開設

日時 ９月 日︵金︶�
日︵土︶
９
�
相談電話番号
０９３０︵２５︶４２３６
︵開設期間中の臨時電話︶
面接相談会場 行橋市コミ�
ニテ�センタ�︵行橋市西
宮市２�１�７︶

30 13 12

：

30

：

相談内容
・子育て�非行�いじめ�ひ
きこもり�就労など子ども
や若者に関する悩みや相談
・面接の事前予約︵電話０９
２︵６４３︶３３８８︶
相
※談料無料︵但し�電話代
や会場までの交通費は自己負
担となります︶
問い合わせ
福岡県新社会推進部青少年
課
０９２︵６４３︶３３８８

16

27
27

00

12

16

27

：

00

27

30 16

建退共から事業主の皆様への

お願い
・共済証紙は�労働者の就労
日数に応じて適正に貼付し
てください�
・ 建｢設業退職金共済手帳﹂を
所持している労働者が�建
設業界を引退するときは�
忘れずに退職金を請求する
よう指導してください�
問い合わせ
独立行政法人 勤労者退職
金共済機構 福岡支部
０９２︵４７７︶６７３４

無料調停相談会のお知らせ

00

：

：

豊前市総合福祉センタ�

行橋調停協会では�次のと
おり無料調停相談会を開催し
ます�︵行橋調停協会所属の
調停委員が相談に応じます�︶
なお�予約は不要・相談は無
料で�相談事項は秘密厳守し
ますので�ご遠慮なく相談に
お越しください�
日時 ９月 日︵土︶
�
場所

15

０９７９︵８２︶１１１１
相談内容 金銭問題�離婚�
交通事故�相続�土地・家
屋問題�家庭問題�サラ金
問題�その他一切の調停相
談

平成26年９月

00 13

職金共済法に基づき建設現場
労働者の福祉の増進と建設業
を営む中小企業の振興を目的
として設立された退職金制度
です�
この制度は�事業主の方々
が�労働者の働いた日数に応
じて掛金となる共済証紙を共
済手帳に貼り�その労働者が
建設業界で働くことをやめた
ときに建退共から退職金を支
払うという�いわば業界全体
での退職金制度です�
加入できる事業主 建設業を
営む方
対象となる労働者 建設業の
現場で働く人
日額３１０円
掛金
特長
・ 国の制度なので安全�確実�
申し込み手続は簡単です�
・経営事項審査で加点評価の
対象となります�
・掛金の一部を国が助成しま
す�
・掛金は事業主負担となりま
すが�法人は損金�個人で
は必要経費として扱われ�
税法上全額非課税となりま
す�
・事業主が変わ�ても退職金
は企業間を通算して計算さ
れます�

13

10

12

10

：

町内外からのお知らせ

の対応を遅らせる原因となる
場合があります�相談ごとは
相談ダイヤル﹁＃９１１０﹂
及び相談窓口 豊
( 前警察署や
交番・駐在所 を
) 活用してく
ださい�
また�警察相談の日に伴い�
豊前警察署が出張相談所を開
設しますので�相談のある方
は気軽にお立ち寄りください�
﹁※
♯９１１０﹂�プ�シ�回
線電話専用
出張相談所
日時 ９月 日︵木︶
�
場所 豊前市役所３階第２会
議室
問い合わせ
豊前警察署 総務課総務係
０９７９︵８２︶０１１０

：

：

：

福祉用具プラザフ�スタ
開催

28 21

17 14

00

書に記入のうえ�送付してく
ださい�福岡県母子寡婦福祉
連合会のホ�ムペ�ジからも
ダウンロ�ドできます�

「未来へはばたく京築」走ろう！つなごう！東九州道！
東九州自動車道（行橋ＩＣ〜みやこ豊津ＩＣ間）年度内開通予定記念マラソン

介護職員初任者研修
通信制︿資格取得﹀講習
会︵旧ヘルパ�２級と同
等資格︶
講習内容 介護の基礎知識や
応用技術を習得し就労に結
びつける
受講資格 県内︵福岡市・北
九州市を除く︶にお住まい
の母子家庭の母�父子家庭
の父またはかつて母子家庭
だ�た寡婦で�この資格を
活かし就職あるいは転職を
希望している方
月 日︵火︶�
期間
月 日︵金︶
平日昼間 日間
︵９
�
︶
場所 田川総合庁舎︵田川市
伊田松原通３２９２�２︶
人︵定員を超えた場
定員
合書類選考�開講人数に満
たない場合は中止︶
受講料 無料︵但し�テキス
ト代４ ０００円は自己負
担︶
条件 全日程必ず出席のこと
︵遅刻・欠席は資格認定不
可︶
託児 有︵事前予約制�託児
対象年齢は１歳から就学前
の子どもまで︶
月７日︵火︶
申込期限
必着
申
※込希望の方は市町村福祉
課及び県保健福祉環境事務所
社会福祉課に備え付けの申込

申込・問い合わせ
福岡県母子家庭等就業・自
立支援センタ�︵飯塚ブラ
ンチ︶
０９４８︵２１︶０３９０

問い合わせ 行橋市役所総合政策課
（２５）１１１１
（内線１４２１）
：

種目
・１０マイルレース １，５００人
（１８歳以上（高校生除く））
（１３５分以内で完走可能な方）
・５キロレース ５００人（中学生以上）
（４０分以内で完走可能な方）
・３キロレース ５００人（小学４年生以上）
（２５分以内で完走可能な方）

11 10

全国一斉﹁高齢者・障害
者の人権あんしん相談﹂
強化週間

30

福岡法務局と福岡県人権擁
護委員連合会では�全国一斉
﹁高齢者・障害者の人権あん
しん相談﹂強化週間として�
高齢者や障害者に関する人権
問題についての相談を電話で
受け付けます�
�
強化週間 ９月８日︵月︶
９月 日︵日︶までの７日
間
�
相談日時 ９月８日︵月︶
９月 日︵金︶は８
�
まで
９月 日︵土︶
・ 日︵日︶
は
�
まで
電話番号
０５７０︵００３︶１１０
問い合わせ
福岡法務局行橋支局
︵２２︶０４７６
00 14

：

：

：

ご存知ですか？﹁警察の
相談ダイヤル＃９１１０﹂

日時 ９月 日︵火︶
�
無
※料
場所 福祉用具プラザ北九州
︵北九州市小倉北区馬借１
丁目７番１号︶
内容 介護保険�整理術�セ
カンドライフの講演会�住
宅改修相談会�福祉用具の
体験・抽選会など
問い合わせ
福祉用具プラザ北九州
０９３︵５２２︶８７２１

日時
場所

１１月２３日（日） 受付８：００〜
東九州自動車道 今川ＰＡ予定地
※県道３４号 京都橋交差点付近
（行橋市流末）

参加料 一般
３，０００円
小・中・高生 １，０００円
申込方法 専用振替振込用紙またはインター
ネットでお申込ください。
※申込用紙は行橋市役所や行橋市関連施設な
どで配布します。
募集期間
・専用振替振込用紙
９月１日（月）〜９月３０日（火）
・インターネット
９月１日（月）〜１０月１０日（金）
※定員になり次第締め切ります。

行橋ＩＣ〜みやこ豊津ＩＣ間の今年度内の
完成を記念し、マラソン大会を開催します。
参加者には大会オリジナルＴシャツを差しあ
げます。また完走者には完走記録証を発行し
ます。
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：
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00 11

00 23
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９月 日は�相談ダイヤル
番号﹁♯９１１０﹂にちなん
で﹁警察相談の日﹂です�
﹁１１０番﹂は�１分１秒
を争う事件・事故を警察に知
らせる緊急通報電話です�お
問い合わせ�ご意見�ご要望
などに﹁１１０番﹂をご利用
になると�緊急を要する事件・
事故等が発生した際に�警察
11
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町内外からのお知らせ

築城インター・椎田インター現場見学会開催
有料道路「椎田道路」の新しい築城インター椎田インターが完
成し、８月３日、一般の方を対象にした現場見学会を開催しました。
見学会は車両通行が再開する前に、インターを歩いてゆっくり
見てもらうために行われたものです。当日は親子連れなど大勢が
訪れ、導入路に散水車や高所作業車が展示され、住民らが作業車
の荷台に載ったり、道路上で記念撮影をしたりして楽しんでいま
した。

▲椎田インター

▲椎田インター

▲築城インター

S port( スポーツ )

メタセの杜パークゴルフ協会大会結果

○第３回ペアプレー大会
優勝 吉元 三千穂・安成 元子、準優勝 伊藤 泰彦・橋本 富代、３位
○第８回葉月大会
・Aパート 優勝 島津 須美男
準優勝 山本 順、３位 橋本 富代
・Bパート 優勝 中園 昭一
準優勝 内藤 慎吾、３位 橋本 富代

第９回築上町民ソフトテニス大会結果

○一般男子Ａ
優勝 高橋・松田（築上クラブ）、準優勝
○一般男子Ｂ
優勝 田中・川﨑（椎田中学）、 準優勝
○一般女子Ａ
優勝 中村・迫田（築城中学）、 準優勝
○一般女子Ｂ
優勝 井上・佐藤（椎田中学）、 準優勝
15
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井上・河井（築上西校）
出口・長部（椎田中学）
後藤・上田（築城中学）
垣根・幸野（椎田中学）

遠藤

忠義・中村ひろ子

町内外からのお知らせ

男女共同参画等、様々な視点に立った防災を！
〜築上町男女共同参画ネット
東日本大震災映画上映会＆
防災ワークショップを開催〜
築上町男女共同参画ネットは築上町消防団ととも
に防災対策に男女共同参画の視点を生かす取り組み
を始めました。
６月１５日、コマーレで東日本大震災の被災者の
生の声での語りによる口頭伝承形式での映画「なみ
のおと」を上映。７月５日には、築上町コミュニティ
センター（ソピア）で「もしも、あなたが避難所で
暮らすことになったら・・・」と題したワークショッ
プを行い、災害時に起こる様々な課題について、男女共同参画等様々な視点から議論をし、自由に意見を出し
合いました。
これらの意見を築上町防災計画に役立ててもらうため、７月１５日、ネット宗代表らと町消防団片峯団長は
新川町長に報告書を提出。町長は、「女性の視点を生かすように取り組みたいです」と約束をしました。

映画「なみのおと」上映会＆ワークショップを開催して
築上町男女共同参画ネット 代表
宗 晶子
映画は、時間的に少し長かったのですが、みなさん最後まで鑑賞してくださいました。震災は、いつ発生
するかわかりません。日本のあちこちで発生しており、住民のみなさんの防災に関する関心は高いと思われ
ます。そこでワークショップでは、「台風の接近で水害が発生して避難しなければならなくなりました。そ
の時あなたは？」「避難所での生活が長期化しています。物資受け渡しコーナーに男性係員が一人で要件を
受けていると１０代の女の子が引き返してしまいました。何故？問題解決の方法は？」などのテーマでグ
ループで意見交換を行いました。様々な視点から議論でき、『日頃から、男性も女性もきちんと意見を言わ
なければならない』『決定の場には、男性も女性もいるべきだ』などの気付きを共有できたように思います。
報告書は、後日、消防団団長と共に町長に提出しました。町長は「今後の町の防災に役立てるために各課
に媒介する」とおっしゃってくださいました。男女共同参画の視点を含めた意見や感想が、町の防災対策に
反映できると期待しております。
今回の取り組みを消防団と一緒に行い、多くの方にご尽力いただき、本当にありがとうございました。今
後は、できましたら自治会長や民生児童委員の方々などにもお力添えをお願いし、マニュアル的なものを作
りあげていきたいと考えております。みなさまの参画をお待ちしております。尚、映画やワークショップの
内容、感想は「まあるく参画２２号」に掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

◇訂正とお詫び◇
広報８月号の「町長室だより」の「椎田バイパスのインター工事完了」の記事の中での記載に誤りがありましたので、次
のとおり訂正してお詫びします。
（誤）
来年４月１日から東九州自動車道の開通で椎田道路はすべて有料になりますが、平成２７年３月３１日までの無料区間は
従前と同じです。
（正）
椎田道路は、東九州自動車道の行橋ＩＣからみやこ豊津ＩＣ間が開通し、同自動車道とつながる日より全区間有料となる
予定です。同自動車道との接続は平成２６年度内を予定していますが、それまでの間は実質無料区間が残ります。なお、同
自動車道の開通時期（椎田道路との接続時期）が決まりましたら改めてお知らせします。
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