
3233

　福智町議会の久冨信義 議
員（厚生常任委員長・赤池松本）
が 12月 28日に急逝されまし
た。赤池町議会を含め、およ
そ 4期 16 年にわたり町の発
展に寄与されました。ご冥福
をお祈りいたします。

❶日時　2月7日水10時～15時
　会場　方城福祉会館
❷日時　2月14日水 10時～15時
　会場　金田社会福祉センター
❸日時　2月21日水10時～15時
　会場　コスモス保健センター
❹日時　2月28日水10時～15時
　会場　方城福祉会館
問 福智町社会福祉協議会
　 ☎ 22 ｰ 6631

　解雇、賃金未払い、セクハラ、い
じめなど、労使関係の悩みを相談し
てみませんか。
日時  2月27日火13時～16時
場所  福智町社会福祉センター
参加料　無料
　通常は筑豊労働福祉事務所で平日
8時30分から17時15分まで行って
います。事前連絡があれば、時間外
の相談も可能、秘密は厳守されます。
問 福岡県筑豊労働福祉事務所
　 ☎ 0948 ｰ 22 ｰ 1149

▶ふくおかボランティアのつどい
日時　2月18日日10時～
場所　桂川町住民センターほか
内容　午前に講演「子どもの声に耳
をかたむけて」講師：三宅玲子先生。
午後にボランティア活動別分科会。
▶ふくおか子どもすくすくフェスタ
日時  2月18日日13時～15時
場所　桂川町総合福祉センター
　　　ひまわりの里（入場無料）
内容　縁日ひろば、パネルシアター、
遊びのひろば、昔あそび、影絵、大
型布芝居、折り紙であ・そ・ぼ、音楽
演奏、大型絵本読み聞かせなど
問 財団法人 福岡県地域福祉財団
　 ☎ 092 ｰ 582 ｰ 2396

　田川地区清掃施設組合では次のと
おり臨時職員を募集します。
採用人数　1人（男女問わず）
提出書類　履歴書
提出先　田川地区清掃施設組合施設
二課（下田川クリーンセンター内）
受付期間　2月15日木～
　　　　　  2月28日水16時まで
雇用条件（業務内容：一般事務職）
①昭和47年４月２日から平成元年４
月１日に生まれた人（高校卒業以上）
②福智町か糸田町に在住の人
③パソコンが使える人
問 田川地区清掃施設組合
　 施設二課　☎22 ｰ 0220

❶日時　2月7日水10時～12時
　会場　福智町本庁舎1階会議室
❷日時　2月23日金 10時～12時
　会場　方城支所町民相談室
❸日時　2月23日金
　　　　13時 30分～15時 30分
　会場　赤池支所1階会議室
問 役場福祉課介護保険係
　 ☎ 22 ｰ 7763

日時　2月9日金 9時～10時
会場　福智町本庁舎
問 役場福祉課福祉係　☎22 ｰ 7763

  2日金　誕生会・豆まき
  9日金　ミニ講座
15日木　親子リズム遊び
22日木　サロンで遊ぼう
問 子育て支援センター ☎22 ｰ 2401

　交通事故でお困りの人はお気軽に
ご相談ください。弁護士による面接
相談も無料で受けることができます。
日時　2月19日月10時～16時
　　  （受付は15時まで、秘密厳守）
会場　田川市役所市民課
問 福岡県交通事故相談所　
    ☎ 092 ｰ 622 ｰ 0403

対象者　運転免許を持ち福岡都市高
速か北九州都市高速を利用され平日
の会議（年3回程度）に出席できる人。
応募方法　住所、氏名、年齢、職業、
電話番号、利用している都市高速、
ETC利用の有無（個人か社用の区別）
を明記の上「都市高速に対する意見、
提案」（400字以内）を添えて郵送か
ホームページで応募してください。
応募期限　2月20日火
業務内容　会議出席やアンケート回
答など。謝礼年額12,000円、モニター
会議出席者に交通費1回4,000円。
応募先　〒812 ｰ 0055
福岡市東区東浜2丁目7番 53号
福岡北九州高速道路公社営業企画課
☎092 ｰ 631 ｰ 3284
http://www.fk-tosikou.or.jp

田川税務署からのお知らせ
田川税務署・福岡国税局

心配ごと相談
福智町社会福祉協議会

補聴器相談を行います
福智町役場福祉課福祉係

福岡県巡回交通事故相談
福岡県交通事故相談所

都市高速の利用者モニター募集
福岡北九州高速道路公社

第 4回 児童虐待防止講演会
田川児童相談所総務企画課

日時　2月23日金13時 30分～
場所　飯塚職業能力開発促進センター
内容　創業や異業種進出に伴い、新
たに経営基盤の強化に役立つ労働者
を雇い入れる事業主に助成金の支給
等を通じて支援。また、創業・経営
改革、従業員の能力開発・キャリア
形成に関するセミナーのほか、財産
形成制度の実施を通じて支援する。
申込み問い合わせ先
独立行政法人雇用・能力開発機構
福岡センター業務第一課
☎092 ｰ 262 ｰ 2113

　「コミュニティ（地域）ビジネス」
への起業に意欲のある人を対象に、
セミナーを開講します。
日時　2月24日土・25日日
　　　9時 30分～16時 30分
場所　立岩公民館（飯塚市新飯塚）
募集人員　20人（先着順）
受講料　無料
問 NPO法人えふネット福岡
　☎092 ｰ 716 ｰ 1350

　ヨロン島の青い海と美しい自然の
中で仲間と助け合う楽しさを知り、在
日外国人小学生と活動と生活を共に
する「ちびっこ探検学校ヨロン島」の
参加者を募集します。（福岡空港発着）
期間　3月27日火～4月2日月　
場所　鹿児島県大島郡与論町
説明会　2月18日日15時 30分～
定員　小学生400人
　　   （小学 2年生～6年生）
申込締切　3月7日水（先着順）
参加費　110,000円
申込問い合わせ先
財団法人国際青少年研修協会
☎03 ｰ 3359 ｰ 8421

コミュニティビジネス起業セミナー
NPO法人えふネット福岡

キャリア形成支援制度説明会
雇用・能力開発機構福岡センター

探検学校ヨロン島参加者募集
財団法人国際青少年研修協会

社会福祉士巡回相談
福智町役場福祉課介護保険係

子育て支援センター2月の行事
子育て支援センター

地域福祉財団のイベント
財団法人福岡県地域福祉財団

臨時職員の募集
田川地区清掃施設組合施設二課

労働問題相談会開設
福岡県筑豊労働福祉事務所

　石炭文化遺産を未来につなぐシン
ポジウムを開催します。
日時　2月24日土 13時～
場所　近畿大学産業理工学部　
内容　報告・基調講演など
問 筑豊地域づくりセンター
　 ☎ 0948 ｰ 25 ｰ 8642

日時　2月17日土13時 30分～
テーマ　「家庭裁判所の現場～
　児童虐待と少年非行への取り組み」
場所　福岡県立大学 大講義室
講師　福岡家庭裁判所飯塚支部　 　
村井俊一・主任家庭裁判所調査官
問 田川児童相談所総務企画課
　 ☎ 42 ｰ 0499 

▶ 2月12日月まで
「一輪挿し・花入展」上野焼協同組合
▶ 2月14日水～3月5日月
「博多人形雛展」博多人形商協
会場　上野焼陶芸館「ギャラリー陶」
時間　10時～17時　企画展最終日
　　　の展示時間は15時まで
定休日　毎週火曜日
問 上野焼協同組合  ☎ 28 ｰ 5864

シンポジウムの開催
筑豊地域づくりセンター・筑豊ゼミ

陶芸館ギャラリー陶の企画展
上野焼協同組合

確定申告と納税はお早めに
田川税務署

　所得税、個人事業者の消費
税および地方消費税、贈与税
を申告、納税する時期が近づ
いてきました。これらの税は、
あなた自身が所得などを計算
し、税金を算出して納付する
申告納税方式をとっています。
所得金額や税額は正しく計算
し、申告と納税は期限内にお
済ませください。平成18年
分の所得税の確定申告に関す
る税務署での相談や申告書の
受付は、2月16日金から3月
15日木です。

申告期限　
■ 所得税・贈与税の申告およ
び納税▶3月15日木まで
■ 個人事業者の消費税と地
方消費税▶4月2日月まで

　国税庁ホームページの確
定申告書作成コーナーhttp//
www.nta.go.jp では、確定申
告書を簡単に作成することが
できます。詳しくはお問い合
わせください。
　なお、税務署の閉庁日（土
曜・日曜）は、税務署窓口で
の相談は行っていませんが、
郵送等または税務署の時間外
収受箱に投函することにより、
提出することができます。
問 田川税務署個人課税部門 
　 ☎ 44 ｰ 0432
問 福岡国税局電話相談センター
　 ☎ 092 ｰ 431 ｰ 5100
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