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　福岡県内で油等の流出事故が多発
しています。油等が公共用水域や地
下に浸透したことで、健康や環境に
被害のおそれがある時は、直ちに応
急措置を講じ、速やかに状況を知事
に届け出ることが事業場等の設置者
に対して義務づけられています。ボ
イラーなど油等を取り扱う業者のか
たは事故防止に努めてください。
問 福岡県環境部環境保全課水質係
　 ☎ 092 ｰ 643 ｰ 3361
問 田川保健福祉事務所環境課
　 ☎ 42 ｰ 9393

　調停委員がご相談をお受けします。
相談は無料、秘密は厳守されます。
日時　9月29日金　10時～15時
場所　田川市役所1階大会議室
問 福岡地方裁判所田川支部　
    庶務課庶務係　☎42 ｰ 0163

　登記や債務問題などお気軽にご相
談ください。相談無料、秘密厳守。
日時　10月1日日 10時～16時
会場　①イオン直方２階
　　　②田川青少年文化ホール
受付期限 9月29日金 ☎ 44 ｰ 2530
問 福岡県司法書士会事務局
　 ☎ 092 ｰ 714 ｰ 3721

日時　10月28日土～10月29日日
場所　県立社会教育総合センター
対象　県内在住の20～ 30歳の人
内容　選挙のしくみ（定員50人）
申込期限　9月22日金参加無料
問 福岡県選挙管理委員会
 　☎092 ｰ 643 ｰ 3077

❶日時　9月6日水・27日水
　　　　10時～15時
　会場　金田社会福祉センター
❷日時　9月13日水 
　　　　10時～15時
　会場　コスモス保健福祉センター
❸日時　9月20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

　5月29日から食品衛生法が改正施
行され、すべての食品に残留農薬等
の基準値が設定（ポジティブリスト
制度という）されています。食品衛
生法による食品検査で、この基準値
を超えた農薬等が検出されると、そ
の食品は販売禁止等の措置がとられ、
農薬等の薬剤を使用した人は責任を
問われる可能性があります。
　そのため、各家庭でも農薬成分が
入った薬剤を使用する場合は、周り
の農作物に薬剤がかからないように
十分な配慮をお願いいたします。

試験日　11月26日日（全種類）
試験会場　近畿大学産業理工学部他
受付　9月21日木～10月6日金
申込方法　消防試験研究センター福
岡支部へ持参または郵送
▶受験準備講習会
講習日時　11月12日日
講習種類　乙種第４類・丙種
講習場所　田川地区消防本部講堂
受付　9月21日木～11月10日金
申込方法　田川地区消防本部内
田川地区防災協会まで持参
詳しくはお問い合わせください
問 田川地区消防本部 予防課
　 危険物係　☎44 ｰ 6256

　ヒーリング技術や心と体の結びつ
きの研究を行っている県立大学講師、
ジカン・アドラー・コリンズ先生によ
る学習会の受講生を募集します。
日時　10月13日金から（受講無料）
毎月第２・第４金曜日  19時～21時
会場　福岡県立大学 看護学部校舎
問 福岡県立大学（大見先生）　
    ☎ 42 ｰ 2051

　交通事故でお困りのかたはお気軽
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。なお秘密は厳守されます。
日時　9月19日火10時～16時
　　　（受付は15時まで）
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

内容　ワード・エクセル・インターネッ
トなどの基礎を学べます。
会場　クローバープラザ（春日市）
期間　11月1日水・2日木・７日火
　　　8日水の平日４日間
　　　9時 30分～16時 30分
受講資格　母子家庭の母および寡婦
等で原則として母子家庭等就業自立
支援センターに救職登録している人
受講料　無料、ただしテキスト代等
として3,000円程度は自己負担。
定員　10人（応募多数の場合は選考）
託児　事前予約制（6か月～6歳まで）
申込期限　10月2日月 必着
申込書は福智町役場福祉課および保
健福祉環境事務所保健福祉課で配布
申込み問い合わせ先
福岡県母子寡婦連合会
母子家庭等就業・自立支援センター
☎092 ｰ 584 ｰ 3931

　中央公民館金田分館では、文化文
芸活動の一つとして、毎年短歌大会
を実施し25年が経過しました。その
間ささやかではありますが、短歌愛
好者をはじめ一般のみなさんの参加
を得て、文化の「ともしび」を灯し
続けることができました。今回、合
併後初めての福智町金田短歌大会を
実施いたします。短歌に関心のある
かたはもちろん、始めてのかたも、五・
七・五・七・七の31文字の短歌を創
作し、投稿してみませんか。
開催日　11月23日木13時～（予定）
会場　金田分館（旧金田総合会館）
受付　9月4日月～10月21日土
投稿方法　原稿用紙か葉書に住所、
氏名を記入し、自作短歌一首を郵送
してください。
投稿先
〒822ｰ1201  福智町金田1153番地1
福智町中央公民館金田分館内
短歌大会実行委員会宛
問 公民館金田分館  ☎ 22 ｰ 2200

日時　9月8日金 9時～10時
会場　福智町本庁舎
日時　9月11日月 13時～14時
会場　福智町方城支所
日時　9月11日月15時～16時
会場　福智町赤池支所
問 役場福祉課福祉係  ☎ 22 ｰ 7763

　10月1日日から7日は公証週間
です。遺言相続等の相談は田川公証
役場で毎日（土・日曜日、祝日を除く）
9時 30分～15時 30分まで無料で
応じています。秘密は厳守されます
ので、お気軽にご利用ください。
問 田川公証役場（田川市役所下）
　 ☎ 44 ｰ 4130

　楽しいイベントが盛りだくさん！　
「金田駅」でお待ちしています。
日時 10月1日日 10時～15時　
会場　金田駅（伊田線）
【新型車両ＰＲコーナー】平成19年
春に導入予定の「新型車両」のパネ
ル展示やグッズ販売を行います。
【鉄道体験コーナー】車両展示、軌
道自転車乗車体験、ミニＳＬのほか、
キャラクター「ちくまる」も登場。
【沿線ＰＲ・出店コーナー】沿線市町
村の観光スポットや特産品紹介、地
元のみなさんの出店があります。
【プレゼントコーナー】先着のかたに
「チロルチョコ」などのプレゼントを
予定しています。
【毎年恒例の100円列車】10月1日
日はへいちく全線で、1回乗車につ
き運賃は100円です。
　内容は変更になる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
問 平成筑豊鉄道株式会社
☎22ｰ1000（平日9時～17時30分）

日時　10月17日火13時～
テーマ　「こころ豊かな親づくりそれ
はすべての子どもの幸せのために」
場所　伊都文化会館（前原市）
講演「スター高橋の子育て・親育て」    
講師　スター高橋さん（高橋徹郎）
ほか式典・ミニコンサート
参加料　無料（託児所あり）予約制
申し込み問い合わせ先
糸島保健福祉環境事務所保健福祉課
　☎092 ｰ 322 ｰ 3326

母子家庭のパソコン講習会
福岡県母子寡婦連合会

公証週間と無料相談
田川公証役場

法の日一斉相談会
福岡県司法書士会

危険物取扱者試験・準備講習会
田川地区消防本部予防課危険物係

農薬飛散防止のお願い
福岡県農政部農業技術課

心配ごと相談
福智町社会福祉協議会

油等に係る流出事故の防止
福岡県環境部環境保全課

無料調停相談会
福岡地方裁判所田川支部

補聴器相談を行います
福智町役場福祉課福祉係

青年のつどい参加者募集
福岡県選挙管理委員会

福岡県母子保健大会
福岡県田川保健福祉環境事務所

ジカン先生学習会の受講生募集
福岡県立大学

福岡県巡回交通事故相談
福岡県交通事故相談所

　42年にわたり消防活動に尽
力し、６月に逝去された元方
城町消防団の故・仲村信治団
長に瑞寶雙光章が授与されま
した。８月12日に浦田町長が
自宅で勲章を手渡しました。

　郷土の伝承や文化などの研
究や編集活動を行っている探
歩会が、九州国立博物館を視
察しました。８月６日に25人
が参加。館員の説明を受け文
化財への理解を深めました。

　金田短歌教室に出詠された
21人の合同歌集「ともしび」
が７月に発刊されました。合
併を機に編集され、今回で第
八巻目。国民文化祭受賞歌も
収録した内容充実の一冊です。

短歌大会出詠歌募集
福智町中央公民館金田分館

へいちくフェスタin金田
平成筑豊鉄道株式会社

故・仲村信治氏に瑞寶雙光章
福智町役場総務課消防防災選挙係

九州国立博物館を視察
探歩会

第八合同歌集を発刊
ともしび編集委員会
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