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日時 11月13日火 14時～16時
場所　北九州芸術劇場

　　（リバーウォーク北九州 5・6階）
内容 式典（暴追功労者表彰等）・特別講演

問（財）福岡県暴力追放運動推進センター
　☎ 092-651-8938

暴力団などによる暴力被害者の早期救済
を目的に、警察、弁護士会、暴追センター
などが連携して、面接や電話による集中相
談を実施いたします。
日時　12月1日土 10時～16時
場所　イイヅカコミュニティセンター 3階
相談電話番号　080-5600-5891
問 （財）福岡県暴力追放運動推進センター
　☎ 092-651-8938

交通事故でお困りの人はお気軽にご相談
ください。弁護士による相談も無料です。
日時　11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） ☎ 44-2000
問県交通事故相談所　☎092-622-0403

9月末現在、全国の警察から指名手配さ
れている人は、警察庁指定特別手配被疑者
3人をはじめとして約 1900人以上になっ
ています。これらの被疑者は、殺人、強盗
などの凶悪事件、暴行、傷害などの粗暴事
件、窃盗事件、詐欺、横領などの知能犯事
件などに関して手配されていて、再び犯行
を繰り返すおそれがあるので、早期に摘発
しなければなりません。警察では、特に重
大な犯罪の被疑者を選定して、11月中に全
国警察の総力を挙げて追跡捜査を行うこと
とし、これら被疑者の早期検挙に取り組ん
でいるところです。この各種捜査活動には、
住民のみなさんのご協力がぜひとも必要で
す。指名手配被疑者によく似た人を見かけ
たといった情報など、どんな些細なことで
も結構ですので、警察に通報していただく
ようお願いします。
問 田川警察署　☎ 42 ｰ 0110

埋蔵文化財の発掘・調査研究及び文化財
の保存活用に関する業務に従事する専門職
員の採用試験を行います。
申し込み受付期間
11月5日月～12月7日金（土日祝除く）
8時 30分～17時 15分
試験区分　埋蔵文化財専門員　１人

採用予定日　平成 20年 4月1日
受験資格 昭和 43年 4月2日以降に生ま
れた人で、大学または大学院において考古
学の専門課程を修め、卒業後 3年以上の発
掘および整理作業経験並びに報告書作成の
実績があり、学芸員資格を有している人。な
お、上記の受験資格の有無を確認するため、
受験申込時発掘調査歴の提出を求めます。
試験日　12月20日木
会場　福智町役場本庁（旧金田町役場）

試験内容　論文試験および面接試験
合格発表　12月27日木
申し込み書の交付と受験受付場所
役場総務課人事係（本庁 3階）
受験資格、郵便での試験要項、申込用紙

の請求や郵送による試験申込方法など、詳
しい内容は福智町公式サイトでご確認いた
だくか、下記までお問い合わせください。
問 福智町役場総務課人事係　☎ 22-0555

「介護サービス情報の公表」がはじまり
ました。この制度は介護サービス事業者が、
料金や特色などサービス情報をインター
ネットで公表するものです。利用者はこの
情報から、自分にあった施設や事業所を選
択することができます。いつでも誰でも自
由に情報を入手することができ、ご家族や
介護支援専門員などにも活用していただけ
ます。役場窓口でも情報を閲覧できますの
でご利用ください。
▶福岡県介護サービス情報公表センター

http://www.fsw.or.jp/kohyo/top.html
問 介護サービス情報公表センター

 ☎ 092 ｰ 584 ｰ 3600

　2008年版の「平成ちくほう鉄道カレン
ダー」が完成しました。沿線の四季折々の
写真を織り交ぜた、B3フルカラーのオリ
ジナルカレンダーです。平成筑豊鉄道各駅
窓口で販売いたします。（郵送も可）
価格　1部 500円（税込み）
問 平成筑豊鉄道営業部「カレンダー係」

　12月 4日～10日は「人権週間」です。
法務大臣から委嘱された人権擁護委員また
は法務局職員が、特設人権相談所を開設
し、無料で相談を受けます。相談の内容は
部落差別をはじめとし、あらゆる差別、人
権、いじめ、体罰、えせ同和に関するもの、
家庭内のもめごと、近所とのトラブルなど。
もちろん秘密は厳守されますので、安心し
てご相談ください。　
▶日時 12月1日土 10時～15時
会場 コスモス保健センター

▶日時 12月８日土 10時～15時
会場 福智町方城福祉会館

▶日時 12月15日土 10時～15時
会場 福智町金田福祉センター
問  福岡法務局田川支局　☎ 44 ｰ１４２６

内容 生活習慣改善で認知症を防ごう
日時 11月28日水 9時50分～11時15分
場所 福智町方城保健センター
受講料 無料（どなたでも参加できます）
問 福智町方城在宅介護支援センター
　 ☎ 22 ｰ 6556

　今年の敬老会は「屋内競技場」で統一開
催します。対象者には、10月中旬に通知を
お送りしています。
日時　11月11日日 8時 30分～受付
場所　福智町屋内競技場（金田ドーム）
対象者　福智町在住の 70歳以上のかた
問 福智町役場福祉課福祉係　☎ 22-7763

日時　11月 9日金 9時～10時
会場 福智町役場 本庁舎
日時　11月12日月 13時～14時
会場 福智町役場 方城支所
日時　11月12日月 15時～16時
会場 福智町役場 赤池支所
問 福智町役場福祉課福祉係　☎ 22-7763

　寝具（掛け布団、敷き布団、毛布を1組）
を1週間預かり、洗濯後に納品します。
対象者 65歳以上の高齢者世帯、または
身体障害者などのために寝たきり状態にあ
る人で、寝具の洗濯が困難な人。
実施予定 12月中旬（負担金 630円）
申込期限　11月30日金
申し込み問い合わせ先
福智町役場福祉課福祉係　☎ 22-7763
赤池支所 住民生活課　☎ 28-2004
方城支所 住民生活課　☎ 22-0520

11月17日 土は、司法書士による特別
相談を実施します。相談料は無料です。
❶日時 11月10日土 10時～15時
会場 方城福祉会館

❷日時 11月17日土 10時～15時
会場 金田社会福祉センター
❸日時 11月24日土 10時～15時
会場 赤池コスモス保健センター
問 福智町社会福祉協議会 ☎ 22-6631

　11月は個人事業税 2期分の納付月です。
県税は、住みよい街づくり、郷土づくりを
進めるための貴重な財源です。11月30日
金が納期限です。忘れずに納めましょう。
問 福岡県飯塚・直方県税事務所 課税第1課
事業税係　☎ 0948-23-4111（内線 515）

　平成 19年分の年末調整について、説明
会を開催します。
日時　11月21日水 13時 50分～
会場 田川青少年文化ホール
※ 年末調整関係の資料は、事前に送付しま
すので、説明会当日は必ずご持参ください。
問 田川税務署法人課税部門 ☎ 44-4576

　11月1日木以降、田川税務署におかけ
いただいた電話は、自動音声応答によりお
受けしています。自動音声応答によりアナ
ウンスされた番号をご用件に応じ選択して
いただくと、福岡国税局の電話相談センター
（音声案内「1」または当税務署（音声案内
「2」）にご案内いたします。電話相談セン
ターでは、国税に関するご質問やご相談を
お受けしておりますので、どうぞお気軽に
ご利用ください。
問 田川税務署　☎ 44-0430

　農林水産業、農山漁村に対する理解を深
めてもらい、みんなの「ふるさと福岡」を
育てるため、県民参加の祭典として「福岡
県農林水産まつり」を開催します。
開催日 11月17日土～18日日
場所　天神中央公園（福岡市天神）

　　　福岡市庁舎西広場（ふれあい広場）
※公共交通機関をご利用ください。
内容 農林水産業の紹介や展示、農林水産
物および加工食品のPRや実演、販売、農
林水産業体験など。
※NHK「ふるさとの食にっぽんの食」福岡
フェスティバルや、福岡県食育推進キャン
ペーンなどが同時開催されます。
問 福岡県農林水産まつり運営委員会事務局
　 ☎ 092-643-3486

福岡県巡回交通事故相談
福岡県交通事故相談所

補聴器相談
福智町役場福祉課福祉係

心配ごと相談
福智町社会福祉協議会

ほのぼの介護予防教室
福智町方城在宅介護支援センター

福智町敬老会
福智町役場福祉課福祉係

自分にあった介護サービスを
介護サービス情報公表センター

寝具洗濯サービスのお知らせ
福智町役場福祉課福祉係

11月は個人事業税 2期の納付月
福岡県飯塚・直方県税事務所

福岡県農林水産まつり
福岡県農林水産まつり運営委員会

へいちくカレンダー発売中！
平成筑豊鉄道株式会社

年末調整説明会
田川税務署法人課

田川税務署からのお知らせ
田川税務署

第16回暴力追放福岡県民大会
（財）福岡県暴力追放運動推進センター

暴力被害集中相談
（財）福岡県暴力追放運動推進センター

９月 21日に折尾愛
あいしん

真高校で開か
れた全国レベルの英語コンテスト
「シャロンカップ」に赤池中３年の
古原麻子さんが出場しました。The 
Hole in the Dike（防壁の穴）を見
事に発表し、高い評価を得ました。

シャロンカップコンテスト

↑観客を前に落ち着いて発表する古原さん。

９月29日に西南女学院大学で開か
れた「マロリーカップ」に河村菜摘さ
ん・浦田ひかるさん・大池佳那子さ
んの３人が出場。抜群の企画力と英
語力でMother Nature（母なる自然）
を表現し、絶賛の拍手を受けました。

マロリーカップ英語コンテスト

↑香月校長が工作した衣装で３人が発表。

大陸から飛来して稲につく害虫「う
んか」が 10月に市場地区を中心に
発生し被害が出ています。稲の茎か
ら養分を吸う「うんか」は、一晩の
うちに広範囲を枯らし、円状にワラ
となった痛々しい田が目立ちました。

市場地区の田んぼ

↑「うんか」の被害が著しい市場地区の田。

赤池中３年古原さん堂々発表

絶賛受けた赤池中の３人

うんか発生で稲収穫に被害

警察の各種捜査にご協力を！
田川警察署

特設人権相談所を開設
福岡法務局田川支局

埋蔵文化財専門職員採用試験
福智町役場総務課人事係


