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総務省九州管区行政評価局では、秋の行
政相談週間（10月15日月～21日日）の
行事として「一日合同行政相談所」、くらし・
行政なんでも相談を開設します。相談は無
料です。戸籍や年金、保険に関することなど、
なんでもお気軽にご相談ください。
日時　10月22日月 10時～15時
場所　田川市役所1階大会議室
主な相談内容 戸籍、登記、年金、保険、
道路、消費者問題などの相談。秘密厳守。
参加機関　福岡法務局田川支局、直方社会
保険事務所、人権擁護委員など11機関
問 総務省九州管区行政評価局行政相談課
☎092-431-7081

妊娠・出産・介護などの理由で退職し、
再就職を考えている人のためのセミナーを
開催します。ぜひご参加ください。
日時 10月24日水・25日木

9時30分～12時30分
場所 直方市働く婦人の家
講師 【24日】最上輝末子さん（心育研代表）
【25日】野見山ちずかさん（社会保険労務士）
定員 30人（定員になり次第締切）
託児　あり（無料）※人数制限あり。
10月15日月 までに予約してください。
問 福岡県筑豊労働福祉事務所
 ☎ 0948-22-1681

県では、「不妊治療費の助成」や「不妊
専門相談センター」の開設など、不妊問題
に取り組んでいます。今回不妊の専門医師
を招いて「不妊について」の講演会を開催
いたします。受講は無料です。
【第1回／11月16日金】
日時　11月16日金 14時～16時
内容 講話「不妊の原因及び検査」「不妊
相談センター・不妊ホットラインについて」
【第2回／12月7日金】
日時　12月７日金 14時～16時
内容　講話「不妊治療」
　　「福岡県不妊治療費助成について」
場所　福岡県飯塚総合庁舎2階
申込期限 11月14日水
問 嘉穂保健福祉環境事務所保健福祉課　
☎0948-21-4914

DV（暴力）専用の相談電話です。相談
は無料、匿名でも相談でき、秘密は厳守さ
れます。一人で悩まずにご相談ください。
▶DV相談専用電話 ☎42-4850
8時 30分～17時15分
（土・日・祝、年末年始を除く）
▶夜間・休日相談電話
☎092-716-0420
平日夜間　17時15分～24時
土・日・祝　9時～24時（年末年始を除く）
問 福岡県保健福祉部児童家庭課
 ☎ 092-643-3257

福岡県出身の沖縄地域での戦没者および
一般戦災死没者の追悼式を行います。参加
資格など、詳しくはお問い合わせください。
期間 平成20年1月24日木～25日金
場所 沖縄県摩文仁ヶ丘「福岡の慰霊の塔」
参加費　県が一部を補助し、差額は本人負
担。（参列遺族者の希望者に献花を用意）
申込期限 11月5日月 募集人数30人
申込先 福智町役場福祉課福祉係
問 福岡県保健福祉部国保・援護課
 ☎ 092-643-3301

児童虐待に関する現状や理解を深め、予
防と早期発見、迅速で適切な保護・自立支
援活動などに役立つ講習会を開催します。
日時 11月10日土 14時～16時
場所 直方市中央公民館1階
テーマ 愛着と発達（参加無料）
※ 一般のかたも、ご自由にご参加ください。
問田川児童相談所総務企画課☎42-0499

　福岡県若年者しごとサポートセンターで
は、35歳未満の若年者を対象に、就職に
関する相談窓口を設置しています。相談は
無料です。お気軽にご相談ください。
場所 あいタウン2階

（飯塚市民交流プラザ内）
利用時間 10時～21時（休み：毎週水 ）
問 しごとサポートセンター筑豊ブランチ
　 ☎ 0948-23-1143

　解雇、賃金の未払い、セクハラ、いじめ
など職場で生じた様々な問題について、専
門相談員が早期解決のお手伝いをします。
日時 10月29日月 13時～19時
場所　田川青少年文化ホール
※ 相談は無料で秘密は厳守されます。
問 福岡県筑豊労働福祉事務所
☎0948-22-1149

　大分県豊後高田市への「日帰りバス旅行」
を行います。会員以外のかたも、ぜひお気
軽にご参加ください。
日時 10月28日日 参加費1,000円程度
場所 大分県豊後高田市
なお、福智町母子寡婦福祉会では、会員を
随時募集しています。
申し込み問い合わせ先 福智町母子寡婦福
祉会会長　泉保子さん　☎22-0830

【絵手紙勉強会を開催しました】
　福智町母子寡婦福祉会が主催する「絵手
紙勉強会」が9月21日、公民館方城分館
で開かれました。会員のみなさんが参加し、
長副博民先生（糸田）の指導のもと絵手紙
に初挑戦。互いの作品を見せ合いながら楽
しく描き、孫や友達にあてた心のこもった
すてきな絵手紙が完成しました。

　水道事業はみなさんの水道料金で運営し
ています。健全経営のためには、料金の完
全納入が絶対条件です。転出・転居・名義
変更・使用開始・使用廃止・使用再開・使
用一時休止などの変更が生じた場合は、必
ず届出をいただくと同時に、水道料金の納
入はお忘れのないようにお願いいたします。
　なお、水道料金が未納となっている場合
には、納付期限内に必ず納入してください。
万一、納入がない場合は福智町水道条例に
基づいて給水停止を行うことになります。
問 福智町役場水道課　☎22-7769

日時 10月12日金 9時～10時
会場 福智町本庁舎
問 福智町役場福祉課福祉係 ☎ 22-7763

10月20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 10月6日土 10時～15時
会場 赤池コスモス保健センター
❷日時 10月13日土 10時～15時
会場 方城福祉会館
❸日時 10月20日土 10時～15時
会場 金田社会福祉センター
問 福智町社会福祉協議会 ☎ 22-6631

　「建退共制度」は、建設現場で働く人の
ために、国が作った退職金制度で、事業主
が制度に加入することが必要になります。
加入できる事業主：建設業を営む人
対象となる労働者：建設業の現場で働く人
掛け金：日額310円
問 勤労者退職金共済機構福岡支部
　 ☎ 092-477-6734

10月は「買い物袋持参運動」強化月間です。
身近なところから心がけてく
▶消費者のかたは…
①買い物袋を持参する。
②不要な包装は断る。
③包装ができるだけ
少ないものを選ぶ。

④詰め替え商品を選ぶ
▶事業者のかたは…
①マイバック持参運動を呼び掛ける。
②商品の簡易包装に努める。
問 ごみと資源を考える福岡県民会議事務局
　 ☎ 092-643-3371

　母子家庭のお母さんを対象に、ハロー
ワークと連携して就労支援を実施していま
す。希望されるかたはご連絡ください。
問 福岡県母子寡婦福祉連合会
☎092-584-3931

　母子家庭の養育費に関する無料法律相談
を実施しています。
▶昼間の相談：13時～15時
10月16日火、11月20日火
12月18日火、平成20年1月16日水
2月19日火、3月18日火
▶夜間の相談：18時 30分～20時 30分
10月23日、11月13日、27日、12月4日、
11日、平成 20年1月8日、22日、2月
5日、26日、3月11日、25日（各火曜日）
場所　春日クローバープラザ
受付　相談希望者は相談日前日までに予約
をしてください。（先着順受付。１日４人、
１人あたりの相談時間は30分とします。）
問 福岡県母子寡婦福祉連合会
　☎092-584-3922（平日９時～17時）

　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　10月15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　☎092-22 622-22 0403

▶福智町役場本庁☎22-0555（代表）▶赤池支所☎28-2004  ▶方城支所☎22-0520

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
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ご存じですか？建退共制度
勤労者退職金共済機構福岡支部

絵手紙勉強会
福智町母子寡婦福祉会

水道料金納入はお忘れなく
福智町役場水道課

児童虐待防止講演会
福岡県田川児童相談所

マイバックキャンペーン
ごみと資源を考える福岡県民会議

沖縄地域戦没者追悼式
福岡県保健福祉部国保・援護課

就職相談窓口の設置
福岡県生活労働部

療育費等の無料法律相談
福岡県母子寡婦福祉連合会

働く人のなんでも労働相談
福岡県筑豊労働福祉事務所

配偶者暴力相談支援
福岡県保健福祉部児童家庭課

1日合同行政相談所開設
総務省九州管区行政評価局

母子家庭の就労支援
福岡県母子寡婦福祉連合会 再就職サポートセミナー

福岡県筑豊労働福祉事務所

不妊について学びませんか
嘉穂保健福祉環境事務所
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