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　11月22日に公民館方城分
館で子育て講演会が開かれ、
県子育てアドバイザーの高田
悦成さんが体験やデータをも
とに講演。63人が参加し、実
生活を振り返っていました。

　10月29日に公民館金田分
館で県介護福祉士会の研修会
が開かれました。同会の因利
恵会長と介護学会の西村洋介
氏が出席し、介護環境の整備
について理解を深めました。

　

　11月８日から６日間、上野
焼陶芸館ギャラリーで三彩会
の50周年記念展が開かれま
した。350人が来場し、趣の
ある水彩画を観賞しました。

子育て講演会に63人が参加
人権教育推進部会

福岡県介護福祉士会研修会
福岡県介護福祉士会

三彩会50周年記念展
三彩会・青陽会

【年末年始開催日】
年末は12月27日水まで営業
年始は1月6日土 7時から営業
【正月用もちの予約受け付け】
料金　もち米持参…１㎏650円
　　　もち米なし…１㎏850円
種類　小もち、重ねもち大
　　　重ねもち中、重ねもち小
申し込み受付　電話での注文は不可
役場産業振興課の受付は、12月15
日金 13時 15 分まで。ふれあい朝
市の受付は、12月16日土12時まで。
受渡  12月27日水 7時 30分～12
時までカナダふれあい朝市で。当日
10時 30分まで、朝市広場でもちつ
きを行います。つきたてのおもちが
試食できます。ぜひご来場ください。
問 役場産業振興課　☎22 ｰ 7767

12月10日日、12月17日日の両日
は、田川県税事務所を開庁していま
すので、お気軽にご利用ください。
問 田川県税事務所　☎42 ｰ 9302

　建退共は建設現場で働く人のため
に、国が作った退職金制度です。
掛金　日額310円
問 勤労者退職金共済機構福岡支部 
    ☎ 092 ｰ 477 ｰ 6734

　

　町税（固定資産税・町県民税・軽
自動車税）や、国民健康保険税、町
営住宅など使用料、住宅新築資金な
ど、水道料、汚水処理施設使用料、
学校給食費、保育料などの支払い忘
れはありませんか。地方財政が厳し
くなる中、これらの町税や使用料な
どは、住みよいまちづくりのための貴
重な財源となります。
　住民負担の公平性を保つためにも、
納入をお願いします。平成17年度以
前の未納についても早急に納入をお
願いします。お問い合わせは、各担
当課までご連絡ください。

①日時　12月6日水10時～15時
　会場　コスモス保健福祉センター
②日時　12月13日水 10時～15時
　会場　方城福祉会館
③日時　12月20日水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 ｰ 6631

　野犬の捕獲業務および飼い犬・猫
の引き取り業務を12月23日土～平
成19年1月3日水まで休止します。
問 役場住民課環境衛生係
　 ☎ 22 ｰ 7761

　
内容　示談書・損害賠償請求書など
の作成および保険請求手続きほか。
日時　12月9日土10時～16時
場所　ユメニティのおがた
　　　予約不要、直接来場ください。
問 福岡県行政書士会
　☎092 ｰ 641 ｰ 2501

【年末年始開催日】
年末は12月30日土12時まで営業
年始は1月7日日 8時から営業
【年末恒例もちつき大会】
　きな粉もち・すもちを販売します。
もちつきは飛び入り参加可。汁物も
振る舞います。ぜひご来店ください。
日時　12月24日日10時～
【歳末大売り出し】
　おもち・しめ飾り・お花・野菜など、
正月用品を各種取り揃えています。
日時　12月27日水～30日土
　　　各日12時まで
【正月用もちの予約受付】
料金　もち米持参…3㎏ 1,400円　
　　　もち米なし…500ｇ 500円
種類　小もち・あんもち・鏡もち（大・
　　　中・小）大きさなど、ご相談
　　　ご希望に応じます。
最終受付日　12月28日火まで
受け渡し2日前までに電話28-2017
か、ふれあい市でご注文ください。
受渡場所　上野の里ふれあい市
問 役場産業振興課　☎22 ｰ 7767

日時　12月8日金 9時～10時
会場　福智町本庁舎
日時　12月11日月13時～14時
会場　福智町方城支所
日時　12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

年末年始の捕獲業務の休止
福智町役場住民課環境衛生係

町税などの納入はお済みですか
福智町役場

上野の里ふれあい市の売り出し
福智町役場産業振興課

ご存じですか？ 建退共制度
勤労者退職金共済機構

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

行政書士交通事故無料相談会
福岡県行政書士会

県税事務所休日開庁のお知らせ
田川県税事務所

カナダふれあい朝市の催し
福智町役場産業振興課

期間　12月11日月～31日日
【飲酒運転「3ない運動」を徹底】
▶飲んだら 乗らない
▶乗るなら 飲まない
▶乗る人には 飲ませない
問 役場総務課消防防災選挙係
 　☎ 22 ｰ 0555

　弁護士の相談も無料で受けること
ができます。秘密は厳守されます。
日時　12月18日月10時～16時
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

　今年で７回目を迎える上野焼青年
部「巴会」のメンバーと韓国若手作
家による展覧会です。入場無料。
期間　12月14日木～17日日
会場　アクロス福岡（福岡市天神）
　　　２階「匠ギャラリー」
問 上野焼青年部「巴会」事務局
　 渡仁さん ☎ 28 ｰ 2175

年末の交通安全県民運動
福智町役場総務課消防防災選挙係

福岡県巡回交通事故相談
福岡県交通事故相談所

日韓若手作家交流展
上野焼青年部「巴会」

効力発生日　12月10日日
▶製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材
　製造業………………………770円
▶電気機械器具、情報通信機械器具、
　電子部品・デバイス製造業…743円
▶輸送用機械器具製造業……760円
▶百貨店、総合スーパー…… 717円
▶自動車（新車）小売業………758円
問 福岡労働局労働基準部賃金課
　 ☎ 092 ｰ 411 ｰ 4578

　相続や遺言、不動産登記・商業登記、
多重債務、裁判など身近な法律トラ
ブルについて、無料法律相談に応じ
ます。秘密は厳守されます。
日時　12月9日 土 10時～15時
会場　コスモス保健センター
問 福岡県青年司法書士協議会
　 ☎ 44 ｰ 1577

日時　12月9日土10時～
場所　福岡県立大（資料代300円）
内容　講演「障害者自立支援法につ
いて」伊藤周平 鹿児島大学助教授
問 障害者週間を考える連絡会事務局
　 ☎ 42 ｰ 9479

日時　12月21日木13時 30分～
場所　ウェルとばた　北九州市高年
　　　齢者就業支援センター
内容　創業や異業種進出で労働者を
雇う際に助成金を支給したり、多種
セミナーの開催を支援する制度です。
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

障害者週間を考えるつどい
障害者週間を考える連絡会事務局

支援制度説明会の開催
独立行政法人雇用・能力開発機構

福岡県産業別最低賃金の改正
福岡労働局労働基準部賃金課

司法書士無料法律相談会
福岡県青年司法書士協議会
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