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　東鷹高等学校では平成20年度の定時制
課程「特例措置適用者生徒」を募集します。
学科　普通科
募集人員　一般募集定員80人の中に含む
特例措置適用対象者 満20歳（平成20
年4月1日現在）以上で措置を希望する人
学力検査日　3月12日水
募集期間 2月18日月～25日月正午
受験料　850円（福岡県領収証紙）
受験科目 作文および面接
詳しくはお問い合わせください。
問 東鷹高等学校定時制課程 ☎ 44-3015

　福岡県では、空き店舗を抱える県内商店
街と出店希望者の情報交換・意見交換を行
う「商店街・出店希望者合同マッチング事業」
への参加者を募集します。（参加費無料）
募集期間 2月1日金～29日金
開催日時 3月19日水 13時30分～
会場  （財）福岡県中小企業振興センター
申し込み問い合わせ先
（財）福岡県中小企業振興センター
☎092-622-6680

へいちくでは、貸切・イベント列車レト
ロ調車両の導入を予定しています。このデ
ビューを前に試乗会を実施します。多くの
みなさんのご応募をお待ちしています。
開催日　3月9日日（2回実施）
試乗区間 金田駅～直方駅を往復
募集人員　80人（各40人）
募集期限 2月15日金（当日消印有効）
応募方法 往復ハガキ（4人まで応募でき
ます）応募者多数の場合は抽選となります。
詳しくはお問い合わせください。
問 平成筑豊鉄道（株）☎22-1000

募集住宅　県内に所在する県営住宅
募集案内書配布期間及び申込受付期間
3月3日月～11日火
募集案内書配布場所　福智町役場住宅課、
福岡県県民情報センター、筑豊県営住宅管
理事務所および直方・田川出張所
問 福岡県住宅供給公社県営住宅管理部
 ☎ 092-713-1683

町立養護老人ホーム天郷荘（上野）に、太
田ナツヨさんから「ゆず10.8㎏・葉ミカン
3.5㎏」、津田商事から「小餅72個」を寄
贈いただきました。ありがとうございました。

日時　2月22日金 13時30分～
場所　飯塚職業能力開発促進センター
内容 創業や経営基盤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
じて支援します。
問（独）雇用・能力開発機構福岡センター
　☎092-262-2113

日時　3月1日土 10時～
場所　福岡市立南市民センター
対象者 福岡県内の分譲マンションにお住
まいの人、管理組合役員など（参加無料）
問（財）福岡県建築住宅センター
 ☎ 092-781-5169

県民のかたを対象に、庭木の育て方の基
礎について学んでいただく「緑の教室」を
開催いたします。（原則無料・材料費要実費）
開催日 原則として5月～12月までの
第３日曜日（全8回・午前の部と午後の部）
場所　福岡県緑化センター研修室及び園内
募集人員 午前・午後各50人程度
申込期間　3月1日土から受付
申し込み方法など詳しくはお問い合わせく
ださい。（定員になり次第しめ切り）
問 福岡県緑化センター  ☎0943-72-1193

「万が一の時に、地域のみなさんに使っ
ていただきたい」と、12月25日に社会福
祉法人「豊徳会」から「ＡＥＤ（自動体外
式除細動器）」が町に寄贈されました。これ
は10月27日に行った豊徳祭前夜祭「ザ・
フライングエレファンツ チャリティーライ
ブ」の収益で購入した２台のうちの１台で、
もう１台は第２みろく園に設置されていま
す。なお、町に寄贈されたAEDは「ふれ
あい塾」に設置。「もしも」に備え、子ども
たちの救命措置を力強く支えます。ご寄贈
ありがとうございました。

日時 2月8日金 9時～10時
会場　福智町役場 本庁舎
問 福智町役場福祉課福祉係　☎22-7763

　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 2月18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

放送大学は、衛星放送（ＣＳ）で授業を
行う国がつくった大学です。
「教養学部」　学士（教養）の学位が取得で
きます。15歳以上であれば、だれでも入
学でき、幅広い約300の科目から学べます。
「大学院」18歳以上であれば、だれでも入
学できます。
募集期限　2月29日金
詳しくはお問い合わせください。
問 放送大学福岡学習センター
　 ☎ 092-473-1365

　福智町の地域活動指導員として、地域の
小・中学生・高校生等と関わる活動および
業務に従事する指導員（臨時職員）の採用
試験を行います。
申し込み受付期間 ※申し込み用紙あり
2月5日火～20日水（土・日・祝日を除く）
8時30分～17時15分
受付場所 福智町教育委員会
生涯学習・人権同和教育課（赤池支所内）
試験区分 臨時職員　6人
任用期間　平成20年4月1日～
　　　　　平成21年3月31日
受験資格　福智町在住者で昭和17年4月
2日～昭和63年4月1日までに生まれた人
試験日 2月27日水 10時～
試験会場 赤池支所（旧赤池町役場）
試験内容 面接試験
★申込時にレポートを提出（地域活動に関
する体験と抱負を400字原稿用紙2枚以内）
合格発表 3月4日火
（合格者のみ本人へ直接通知します）
詳しくはお問い合わせください。
問 福智町教育委員会
生涯学習・人権同和教育課 人権同和教育係
☎28-2046

★会社の健康保険に加入しているのに、国
民健康保険税の納付書が送付されてくる人
は、役場住民課医療保険係で国民健康保険
の喪失手続きを行ってください。
★軽自動車を人に譲渡、または解体業者に
処分してもらったのに納付書が送付されて
くる人は、名義変更や廃車手続きがなされ
ていません。直ちに、譲渡先に確認し軽自
動車協会で廃車の手続きを行ってください。
解体業者で処分した場合は、解体証明を役
場税務課まで提出してください。
問 役場住民課医療保険係　☎22-7761
問 役場税務課賦課係　　　☎22-7762

日時 2月27日水9時50分～11時15分
場所　福智町方城保健センター
内容 認知症高齢者の具体的な接し方
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
 ☎ 22-6556

2月16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 2月2日土10時～15時
会場 赤池コスモス保健センター
❷日時 2月9日土10時～15時
会場 方城福祉会館
❸日時 2月16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

釣りクラブ方城磯釣研究会では、この度
平成20年度の春季大会を開催します。そ
こで、福智町内の磯釣りに興味のある人を
大募集。多くのご参加をお待ちしています。
日時　4月20日日・21日月
場所　長崎県壱岐市郷ノ浦一帯（予定）
資格 ライフジャケット、磯靴など
　　　釣具を所有している人
申込しめ切り
3月31日月
定員になり
第しめ切ります。
参加費 ２万円
詳細はお問い合わせください
問 方城磯研事務局（中原さん）
☎22-0913

総務省と福岡県では、我が国の失業率や
雇用の実態を明らかにする「労働力調査」
を毎月実施しています。対象となったかた
は、ぜひ、ご協力をお願いいたします。
問 福岡県企画振興部調査統計課
 ☎ 092-643-3186

いま、社会問題となっている年金につい
てのセミナーを開催します。（参加無料）
日時 2月14日木 18時30分～
場所　たがわ情報センター
テーマ　知りたい！ わたしの年金
定員　30人（定員になり次第しめ切ります）
申込方法 FAXまたは電話
問 筑豊労働福祉事務所 ☎0948-22-1149
　 FAX0948-22-4118

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

放送大学学生募集
放送大学福岡学習センター

新型レトロ車両試乗会参加募集
平成筑豊鉄道株式会社

手続きをお忘れなく
福智町役場住民課・税務課

県営住宅入居者募集
福岡県住宅供給公社県営住宅管理部

マンション管理基礎セミナー
（財）福岡県建築住宅センター

県内商店街への出店希望者募集
（財）福岡県中小企業振興センター

チャリティ収益で町にAED寄贈
社会福祉法人「豊徳会」

定時制特例措置適用者生徒募集
福岡県立東鷹高等学校定時制課程

労働力調査にご協力を
総務省統計局・福岡県

ご寄贈ありがとうございました
福智町立養護老人ホーム天郷荘

労働経営セミナー
福岡県筑豊労働福祉事務所

方城磯研春季大会参加募集
方城磯釣研究会

緑の教室参加募集
福岡県緑化センター
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１月18日に上野小６年生が、卒業
記念の制作を行いました。上野焼協
同組合の窯元の手ほどきで、卒業生
20人が陶板に思い思いの花を彫り込
んでいました。作品は窯元で焼成さ
れ、３月上旬に完成する予定です。

上野小学校卒業制作

↑窯元に見守られながら、仕上げは慎重に。

ほうじょう温泉ふじ湯の里で、クリ
スマスコンサートが12月25日に行
われました。サンタ帽をかぶった方
城中ブラスバンド部が、クリスマスメ
ドレーをはじめ７曲を披露。来場者は
湯と音楽を存分に楽しんでいました。

方城温泉クリスマスコンサート

↑広々した廊下に響いた方城中のメドレー。

上野焼に花を咲かそう

廊下がコンサートホールに

↑かけ声ときねの音が、中庭に響きました。

伊方小５年生72人の餅つきが1
月17日に行われました。苗作り、田
植え、草刈り、かかし立て、稲刈り、
しめ縄づくりなど、４月からの作業
を経て迎えた待望の餅つき。保護者
も参加してつきたてを味わいました。

伊方小で伝統行事の餅つき
種から育てた収穫味わう

福智町臨時職員採用試験
福智町教育委員会

キャリア形成支援説明会
（独）雇用・能力開発機構福岡センター


