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　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　9月18日火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

　県では、不妊に悩むご夫婦に対する不妊
治療費の助成と相談事業を行っています。
▶不妊治療費の助成期間が通算5年度（年
度の間隔があいても大丈夫です）
▶体外受精・顕微受精治療へ助成（採卵に
至らない場合は対象となりません）
▶治療費の一部助成（年度の上限額10万円）
治療の終了した日の属する年度内（3月31
日）までに申請してください。
詳しくはお問い合わせください。
問 田川保健福祉環境事務所  ☎ 42 ｰ 9315

　相続登記や会社設立などの登記相談、消
費者問題、多重債務問題、訴訟、成年後見
など、お気軽にご相談ください。相談は無
料（予約者優先）、秘密は厳守されます。
日時　10月6日土 10時～16時
会場　① 嘉麻市山田生涯学習館
　　　② 苅田町中央公民館
受付期限　10月5日金  ☎ 44 ｰ 2530
詳しくはお問い合わせください。
問 福岡県司法書士会筑豊支部事務局
　 ☎ 45 ｰ 3996

内容　パソコン操作EXCEL集中講座
場所　クローバープラザ（春日市）
日時　11月7日 水・8日 木・9日 金・14
日水・15日木・16日金・21日水・22日
木の18～21時（受講無料・資料自己負担）
応募期限　9月28日金 必着
定員　20人（受講資格や選考方法など、
詳しくはお問い合わせください）
申し込み書配布先　福智町役場福祉課福祉
係および県保健福祉環境事務所保健福祉課
申し込み問い合わせ先　母子家庭等就業・
自立支援センター  ☎ 092-584-3931

　日王わくわく物産館（ふるさと交流館日
王の湯敷地内）の利用組合では、地元農産
物生産者の出品を募集しています。
　委託販売手数料は商品価格の15％と別
途バーコードシール代が必要です。ご希望
のかたは年間会費３千円を添えてお申し込
みください。詳細はお問い合わせください。
問 日王わくわく物産館（矢野篤美さん）
　 ☎ 22-7447（定休日は毎週水曜日）

▶福岡法務局飯塚・田川・直方支局および
飯塚・田川・直方人権擁護委員協議会では、
子どもの人権、同和問題に関する相談所を
開設します。弁護士・公証人などが対応し、
相談料は無料、秘密は厳守されます。
日時　10月2日 火 10時～15時
場所　直方中央公民館
問 福岡法務局直方支局
　 ☎ 0949 ｰ 22 ｰ 1144
▶子どもに関する人権の相談電話を設置し
ます。法務局職員と人権擁護委員が対応し、
相談料は無料、秘密は厳守されます。
日時　9月17日 月 ～23日 日
8時30分～19時（土日10～17時）
相談電話　☎0120 ｰ 007 ｰ 110
強化週間以外でも受け付けています。
問 福岡法務局田川支局 ☎44-1426

【安全な介護の方法】受講無料
10月14日日（直方市中央公民館）
10月16日火（福智町コスモス保健センター）
10月28日日（田川青少年文化ホール）
【用具の活用と住環境】受講無料
10月13日土（直方市中央公民館）
10月18日木（福智町コスモス保健センター）
10月27日土（田川青少年文化ホール）
募集人員　各コース20人（先着順）
問 麻生教育サービス  ☎ 092-432-6266

　新潟県中越沖地震被災地への義援金を受
け付けています。みなさんのご協力をお願
いします。受付口座は郵便振替です。
受付期限　平成20年1月16日水
口座番号　00510 ｰ 5 ｰ 26
名義　日本赤十字社新潟県支部
通信欄に「新潟県中越沖地震」と明記して
ください。受領書の発行をご希望の場合は、
その旨を通信欄に記載してください。なお
郵便局窓口での取り扱いは、振込手数料が
免除されます。
問 福智町役場福祉課福祉係  ☎ 22-7763

　日本語を一緒に学びませんか？　外国人
のための田川日本語教室がスタートします。
日時　10月13日土10時～11時30分
（毎月第２・4土曜日）参加費1回200円
会場　福岡県立大学生涯福祉研究センター
問 日本語くらぶ田川（林研究室）
☎42-1778（専用電話080-6440-9922）

　福岡県および市町村の観光施設や催し、
案内図、人口などの統計データや各種情報
が掲載された2008年版「福岡県民手帳」
の申し込みを受け付けます。
▶ポケット判450円（高135㎜×幅73㎜）
▶標準判550円（高162㎜×幅84㎜）
▶ハンドブック判950円（210㎜×150㎜）
受付期限　10月15日月
受付場所　福智町役場企画課・赤池支所地
　　　　　域振興課・方城支所地域振興課
受付方法　各受付場所にある申込用紙に住
所、氏名、連絡先等を記入し、提出ください。
配布方法　申し込み場所で代金と引き換え
にお渡しします。（配布予定時期12月上旬）
問 福智町役場企画課企画係  ☎22 ｰ7766

　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、納入なき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

▶福智町で人権擁護委員として次のかたが
法務大臣から委嘱されました。
再任　吉田 伸宏　委員（金田）
新任　本田 美津江　委員（伊方）
▶また、多年にわたり人権擁護活動に尽力
した人への表彰が、5月25日に福岡市で
行われ、福智町から次の人権擁護委員が表
彰されました。
福岡県人権擁護委員連合会長表彰
渡邊 一枝　委員（伊方）
福岡法務局長感謝状
荒木 完治　委員（赤池）

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

　9月15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　9月1日土 10時～15時
　会場　赤池コスモス保健センター
❷日時　9月8日土 10時～15時
　会場　方城福祉会館
❸日時　9月15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

内容　お口と病気の関係
日時　9月26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 福智町方城在宅支援センター
　 ☎ 22 ｰ 6556

　福智町母子寡婦福祉会主催の「絵手紙勉
強会」と「日帰りバス旅行」を開催します。
【絵手紙勉強会】
日時　9月21日金  9時 30分～12時
場所　福智町公民館方城分館
講師　長副 博臣 先生
絵の具、ハガキなどは母子寡婦福祉会で準
備します。参加料は無料です。
【日帰りバス旅行】
日時　10月28日日 参加料1000円程度

行先　大分県豊後高田市
※　同会では会員を募集しています。
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

　雇用保険法が改正され、今年10月1日
以降に離婚した人の雇用保険受給資格が変
わります。詳細はお問い合わせください。
問 福岡労働局職業安定部職業安定課
　 ☎ 092-434-9803

日時　9月20日木13時30分～
場所　ウェルとばた（北九州市）
内容　創業や経営基盤強化に役立つ労働者
を雇用する事業主に助成金の支給などで支
援します。詳しくはお問い合わせください。
申し込み問い合わせ先　雇用・能力開発機
構福岡センター  ☎ 092 ｰ 262 ｰ 2113

　映画・テレビで話題となったウォー
ターボーイズのチームが福智町に
やってきます。ぜひ、B&G町民プー
ルで、心に残る演技をご覧ください。

入場料　無料
場所　福智町B&G海洋センター
内容　男子シンクロナイズド
　　　スイミングショー
時間　１回目：13時～
　　　２回目：14時30分～
チーム名　INDIGO BLUE

▶福智町役場本庁☎22-0555（代表）▶赤池支所☎28-2004  ▶方城支所☎22-0520
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とき　９月９日 日

【インディゴ ブルー】2006年４月、
フジテレビ主催全国大会出場者で構
成されたチームです。男子シンクロ
競技が規模縮小される中で、その魅
力を広め、芸術競技として広く認識
されるよう全国で活動しています。
問 福智町B&G海洋センター
　 ☎ 22 ｰ 5868

人権擁護委員の委嘱と表彰
福岡法務局

人権に関する相談所と相談電話
福岡法務局


