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　「遠賀川流域の古墳・遺跡等同時公
開」が行われ、伊方古墳も通常見ら
れない石室内部を公開して職員が説
明します。どうぞご参加ください。
日時　10月21日土・22日日
　　　9時 30分～16時
場所　伊方古墳（県指定史跡）
同時公開　桂川町王塚古墳、宮若市竹
原古墳、飯塚市川島古墳、小正西古墳、
直方市水町遺跡群、大任町建徳寺古墳、
嘉麻市沖出古墳、田川市夏吉古墳群
問 生涯学習・人権同和教育課
　 ☎ 28 ｰ 2119

日時　10月15日日 8時 30分～
場所　飯塚駐屯地（飯塚市大字津島）
内容　記念式典・模擬戦展示・装備
品展示・音楽演奏・子ども広場など
シャトルバス運行
新飯塚駅～飯塚バスセンター～飯塚
駐屯地・小竹駅～七福～飯塚駐屯地
問 陸上自衛隊飯塚駐屯地広報室
　 ☎ 0948 ｰ 22 ｰ 7651

　障害を持った人達と一緒に風船バ
レーを楽しんだり、応援や運営に参
加できるボランティアを募集します。
弁当が必要な人は200円が必要です。
大会日時　10月28日土 9時～
大会会場　田川市総合体育館
申込期限　10月13日金
問 田川保健福祉環境事務所
　 障害者福祉係 ☎ 42 ｰ 9307

　赤池地区・方城地区の戦没者慰霊
祭を行います。一人でも多くのご参
拝を願いいたします。
【福智町赤池地区】
日時　10月24日火 午前10時
場所　中央公民館前忠魂碑
【福智町方城地区】
日時　10月27日金 午前10時
場所　方城支所敷地内忠魂碑
問 福智町役場福祉課福祉係
　 ☎ 22 ｰ 7763

　消防法の一部改正に伴い、新築の
個人住宅と新築の共同住宅（アパー
ト）にも、火災警報器を設置する義
務が平成18年６月からスタートして
います。既存住宅についても平成21
年５月31日までの間に設置しなけれ
ばなりません。なお、消防署が住宅
用火災警報器を販売することはあり
ませんので、悪質な訪問販売には十
分ご注意ください。
問 田川地区消防本部予防課　
　 ☎ 44 ｰ 6256
フリーダイヤル ☎ 0120 ｰ 565 ｰ 911
（９時～17時の月曜日～金曜日）

　高齢期における職業生活設計のた
めの情報や知識に関するセミナーを
開催します。先着20人、参加無料。
日時　10月15日日
　　　13時 30分～15時 30分
内容　「気になる高齢期の健康管理」
講師　若松臨床検査研究所所長　　
　　　寺尾伸一氏
会場　のがみプレジデントホテル
対象　45歳以上の中高年齢者
申し込み問い合わせ先
福岡高齢期雇用就業支援センター
☎092 ｰ 433 ｰ 1068

　福智町にお住まいか勤務している
人を対象に、ＩＴ基礎や文書・グラ
フ作成などが学べるパソコン教室を
開催します。参加料は無料。（テキス
ト代千円は個人負担）
【第１回】11月13日月～28日火
昼の部：13時30分～15時 30分
夜の部：19時～21時
【第２回】12月4日月～19日火
昼の部：13時30分～15時 30分
夜の部：19時～21時
場所　公民館金田分館（旧総合会館）
木曜・土曜・日曜日を除く全10回
定員　各日20人（超えた場合は抽選）
申込方法　金田分館に用意している
申込用紙に記入し、提出してくださ
い。（FAXでも可）
申込期間　10月25日水～31日火
問 福智町公民館金田分館
　 ☎ 22 ｰ 2200・FAX 22 ｰ 6869

　心肺蘇生法、AED（自動体外式除
細動器）の使用方法、止血法など、
救命手当の技術を身につけましょう。
講習日時　11月18日土・19日日
９時～18時（両日とも同じ内容です）
講習場所　田川地区消防本部　
対象者　15歳以上で田川市郡にお住
まいの人か、または勤務している人
申込期限　11月10日金まで
定員　各日50人（先着順）受講無料
申込み方法　田川地区消防署救急係
の申込書またはホームページの申込
書で申し込みください。
http://www.tagawa-fd-fukuoka.jp/010/
問 田川地区消防署本署
　 ☎ 44 ｰ 0650・FAX 44 ｰ 0428

　方城地区中長期プラン「人権教育
推進部会」の主催で「子育て講演会」
を行います。講演を通じて子育ての
大切さ、楽しさを一緒に考えてみま
せんか。みなさんのご参加をお待ち
しています。託児もできますので、ご
希望のかたはお問い合わせください。
日時　10月28日土13時～15時
会場　公民館方城分館
　　　（旧方城町中央公民館）
講師　福岡県子育てアドバイザー
　　　高田悦成氏
問 ほのぼの館  ☎ 22 ｰ 6290

①日時　10月4日水 10時～15時
　会場　コスモス保健福祉センター
②日時　10月11日水10時～15時
　会場　方城福祉会館
③日時　10月18日水10時～15時
　会場　金田社会福祉センター
④日時　10月25日水10時～15時
　会場　コスモス保健福祉センター
問 福智町社会福祉協議会
　 ☎ 22 ｰ 6631

　交通事故でお困りのかたはお気軽
にご相談ください。弁護士による面
接相談も無料、秘密は厳守されます。
日時　10月16日月10時～16時
会場　田川市役所（市民課）
　　　☎44 ｰ 2000受付15時まで
問 福岡県交通事故相談所　
    ☎ 092 ｰ 622 ｰ 0403

日時　10月13日金 9時～10時
会場　福智町本庁舎
問 役場福祉課福祉係 
    ☎ 22 ｰ 7763

　へいちくでは、平成19年 4月から
新車両の導入を予定しています。こ
のデビューを前に新型車両の愛称を
募集します。採用者を新型車両試乗
会にご招待。沿線のみなさんから愛
され、親しみのある愛称になるよう、
たくさんのご応募お待ちしています。
応募資格　どなたでも応募可能です。
ただし、未発表のものに限ります。
応募方法　「へいちくネット」ホーム
ページまたは官製ハガキに次の必要
事項を記入してください。
①新型車両の愛称名
②愛称命名の理由
③住所、氏名、年齢、職業または学
　校名と学年、連絡先
募集期間　10月1日日～31日火
　　　　　（当日消印有効）
申し込み問い合わせ先
田川郡福智町金田1145ｰ2
平成筑豊鉄道株式会社
「新型車両愛称募集」係
☎22ｰ1000（平日9時～17時30分）
http://www.heichiku.net
【新型車両のデザイン】
　菜の花カラーをベースに「川を流
れる水」「山々の木々の緑」「澄み切っ
た空」を表す三本ラインをリボンに
見立てて、車体全体を包んでいます。

　赤池スタンプ会によるビア
ガーデンが赤池商工会館前で
８月26日に開かれました。ビー
ルもつまみも格安で約500人
が来場。カモメスタンプの抽選
会も行われ、終始盛況でした。

　９月５日に弁城小３～６年生
60人が学校交流をしている北
九州朝鮮初級学校の６年生14
と稲刈りをしました。５月に植
えた稲が立派に実り、喜びを共
有しながら交流を深めました。

　９月16日に赤池学園による
清掃活動が行われました。地
域参加と交流を目的に開催。赤
池駅などの公共施設付近を利
用者と職員およそ95人が清掃
し、８袋のゴミを収集しました。

納涼ビアガーデン祭り
赤池スタンプ会

「へいちく新型車両」愛称募集
平成筑豊鉄道株式会社

戦没者慰霊祭のご案内
福智町役場福祉課福祉係

火災警報器の設置義務
田川地区消防本部予防課

心配ごと相談を開催しています
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

職業生活設計セミナー
福岡高齢期雇用就業支援センター

大会ボランティア募集
田川保健福祉環境事務所障害者福祉係福岡県巡回交通事故相談

福岡県交通事故相談所

飯塚駐屯地創立40周年記念行事
陸上自衛隊飯塚駐屯地広報室

パソコン教室参加募集
福智町教育委員会公民館兼社会体育課

人権講演会で子育てを考える
人権教育推進部会

伊方古墳一般公開
福智町教育委員会生涯学習・人権同和教育課

公共施設をボランティア清掃
社会福祉法人 赤池学園

朝鮮初級学校児童と稲刈り
弁城小学校

上級救命講習会
田川地区消防本部予防課
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