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　田川警察署と田川交通安全
協会赤池支部による交通安全
教室が６月14日に中央公民
館で開かれました。パネルや
横断歩道を使った教室で赤池
福祉会４保育所の144人は交
通ルールの理解を深めました。

交通ルールを守ろうね
田川警察署交通安全教室

福智町作家の名作並ぶ
田川市美術館の作品展

　田川市美術館で「新収蔵作
品と故滝井前市長ゆかりの作
品たち」の展覧会が 5月30
日～ 6月18日に開かれ、福
智町出身の陶芸家による次の
作品が展示されました。

作家名 作品名
故熊谷紅陽氏 上野茄子茶入
故熊谷紅陽氏 上野引出黒茶碗
故熊谷紅陽氏 一重口水指
世良彰彦氏 流彩

　赤池文連の青陽会と三彩会
による作品展覧会が４月26
日から５月１日まで上野焼陶
芸館ギャラリー陶で開かれま
した。油絵 25点、墨彩画28
点、計 53点の力作が展示さ
れ、751人が来場しました。

ギャラリー陶で共同展示
青陽会・三彩会展

内容　ホームヘルパー2級の養成
開催場所
　クローバープラザ5階「視聴覚室」
　春日市原町3 ｰ 1 ｰ 7
期間　9月1日金～12月12日火ま
　での平日21日間（延べ131.5時間）
条件　全日程を必ず出席（欠席不可）
受講資格　母子家庭の母または寡婦
　であって、原則として母子家庭等
　就業自立支援センターに救職登録
　している人　
受講料　無料。ただし、テキスト代
　などとして１万円程度は自己負担。
　別途健康診断の個人負担あり。
定員　20人（応募多数の場合は選考）
託児　事前予約制、対象年齢は就学
　前の子（6か月～ 6歳まで）ただ
　し講義中のみの託児になります。
　（介護実習時は不可）
申し込み期限　8月1日火必着
申し込み書配布　役場福祉課福祉係
　および県保健福祉環境事務所保健
　福祉課の窓口
申し込み問い合わせ先
福岡県母子寡婦連合会
母子家庭等就業・自立支援センター
春日市原町3 ｰ 1 ｰ 7
クローバープラザ　受け箱11号
☎092 ｰ 584 ｰ 3931

　焼夷弾殻、軍馬用の防毒面、銃弾
を受けた鉄かぶと、軍服、軍靴、投
降を呼び掛けたビラ、防空ずきん、
千人針など当時の貴重な戦時資料や
写真パネルなど約300点を展示しま
す。戦時中の家庭風景の再現コーナー
や図書、ビデオコーナーなどもありま
すので、どうぞご覧ください。
日時　８月11日金～17日木
　　   9時 30分～16時 30分
場所　行橋市中央公民館（入場無料）
問 福岡県行政経営企画課
　 ☎ 092 ｰ 643 ｰ 3028

①日時　7月14日金 9時～10時
　会場　福智町本庁舎
②日時　7月10日月 13時～14時
　会場　福智町方城支所
③日時　7月10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

-きれいなけしの花にご用心-
きれいなけしの花を見かける季節に
なりましたが、けしには植えて良いも
のと、悪いものがあります。　
【植えてはいけないけしの特徴】
・草丈が大きく１ｍ以上になる。
・全体が白っぽい緑色をしていて毛が    
　ない。
・茎を抱き込むように葉が生えている。
・葉が大きく長楕円形で、まわりの切
　れ込みが浅い。
　このようなけしを見かけたかたは、
ご連絡ください。　
問 田川保健福祉環境事務所
 　☎42 ｰ 9313

　次のとおりセクシュアル・ハラス
メント防止セミナーを開催します。
日時　8月 1日火
　　　13時 30分～ 16時
場所　筑豊ハイツ（飯塚市仁保高尾）
講師　福田和子氏（社会保険労務士）
対象者　事業主、人事労務担当者、
そのほかテーマに関心がある人
定員　50人
受講料　無料
申し込み期限　7月 25日火
　定員になり次第締め切り
申し込み問い合わせ先
　福岡県筑豊労働福祉事務所
　☎ 0948 ｰ 22 ｰ 1149

裁判所事務官採用Ⅲ種試験
受付期間　7月10日月～18日火
第1次試験日　9月10日日
受験資格　昭和60年 4月2日～
　　　　　平成元年4月1日までに
　　　　　生まれた人
※　受験案内および受験申込書は最
　寄りの裁判所で配布しています。
問 福岡地方裁判所事務局人事課
　 ☎ 092 ｰ 781 ｰ 3141
　 最高裁ウェブサイト
　 http://www.courts.go.jp/

募集定員
野菜コース（施設イチゴ）若干名
野菜コース（施設トマト）若干名
研修期間　7か月（受講開始9月）
募集スケジュール
① 申し込み書受付　
　　6月23日金～7月24日月
② 面接日　 ８月３日木
③ 受講決定　８月９日水
対象者
① Uターン等で県内での新規就農を
　志す人（原則として認定就農者お
　よびこれに準ずる人）
② 就農して間もない県内の農業者
③ 品目転換を志す県内の農業者
選考方法
① 書類審査　② 面接（書類合格者）
応募方法
　所定の技術習得研修受講申込書に
就農計画書、営農計画書、就職計画
書のいずれかと健康診断書を添えて、
福岡県農業大学校に郵送してくださ
い。（消印有効）直接提出の場合、土曜・
日曜、祝日は閉庁のため受付できま
せん。受付時間は8時 30分から17
時15分までです。
問 福岡県農業大学校
    ☎ 092 ｰ 925 ｰ 2403
問 福岡県農業技術課
    ☎ 092 ｰ 643 ｰ 3495

　子育て支援センターの行事を次のと
おり行います。ぜひご参加ください。
▶たなばた会                7月  6日木
▶誕生会                     7月14日金
▶親子リズムあそび　    7月20日木
▶おやこでリフレッシュ　7月25日火
開始時間　10時～
開催場所　子育て支援センター
ただし25日の「おやこでリフレッシュ」
は方城保健センターで行います。
問 子育て支援センター
　 ☎ 22 ｰ 2401

①日時　7月5日水・26日水
　　　　10時～15時
　会場　金田社会福祉センター
②日時　7月12日水 10時～15時
　会場　コスモス保健福祉センター
③日時　7月19日水 10時～15時
　会場　方城福祉会館
問 福智町社会福祉協議会
　 ☎ 22 ｰ 6631

　地上デジタルテレビ放送は、2003
年12月1日から関東、中京および近
畿の一部で開始され、2006 年末ま
でには、全ての県庁所在地で開始さ
れます。現行の地上アナログテレビ
放送は、2011年 7月24日までに終
了します。地上デジタルテレビ放送
の視聴は、①地上デジタル放送対応
のテレビに買い換える、②地上デジ
タルチューナーを買い足す、③地上
デジタル放送対応済みのケーブルテ
レビで視聴する、などの各方法があ
ります。詳しくはお問い合わください。
問 受信相談／総務省地上デジタルテ
　 レビジョン放送受信相談センター
　 ☎ 0570 ｰ 07 ｰ 0101
　 http://www.d-pa.org

▶フリーカップ展
　7月17日月まで
▶涼風感展（風鈴）
　7月19日水～8月7日月
会場　上野の里ふれあい交流会館
　　　上野焼陶芸館「ギャラリー陶」
定休日
毎週火曜日
営業時間
10時～17時
企画展最終日の
展示は15時まで
問 上野焼協同組合
　 ☎ 28 ｰ 5864

講習内容　パソコン（MOSスペシャ
　リストレベルEXCEL2003）の知
　識と技能を習得する。
開催場所　クローバープラザ
　「OAルーム」春日市原町3 ｰ 1 ｰ 7
期間　9月5日火～22日金までの
　平日11日間（延べ54時間）
受講資格　母子家庭の母または寡婦
　で、原則として母子家庭等就業自
　立支援センターに救職登録をして
　いる人。
受講料　無料。ただし、検定料、テ
　キスト代等として15,000円程度
　は自己負担。
定員　20人（応募多数の場合は選考）
託児　事前予約制、対象年齢は就学
　前の子（6か月～ 6歳まで）ただ
　し最終日（検定9月22日）は不可
申し込み期限　8月1日火必着
申し込み書配布　役場福祉課福祉係
　および県保健福祉環境事務所保健
　福祉課の窓口
申し込み問い合わせ先
福岡県母子寡婦連合会
母子家庭等就業・自立支援センター
春日市原町3 ｰ 1 ｰ 7
クローバープラザ　受け箱11号
☎092 ｰ 584 ｰ 3931

７月の行事参加募集
福智町立子育て支援センター

福岡県戦時資料展
福岡県行政経営企画課

県農業大学校研修生追加募集
福岡県農業大学校

母子家庭のためのパソコン講習会
福岡県母子寡婦連合会

地上デジタルテレビ放送完全移行
総務省自治行政局自治政策課

裁判所職員採用試験
福岡地方裁判所事務局

不正大麻・けし撲滅運動
保健福祉環境事務所

母子家庭ホームヘルパー２級講習会
福岡県母子寡婦連合会

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

セクシュアル・ハラスメント防止
福岡県筑豊労働福祉事務所

ギャラリー陶（すえ）の企画展
上野焼協同組合
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