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受付期間　8月14日月～25日金
第1次試験日　9月24日日
採用職種・資格　
「中級」原則として昭和56年４月２
日～62年４月１日までに生まれた人。
行政事務４人、学校事務７人、警察
事務16人、栄養士２人。
「初級」原則として昭和58年４月２
日～平成元年4月１日までに生まれ
た人。一般事務10人、学校事務６人、
警察事務６人、土木１人、林業１人。
詳しくはお問い合わせください。
問 福岡県人事委員会事務局任用課
      ☎ 092ｰ643ｰ3956

　個人事業税の第1期は８月31日
木が納期限です。納税は便利で安全
な「口座振替」をご利用ください。
問 飯塚・直方県税事務所事業税係
    ☎ 0948ｰ23ｰ4111

　６月に福岡市で行われた非行防止
大会で、長年にわたる青少年健全育
成のボランティア活動に対し、次の４
人のかたが県警から表彰されました。
【赤池支部】辻村哲弥氏
【金田支部】吉田伸宏氏、和田  等氏
【方城支部】足立成昭氏

募集する団地
県内に所在する団地の空家住宅
募集案内書配布および申込受付期間
９月１日金～11日月
募集案内書配布場所
福智町役場住宅課、福岡県県民情報
コーナー、筑豊県営住宅管理事務所
および直方・田川出張所
問 筑豊県営住宅管理事務所
　 ☎ 0948ｰ21ｰ3232

日時　８月19日土 13時 30分～
上映　「名探偵コナン」
　　　「ミチの雨傘」
対象　田川市郡内の児童と保護者
会場　田川文化センター
入場　無料（一人一枚必ず入場整理
　　　券が必要です）
問 社団法人田川法人会事務局
　 ☎ 45ｰ8005

　８月28日月～９月３日日までの
1週間は「子どもの人権110番強化
週間」として「いじめ」や体罰、不
登校や子どもの虐待など、子どもに
関する人権問題のご相談を受け付け
る相談電話を設置します。
相談電話番号　☎0570ｰ070ｰ110
受付時間
月曜～金曜：8時30分～18時30分
土曜・日曜：10時～17時
　法務局職員と人権擁護委員が無料
で相談に応じ、秘密は厳守されます。
ひとりで悩まず、お気軽にお電話く
ださい。
　強化週間以外でも土曜・日曜・祝
日を除く毎日8時 30分～17時まで
受け付けています。
問 福岡法務局人権擁護部
 　☎092ｰ721ｰ9166

　大人が楽しめる内容です。心癒す
絵本のひとときをお楽しみください。
日時　８月20日日13時 30分～
会場　赤池支所ホール（参加無料）
問 岸谷元美さん　☎28 ｰ5089

日時　８月11日金  9時～10時
会場　福智町役場本庁
問 役場福祉課福祉係 
　 ☎ 22ｰ7763

　応募は、どなたでもできる他薦（葉
書による推薦）と、建築物等所有者、
設計者などの自薦（応募用紙）によ
る方法があります。（当日消印有効）
受付期間　８月１日火～31日木
　詳しくは、福智町役場住宅課また
は最寄りの土木事務所建築指導課に
ある募集要領をお読みください。
問 福岡県建築都市部住宅課「福岡県
　 美しいまちづくり建築賞事務局」
　 ☎ 092ｰ643ｰ3733

　九州運輸局福岡庁舎（陸運関係）
と北九州庁舎（海事関係）は８月28
日月から福岡合同庁舎新館に移転し、
業務を開始をすることになりました。
移転先
〒812ｰ0013　福岡市博多区
博多駅東二丁目11番1号
福岡合同庁舎新館（7階～10階）　        
    ☎ 092ｰ472ｰ2312
残置機関
九州運輸局福岡運輸支局門司港庁舎
    ☎ 093ｰ322ｰ2700
問 九州運輸局北九州庁舎　
    ☎ 093ｰ332ｰ8081

期間　９月７日木～11月30日木
　　　19時～20時 30分
　　　（毎週木曜日・全12回）
場所　福智町立方城中学校
対象　福智町にお住まいの人
定員　40人（機材に限りがあります
ので、前回受講していない人を優先
し、定員になり次第締め切ります）
内容　ＩＴ基礎学習・文書作成・     
         インターネット基礎知識他
参加費　無料（テキスト代千円程度
　　　　は個人負担）
申し込み方法　電話での申し込み
受付期間　8月21日月～22日火
             （8 時 30分～ 17時）
問 福智町ほのぼの館  ☎ 22ｰ6290

①日時　８月2日水・23日水
　　　　10時～15時
　会場　コスモス保健福祉センター
②日時　８月9日水・30日水
　　　　10時～15時
　会場　方城福祉会館
③日時　８月16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

日程　８月27日日
全体会　田川文化センター　
　　　　9時受付／9時 30分開会
講演　新屋英子のひとり芝居
　　　「新世打鈴」
講師　新屋英子
分科会　各町村会場その他 14時開会
　福智町中央公民館で進路・学力保
　障Aの分散会が、方城分館で地域
　の教育力Bの分散会があります。
参加費　千円（参加料・資料代）
問 実行委員会事務局 ☎ 26ｰ0055

対象者　福智町在住の50歳以上の人
会場・日時　
方城保健センター
９月 29日金 10時～ 14時 30分
コスモス保健センター　
９月 30日土 10時～ 14時 30分
内容　午前：食生活改善についての
　　　講義および簡単な調理実習
　　　午後：レクレーション
募集人員　
方城保健センター：30人
コスモス保健センター：40人
募集期限　８月 31日木　ただし、
定員になり次第締め切ります。
問 福智町ほのぼの館　☎22ｰ6290

　へいちくでは、夏休みに「一日フリー
きっぷスタンプラリー」を開催します。
各ポイントを回り３つのスタンプを集
めると、ゴールの金田駅で「へいち
くオリジナルグッズ」をプレゼント。
期間中は「走る美術館～絵画コンクー
ル優秀作品列車内展示」も同時開催
します。家族や友だちと夏休みの楽
しい一日を過ごしてみませんか。
開催期限　8月31日木まで
ラリーポイント　直方・金田・田川
伊田・田川後藤寺・犀川・行橋の各駅、
源じいの森

問 平成筑豊鉄道株式会社　営業部     
    ☎22 ｰ1000 （9時～17時30分）
    平成筑豊鉄道沿線情報サイト
    http://www.heichiku.net

福岡県美しいまちづくり建築賞
福岡県建築都市部住宅課

一日フリーきっぷスタンプラリー
平成筑豊鉄道（株）営業部

「絵本の集い」を開催します
絵本を読む会「ぶらんこ」

８月は個人事業税1期の納付月
福岡県飯塚・直方県税事務所

子どもの人権110番強化週間
福岡法務局人権擁護部

田川郡「同和」教育研究集会
田川郡同和教育研究集会実行委員会

心配ごと相談
福智町社会福祉協議会

県営住宅入居者募集
筑豊県営住宅管理事務所

パソコン教室参加者募集
人権・同和対策課隣保館係

補聴器相談を行います
福智町役場福祉課福祉係

第11回 親と子の映画祭
社団法人田川法人会

庁舎移転のお知らせ
九州運輸局北九州庁舎

ヘルスサポーター受講生募集
人権・同和対策課隣保館係

６月の町内事件・事故件数
田川警察署　☎42-0110

日時　9月4日月 9時～予定
場所　西日本カントリークラブ
参加人員　80人 20組（定員
になり次第締め切ります）
競技方法　18ホールストロー
クのセルフプレー
HDCP　全員ダブルペリア方
式にて算出（同ネットの場合
は年長者上位とする）
表彰　優勝・準優勝・３位・
４位・５位・10位～ 80位ま
では10 飛賞・ブービー賞・
ベスグロ賞
プレー費・参加料　1万円
申し込み期限　8月21日月
詳しくはお問い合せください。
問 中央公民館  ☎ 28 ｰ 4100

第１回福智町民健康ゴルフ大会
福智町中央公民館

オートバイ・自転車盗   ４件
自動販売機ねらい   ４件
車上ねらい   ４件
空巣・忍込みなど   ３件
交通事故発生件数 17件
交通事故死亡者   ０人
交通事故負傷者 22人

　田川農協の推薦委員である
小松章氏（上野）が農協理事
任期満了に伴い福智町農業委
員を退任したため、後任とし
て竹宗進造氏（神崎）が６月
23日付で選任されました。

福智町農業委員会委員の選任
福智町役場産業振興課

　人権擁護委員の荒木完治氏
（赤池）と山村光政氏（上野）
が７月１日付で再任され、法
務大臣から委嘱を受けました。

人権擁護委員の再任
福岡法務局
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福岡県職員採用試験
福岡県人事委員会事務局任用課

少年警察ボランティア表彰
福岡県警察本部

新着情報は福智町公式ホームページで　http://www.town.fukuchi.lg.jp情報ひろば 福智町役場本庁☎ 22-0555（代表）／赤池支所☎28-2004 ／方城支所☎22-0520


