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【ダイヤ改正のお知らせ】
　３月18日日からダイヤ改
正を行い、新時刻表を配布し
ます。今後もみなさんのご愛
用をお願いいたします。
【新型車両４月からデビュー】
　新型車両を4月から導入す
る平成筑豊鉄道では「新型車
両お披露目イベント in 金田」
の開催を予定しています。
内容　新型車両愛称発表、新
型車両「400型」展示、新型
車両グッズ販売、ステージイ
ベント、出店コーナーなど
　当日は恒例の「100円列車」
も運行します。日程など、詳
しくはお問い合わせください。
問 平成筑豊鉄道株式会社
　 ☎ 22 ｰ 1000

▶華展（上野焼協同組合）
　３月７日水～26日月
▶陶板展（上野焼青年部巴会）
　３月28日水～４月16日月
時間　10時～17時
最終日の展示は15時まで
陶芸館定休日　毎週火曜日
問 上野焼協同組合事務局
　 ☎ 28 ｰ 5864

　福智町在住で、経済的な理由によ
り専修学校等において修業すること
が困難な人に修学資金を貸与します。
対象者　福智町在住の中学校・高等
学校の新規卒業者で本年度入学者（ほ
かの修学資金を受けていない人）
対象学校　専修学校（高等課程・一
般課程・専門課程）、各種学校（１年
以上の学科）
受付期間　４月２日月～27日金
　対象とならない学校もありますの
で、事前にお問い合わせください。
問 役場人権・同和対策課
　 ☎ 22 ｰ 7764

❶日時　３月7日水10時～15時
　会場　金田社会福祉センター
❷日時　３月14日水 10時～15時
　会場　コスモス保健センター
❸日時　３月28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

統合日　４月1日日
新名称　北部家畜保健衛生所
住所　嘉麻市漆生587番地8
問 福岡県農政部畜産課衛生係
　 ☎092 ｰ 643 ｰ 3499

日時　4月15日日 9時～14時
会場　県営筑豊緑地（飯塚市仁保）
受付期限　4月12日木
参加費　傷害保険料200円
コース　2㎞・4㎞（雨天中止）
問 糖尿病ウォークラリー事務局    
    ☎44ｰ2100　FAX 45ｰ0715

❶３月2日金　誕生会
❷３月8日木　ミニ講座
❸３月15日木　親子リズム遊び
問 子育て支援センター ☎22 ｰ 2401
 ※  2月15日号に掲載していた3月
 　  2日の豆まきは開催しません。

　裁判所事務官採用Ⅰ・Ⅱ種と家庭
裁判所調査官補採用Ⅰ種試験を開催。
受付期間　４月2日月～16日月
一次試験　５月27日日
受験資格　昭和52年４月２日から
昭和61年４月１日までに生まれた人
問 福岡地方裁判所事務局人事課
　 ☎ 092 ｰ 781 ｰ 3141

日時　３月9日金 9時～10時
会場　福智町本庁舎
日時　３月12日月13時～14時
会場　福智町方城支所
日時　３月12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

　旧軍人・軍属であった人とその遺
族などを対象に相談会を実施します。
相談受付内容
❶旧軍人等の恩給について
❷戦傷病者に対する援護について
❸戦没者等の遺族に対する援護
❹その他援護業務全般について
（補装具の受付業務は直接援護係へ）
日時  ３月23日金受付10時～13時
会場  福岡県飯塚総合庁舎
問 福岡県国保・援護課
☎092 ｰ 643 ｰ 3302（恩給係）
☎092 ｰ 643 ｰ 3301（援護係）

❶日時　３月7日水10時～12時
　会場　福智町本庁舎1階会議室
❷日時　３月23日金 10時～12時
　会場　方城支所町民相談室
❸日時　３月23日金
　　　　13時 30分～15時 30分
　会場　赤池支所1階会議室
問 役場福祉課介護保険係
　 ☎ 22 ｰ 7763

日時　３月19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 ｰ 2000
問 福岡県交通事故相談所　
    ☎ 092 ｰ 622 ｰ 0403

▶鳥インフルエンザウィルスは、次の
ような性質で、鶏肉や鶏卵を食べて
人が感染することは考えられず、世
界的に感染例は報告されていません。
❶酸に弱く胃酸で不活化される
❷人の細胞への受容体が鳥と異なる
❸加熱処理（70℃）で容易に死滅する
▶店頭で販売される鶏肉・卵は安全
のための措置が講じられています。
❶鶏卵は卵選別包装施設（GPセン
ター）で次亜塩素酸ナトリウムなどの
殺菌剤で洗卵されています。
❷鶏肉は食鳥処理場で次亜塩素酸ナ
トリウムを含む冷水で洗浄されます。
問 九州農政局福岡農政事務所
消費生活課　☎092 ｰ 281 ｰ 8261

勤務場所　福智町コスモス診療所
賃金　月20万円（年齢問わず）
受付場所　役場総務課人事係
〒822ｰ1201   福智町金田937ｰ2
受付書類　履歴書、薬剤師免許証の
写し添付（郵送でも可）
受付期限　4月30日月（必着）
問 役場総務課人事係
　 ☎ 22 ｰ 0555（内線335・336）

【国家公務員採用Ⅰ種試験】
受付期間　４月2日月～9日月
一次試験　４月29日日
【国家公務員採用Ⅱ種試験】
受付期間　４月13日金～24日火
一次試験　６月17日日
「国税専門官・労働基準監督官採用
試験」「法務教官採用試験」も行われ
ます。受験資格や申込書の請求など、
詳しくはお問い合わせください。
問 人事院九州事務局第二課試験係
☎092 ｰ 431 ｰ 7733

試験日　４月14日土～16日月
　　　　いずれか1日を指定されます
受付期限　４月9日月
【受験資格】受付期限：４月9日月
一般▶18歳以上34歳未満
技能▶18歳以上で保有する技能に
　　　応じ53歳～55歳未満
【試験会場】
一般▶福岡駐屯地（福岡県春日市）
技能▶健軍駐屯地（熊本県熊本市）
問 自衛隊福岡地方協力本部
飯塚地域事務所 ☎0948ｰ22ｰ4847
問 役場総務課消防防災係
☎22 ｰ 0555（内線337白石まで）

貸付資格
❶福智町に1年以上在住する人
❷高等学校以上に進学する人
❸学校長が推薦する人
❹ほかの奨学金を受けていない人
受付　4月5日木～5月7日月
貸与月額・高校（定時制を除く）
▶国公立：1万円（支度金2万 5千円）
▶私立：1万 5千円（支度金3万円）
貸与月額・大学（短大含む）
▶国公立：2万円（入学支度金5万円）
▶私立：3万円（入学支度金6万円）
申し込み問い合わせ先
教育委員会学校教育課  ☎ 28ｰ2119

　昨年、町主催で好評だった「男性
料理教室」が1月から自主活動し「同
好会」が発足しました。毎回悪戦苦
闘しながらも人と人とのきずなを大
切にし「これで妻に見捨てられても
大丈夫？！」と和気あいあいな雰囲
気の中で料理に挑戦しています。福
智町内の男性ならどなたでも大歓迎、
ご参加お待ちしています。
日時　毎月第4水曜 10時～13時
場所　福智町コスモス保健センター
会費　1回500円
持参品　エプロン・筆記用具
　　　　三角巾（バンダナなど）
協力　福智町食生活改善推進会
▶福智町巡回バスを利用できます。
９時40分コスモス着・13時10分発
問 福智町コスモス保健センター
　 ☎ 28 ｰ9500

薬剤師（嘱託職員）募集
福智町役場総務課人事係

国家公務員採用試験
人事院九州事務局第二課試験係

心配ごと相談
福智町社会福祉協議会

補聴器相談
福智町役場福祉課福祉係

専修学校等技術習得資金の受付
福智町役場人権・同和対策課

予備自衛官補採用試験
自衛隊福岡地方協力本部

陶芸館ギャラリー陶
すえ

の展示
上野焼協同組合

筑豊糖尿病ウォークラリー開催
筑豊糖尿病ウォークラリー事務局

子育て支援センター３月の行事
子育て支援センター

家畜保健衛生所が統合されます
福岡県農政部畜産課衛生係

援護業務移動相談会
福岡県国保・援護課

ダイヤ改正と新型車両の導入
平成筑豊鉄道株式会社

裁判所職員採用試験
福岡地方裁判所・福岡家庭裁判所

黄色い車体
の新型車両

福智町育英資金の受付
福智町教育委員会学校教育課

「男性料理同好会」会員募集
福智町コスモス保健センター

福岡県巡回交通事故相談
福岡県交通事故相談所

社会福祉士巡回相談
福智町役場福祉課介護保険係

店頭の鶏肉・鶏卵は安全です
九州農政局福岡農政事務所

【おわびと訂正】2月15日号の21ページで、福智町身体障害者福祉会の会長を岩城辰
美さんと掲載していましたが、山﨑菊一さんの誤りでした。訂正しておわびいたします。

　

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


