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【豊かな人権感覚を培おう！】平成29 年度 小・中学生作成の人権標語を毎号紹介します。人権は、「人が生存と自由を確保し、幸福を追求する権利」。
みなさん、人権を考えてみませんか。（６〜７ページ）問 人権対策課 ☎（36）1270

保険請求、後遺症の認定申請手続きなど
行政書士による交通事故無料相談会

期１月19 日（土）10:00 〜 16:00 所福岡県行
政書士会館＊事故に関する資料を持参問同会
☎092（641）2501 ＊祝日を除く月〜金曜日

講演会
「発達に支援が必要な子どもへの援助」

期１月19 日（土）10:00 〜 12:00 所メイトム
宗像●講師＝原田剛志さん（パークサイドここ
ろの発達クリニック院長）定先着60 人
料 300 円（会員は無料）申 問宗像地区手をつ
なぐ会（江口）☎070（6597）0564

講義、演習、院内見学など 「ブランクの
あるナースの復職支援セミナー」

期１月25 日（金）9:00 〜 15:00 ＊昼食付き
所宗像医師会病院対臨床復帰に不安のある未
就業の看護師・准看護師定先着15 人料無料託
無料（３カ月〜未就学児）＊希望者は申込時に相
談＊筆記用具を持参し、動きやすい服装・ヒール
のない靴で参加を〆１月15 日（火）申 問宗像
医師会病院看護部（大石） ☎（37）1188

中高年求職者向け
販売・接客 （サービス業） セミナー

期 1 月25 日（金）10:00 〜 16:00 所はかた近
代ビル（福岡市）対 概ね 40 〜 64 歳 定 抽選で
25 人 〆 1 月17 日（木）17:00 料 無料 問 福岡
県中高年就職支援センター ☎092（433）7780

シニアのための起業セミナー

期２月13 日（水）13:30 〜 15:30 所県立図書
館（福岡市）●内容＝講座、事業立ち上げの事例
紹介対 60 歳以上定先着20 人料無料
＊詳細は県70 歳現役応援センター HPで確認可
●申込開始日時＝1 月15 日（火）9:00
申 問同センター ☎092（432）2512
＊申し込みは、住所・氏名・年齢・電話番号を明記
してＦ 092（432）2513 も可

2019年度むなかた地域
新規就農研修の受講生募集

期４月〜 2020 年６月所宗像市、福津市
対宗像市、福津市で新規就農したい人
定若干名 料無料＊別途、保険料など一部負担
あり 〆１月７日（月） 〜２月15 日（金）＊受講

希望者向け「新規就農バスツアー」を１月26 日
（土）に開催。詳細は同機構 HPで確認か問い合
わせを申所定の申込書を一般財団法人むなか
た地域農業活性化機構に提出＊申込書は、同機
構 HPで入手可問同機構 ☎（36）7883

県農業大学校　平成31年度学生募集

●募集期間＝1 月4 日（金） 〜 2 月5 日（火）
＊研修開始は 4 月か 8 月
●募集科＝研修科（野菜コース、花きコース）
＊研修期間は 6 カ月〜 1 年対就農希望者、就農
して間もないか、品目転換を志す県内の農業者
定 20 人程度●面接日＝2 月26 日（火）
問県農業大学校 ☎092（925）9129

みつぼし幼保園  親子で遊ぼう！
「きらきらクラブ」 鬼のお面作り

期１月24 日（木）9:50 〜 11:00 所同園
対未就園児と保護者定先着15 人料無料（お茶
の持参を）＊詳細は同園 HPで確認可
〆１月22 日（火）申 問同園 ☎（48）9022

小学３年〜高校３年生のための
春休み海外研修交流事業

期３月24 日（日） 〜４月５日（金）＊コースで
異なる所イギリス、オーストラリア他
〆２月１日（金）＊事前説明会を１月27 日（日）
福岡市で開催申 問公益財団法人国際青少年研
修協会☎03（6417）9721 ＊詳細は同協会 HP
で確認可

花の生産者による
フラワーアレンジメント体験

期 所①２月９日（土）▶13:30 〜▶15:00 〜／
かのこの里期 所②２月11 日（月・祝）
▶13:30 〜▶15:00 〜／ふれあい広場ふくま
【共通事項】定抽選で各10 人料 1,200 円
〆１月18 日（金）申▶上記直売所に設置の申
込用紙を応募箱へ投函▶住所・氏名・電話番号・
希望日・希望時間を明記して Ｆ（43）8830 か、
hokuchiku-dlc@pref.fukuoka.lg.jp

問宗像地区直販施設連絡協議会事務局（北筑前
普及指導センター）☎（43）8833

市民講座
大人のための韓国語・英会話入門

期 １月31 日（木）から開始。いずれも 18:00
〜 19:00 所宗像ユリックス 定各講座先着15
人料全８回6,000 円（別途、テキスト代2,000
円必要）申 問国際文化交流協会（前田）☎090
（6489）2803 ＊受付は月〜金曜日の 11:00 〜
16:00

福岡共同公文書館
はじめてのくずし字講座　受講生募集

期２月５日（火）、同19 日（火）14:00 〜 16:00
＊連続講座 所 福岡共同公文書館（筑紫野市） 
対初心者で２回とも受講可能な人 定先着40
人 料 無料 〆 １月24 日（木）申 問 同館▶☎
092(919)6166 ▶ Ｆ 092(919)6168（申込は
同館窓口か、 kobunsyokan ＠ pref.fukuoka.
lg.jp も可）

県立高等技術専門校
平成 31 年度入校生募集

所①福岡校②小竹校【共通事項】●募集期間＝
１月４日（金） 〜２月13 日（水）●募集科名＝自
動車整備科、他＊各科定員あり料無料（別途、テ
キスト代・資格試験受験料代など必要）
申 問 ①福岡校☎092（681）0261 ②小竹校
09496（2）6441 ＊最寄りのハローワークも可
＊詳細は同校 HPで確認を

県特定最低賃金の改定と
中小企業助成事業

県特定最低賃金が平成30 年12 月10 日に改定
されました。最低賃金額の引き上げに取り組む
場合、業務改善助成金事業があります。詳細は
福岡労働局 HPで確認を。
問福岡労働局▶最低賃金について＝労働基準
部監督課賃金室☎092（411）4578
▶業務改善助成金について＝雇用環境・均等部
企画課☎092（411）4717

相続登記について登録免許税が
免除措置される場合があります

●免税期間＝2021 年３月31 日まで
対▶相続で土地を取得した人が、相続登記をし
ないで死亡した場合の相続登記▶市街化区域外
の土地で相続登記の促進を特に図る必要がある
ものとして法務大臣が指定する土地のうち、不
動産の価値が 10 万円以下の土地に関わる相続
登記問福岡法務局福間出張所 ☎（42）0304

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

Munakata photo gallery


