○県立久留米高等技術専門校
県立久留米高等技術専門校訓練生
訓練生募集
募集
■訓練科名：①パソコン経理科２期
（３ヶ月課程：定員 25 名）
②医療事務科１期
（３ヶ月課程：定員 25 名）
②ホームヘルパー２級養成科３期
（３ヶ月課程：定員 20 名）
■応募資格：離転職者等で転職・再就職を希望する人
■募集期間：６月 21 日（火）〜７月 20 日（水）
■試験日：①８月１日（月）
②８月２日（火）
③８月３日（水）
■試験会場：福岡県立久留米高等技術専門校
■選考方法：筆記試験、面接
■経費：受験料及び授業料は無料（ただし、入校時
に教科書代等の経費が必要です。）
■応募書類：入校願書〔用紙は本人住所管轄の公共
職業安定所（ハローワーク）にあります〕
■問合せ先：福岡県立久留米高等技術専門校
電話：0942‐32‐8795

○県立久留米高等技術専門校
県立久留米高等技術専門校生徒募集
生徒募集
■訓練科名：介護サービス科（後期）
■募集定員：20 名
■募集期間：７月１日（金）〜８月 18 日（木）
■選考日：９月２日
■応募資格：
・離転職者等（新規学卒者は除く）。
・介護に関する職業に就くことを希望される方。
・看護師・介護福祉士等の関係免許・資格を有す
る方は、ご遠慮いただきます。
■訓練期間：10 月〜 24 年３月
■経費：授業料は無料です。入校時に教科書代等の
経費として約 35,000 円が必要です。
■問合せ先：福岡県立久留米高等技術専門校
電話：0942‐32‐8795
講

座

○家庭介護介護者養成講座
■受講対象者：家庭介護をされている方、又はお年
寄りの自立を目指たお世話、病気の予防、家庭
寄りの自立を目指
たお世話、病気の予防、家庭
での介護の方法等について学びたい方。
での介護の方法等について学びたい
方。
（参加費は無料です）
■会場・日程：
【土曜コース
【
土曜コース】
】 会場：桂川町総合福祉センター
桂川町土居 361
8 月 20 日（土）「認知症と向き合う」
８月 27 日（土）「つらい介護にさようなら」
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【日曜コース】 会場：久留米商工会館
久留米市城南町 15‐5
７月 31 日（日）「認知症と向き合う」
８月 ７日（日）「つらい介護にさようなら」
■募集定員：各コース 20 名（定員になり次第締切）
■募集締切日：各コース開催日の２日前まで
■受講応募方法：本事業委託している下記まで電話
で申し込んでください。
〒 812‐0011 福岡市博多区博多駅前 3‐25‐24
麻生教育サービス（株）電話：092‐482‐7006
麻生
FAX：092‐482‐0453
相

談

○福岡法務局朝倉支局
無料法律相談

福岡法務局朝倉支局において、弁護士による法律
相談を実施します。相談は無料で、秘密は固く守ら
れます。
■日時：８月 18 日（木）13:00 〜 16:00
■場所：福岡法務局朝倉支局１階相談室
朝倉市菩提寺 480‐6
■相談時間：１人 30 分
■定員：６人 ※申込先着順
■申込方法：電話により予約（8:30 〜 17:15）
※資力基準を満たす人を対象としますので、
申込時に収入などをお尋ねします。
なお、上記以外にも常設人権相談所を実施し
ています。
■問合せ先：福岡法務局朝倉支局
電話：22‐2455 FAX：22‐0676

○農業を始めませんか！
朝倉地区新規就農相談会
地元で新しく農業を始めたい方や農業に関心のあ
地元で新しく農業を始めたい方や農業に関心のあ
る方などを対象に、就農相談会を開催します。盆休
み等で帰省されているこの機会に是非、相談におい
み等で帰省されているこの機会に
是非、相談におい
で下さい。今回の催しは、農家の子弟はもちろん、
他産業従事者、定年退職者等幅広い人材の方々を対
象に行うものです。
■相談日：８月 13 日（土）
■時間：９:00 〜 17:00 まで（受付は 16:30 まで）
■場所：朝倉農林事務所朝倉普及指導センター
（朝倉市柿原 1110‐2）
■問合せ：朝倉農林事務所朝倉普及指導センター
■問合せ：
朝倉農林事務所朝倉普及指導センター
地域振興課地域係
電話：22‐2551
電話：22‐
2551

○ふくおか農林漁業新規就業
セミナー・就業相談会
農林漁業を初めてみたい人、農林漁業事業体への
就職を希望する人を対象に、就業セミナー・就業相
談会が開催されます。（参加無料・申込不要）
■日時：８月７日（日）13:00 〜 16:30
（受付 12:30 〜 15:30）
■場所：エルガーラ（福岡市中央区天神）
■内容：就業情報の提供及び個別相談
（農業法人等への就職面接会ではありません）
■主催：福岡県
■問合せ：福岡県農林水産部農林水産政策課
後継人材育成室 電話：092‐643‐3495

○司法書士による無料法律相談会
相続や遺言、不動産登記・商業登記、成年後見制度、
多重債務、裁判等、身近な法律トラブルについて司
法書士が会場で無料法律相談に応じます。秘密は固
法書士が会場で無料法律相談に
応じます。秘密は固
く守られますので、お気軽にお問合せ下さい。
■日時：７月 23 日（土）10:00 〜 15:00
■場所：東峰村役場小石原庁舎２階
■場所：東峰村役場
小石原庁舎２階 会議室
■主催：福岡県青年司法書士会
■後援：東峰村
■後援：
東峰村
■申込み方法：予約制（当日申込み可能）
■申込み方法：
予約制（当日申込み可能）
平日 10:00 〜 16:00 で受付けいたします。
■問合せ：富永・坂田司法書士事務所
■問合せ
：富永・坂田司法書士事務所
電話番号：0943‐72‐1566
お知らせ

○ご存知ですか！検察審査会
交通事故、詐欺、脅しなどの犯罪の被害に
遭い、警察や検察庁に訴えたが、検察官がその事件
を起訴してくれない。このような不満をお持ちの方
は、検察審査会にご相ください。相談や申立てにつ
は、検察審査会にご相
ください。相談や申立てにつ
いての費用は一切無料で、秘密は固く守られます。
検察審査会では選挙権を有する一般国民の中から
「くじ」で選ばれた 11 人の検察審査員が、検察官が
事件を起訴しなかったことの「よしあし」を審査し
事件を起訴しな
かったことの「よしあし」を審査し
ます。
■問合せ：福岡市中央区城内１‐１
（福岡地方裁判所内）
福岡第一・第二検察審査会事務局
電話：092‐７８1‐3141

○ 紙資源のリサイクルにご協力を！
ＮＴＴ西日本から新しい電話帳をお届けした際
（８月中配達）、不要となった古い電話帳を配達員に
お渡し下さい。お渡しできなかった場合、大変お手
数ですが、お客様にて資源回収等へ出すなどの処分

をして頂くか、タウンページセンター（無料電話：
0120‐506‐309）までご連絡下さい。無料で後日
回収に伺います。

○７月は社会を “ 明るくする運動 ”
強調月間です〜朝倉保護区東峰村保護司会〜
“ 社会を明るくする運動 ” はすべての国民が、犯罪や
非行の防止と罪を犯した人たちの更正について理解を
深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非
行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
住民の皆さんが、少年非行の実態を認識して、地
域環境の浄化に心がけるとともに、罪を犯した人たち
や非行をした少年の立ち直りを温かい目で見守りつつ、
援助の手をさしのべ、明るい社会をつくりましょう。

「やり直せる社会に、賛成です。」
○水の週間 江川ダム・寺内ダム施設見学会
江川ダム、寺内ダムでは、ダム施設の見学会を行
います。この見学会では、日頃入る事が出来ないダ
ム内部のトンネルに入ることが出来ます。事前の申
し込み・参加費は不要です。ぜひこの機会にお越し
ください。詳しくはホームページ又は電話でお問合
せください。
■期日：８月７日（日）
【江川ダム・寺内ダム見学会】
■受付時間：①午前の部
9:00 〜 10:30
②午後の部 13:00 〜 14:30
■所要時間：約 90 分
■会場：各ダム
■問合せ先：独立行政法人水資源機
朝倉総合事業所 総務課
電話：25‐1100
http://www.water.go.jp/chikugo/koishi/index.html

○新たな出会い応援事業
福岡県では、少子化対策の一環として、独身の方々
に出会いの機会を提供し、結婚のきっかけづくりを
行う「新たな出会い応援事業」を実施しています。
パーティーやバスツアーなどの出会いイベント情
報をメールマガジン「ふくおか “ あかい糸めーる ”」
で配信しています。メルマガ会員は随時募集中です。
■メールマガジン会員登録：福岡県地域福祉財団
ホームページ http://www.fp-kikin.or.jp/
携帯電話サイト http://www.fp-kikin.or.jp/do/
■問合せ先：福岡県地域福祉財団 振興課
電話：092‐582‐2396
福岡県福祉労働部子育て支援課
電話：092‐643‐3311
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