くらし情報

８・９ 月
試

験

○平成 24 年度砂利採取業務主任者試験
■日時：11 月９日（金）10:00 〜 12:00
■場所：福岡県吉塚合同庁舎 604B 会議室
福岡市博多区吉塚本町 13‐50
■受験資格：年齢、学歴、性別等の制限無
■試験方法：筆記試験
■願書配布時期：９月 10 日（月）〜 10 月 19 日（金）
■願書配布場所：福岡県商工部工業保安課採石係
〒 812‐8577 福岡市博多区東公園 7‐7
※郵送で受験願書を請求される方は、140 円切手
を貼った返信用封筒（A4 サイズの定形外封筒）
を同封の上、「試験の願書請求」と朱書きして、
上記まで送付してください。
■受付期間：９月 10 日（月）〜 10 月 19 日（金）
■受付場所：福岡県商工部工業保安課採石係
〒 812‐8577 福岡市博多区東公園 7‐7
※郵送の場合は、10 月 19 日（金）の消印のある
ものまで有効です。
※郵送で受験願書を送付される方は、「試験の受
験申込」と朱書きして、上記まで簡易書留で送
付してください。
■受験手数料：８，０００円
■問合せ先：福岡県商工部工業保安課採石係
電話：092‐643‐3438
FAX：092‐643‐3444
※試験の問合せは、平日の 9:00 〜 17:00 に
お願いします。

○平成 24 年度第２回危険物取扱者試験
■試験日及び会場：
① 11 月 23 日（金） 会場：福岡地区
② 11 月 25 日（日）
会場：北九州地区、筑後地区、筑豊地区の３会場
■郵送受付開始日：９月 13 日（木）
■締切日：９月 28 日（金）
※受験願書は消防本部予防課又は各分署、出張所
に準備しています。
■電子申請受付開始：９月 10 日（月）
締切日：９月 25 日（火）
※詳しくは社団法人消防試験研究センターホーム
ページをご覧ください。
■受験準備講習会：10 月 31 日（木）
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※ 10 月 26 日（金）までに消防本部予防課に
申し込んでください。
■問合せ先：甘木・朝倉消防本部 予防課
電話：23‐2752
募

集

県立久留米高等技術専門校
訓練生募集

■訓練科名：①医療事務科３期
（３ヶ月課程：定員 25 名）
②介護職員基礎研修科２期
（６ヶ月課程：定員 20 名）
③パソコン中級科
（３ヶ月課程：定員 25 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：８月１日（水）〜８月 31 日（金）
■試験日：①９月 ６日（木）
②９月 ７日（金）
③９月 10 日（月）
■訓練期間：① 10 月５日（金）〜 12 月 28 日（金）
② 10 月５日（金）〜
平成 25 年３月 29 日（金）
③ 10 月５日（金）〜 12 月 28 日（金）
■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

○第 12 回福岡県ねんりんスポーツ・
文化祭 参加者募集
８月から平成 25 年１月にかけて開催される 20
種目の各大会への皆様の参加をお待ちしています。
■種目：卓球・ゲートボール・弓道・剣道・ゴルフ
囲碁・将棋 他
■参加資格：原則として県内在住の 60 歳以上の人
■日時・場所及び申込み方法等：
種目ごとに異なりますので、詳しくは各大会の
実施要項をご覧下さい。
■問合せ先：福岡県新社会推進部県民文化スポーツ課
電話：092‐643‐3407
実行委員会事務局（福岡県社会福祉協議会）
電話：092‐584‐3377
■ホームページ：
www.pref.fukuoka.ig.jp/e02/nenrin‐kouryu12.html

○「緑の教室」
（ガーデニングコース）
受講者募集
■日程と項目：
第１回及び第２回 10 月 25 日（木）
午前 樹木の特性と観察
午後 庭木の整枝と剪定
第３回及び第４回 10 月 26 日（金）
午前 ガーデニングの基礎知識
午後 ガーデニングの設計
第５回及び第６回 10 月 27 日（土）午前・午後
ガーデニングの実習
■開催時間：①午前 ９：30 〜 12：00
②午後 13：00 〜 15：30
■場所：福岡県緑化センター
久留米市田主丸町益生田 1125
■参加費用：無料
■応募資格：福岡県内在住で全６回の出席が可能な方
■募集人員：20 名（応募多数の場合は抽選）
■応募締切日：10 月２日（火）必着のこと
■応募方法：①ハガキ又はファックス
②記載事項：郵便番号、住所、氏名、電話番号又は
FAX 番号
③宛先（ハガキ） 〒 839‐1213
久留米市田主丸町益生田 1125
福岡県緑化センター「緑の教室」係
FAX 0943‐72‐1558
■受講者の決定：10 月 15 日（月）までに通知
■問合せ先：福岡県緑化センター管理事務所
電話 0943‐72‐1193
（月曜日休館）
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：９月 20 日（木）13:00 〜 16:00
■場所：福岡法務局朝倉支局 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。
※上記日以外にも８時 30 分から 17 時 15 分
まで、常設人権相談所を開設しています（土
日祝日は除く）。
一人で悩まず、何でも相談してください。

■問合せ先：福岡法務局朝倉支局
電話：22‐2455 FAX：22‐0676

○全国一斉！法務局休日相談所
全国の法務局で一斉に休日相談所を開設します。
福岡法務局朝倉支局管内では次のとおり開設します
ので、近隣市町村の住民の方もお気軽にご利用くだ
さい。
■日時：９月 23 日（日）10：00 〜 16:00
■場所：ピーポート甘木生涯学習センター
（朝倉市甘木 198‐１）
■相談内容：相続、遺言、境界トラブル、成年後見、
登記、戸籍、供託及び人権擁護など法
務局業務全般
※相談は無料で、法務局職員、司法書士、土地家
屋調査士及び人権擁護委員がお受けします。
■問合せ先：福岡法務局朝倉支局
電話：22‐2455 担当：渡辺

○甘木朝倉法人会の無料法律相談
甘木朝倉法人会において「無料法律相談」を実施
します。申込み方法は下記のとおりです。
■日時：９月 28 日（金）まで
（ただし先着 16 名に到達した時点で締め切らせて
いただきます。）
■申込方法：公益社団法人 甘木朝倉法人会事務局ま
で、お電話で申込みください。受付が終わり次第、
法律事務所と連絡をお取りいただきます。
電話：24‐5757
■相談場所：あさくら法律事務所
（朝倉市甘木 955‐11 朝倉商工会議所３階）
■相談料：無料（ただし１時間まで。１時間を超え
て相談を希望される方の超過料金については、
ご負担願います。）
■対象：どなたでも結構です。
■問合せ先：公益法人 甘木朝倉法人会
電話：24‐5757

○パワハラ、セクハラ集中相談会
職場でのパワーハラスメントやセクシュアルハラ
スメントでお悩みの方を対象に、集中相談会を開催
します。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
■日時：９月 19 日（水）・20（木） 9:00 〜 20:00
■場所：福岡県筑後労働者支援事務所
久留米市合川町 1642‐1 久留米総合庁舎１階
電話：0942‐30‐1034
※秘密厳守・相談無料・予約不要
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