東峰村商工会プレミアム付商品券
商品券」
」発行のお知らせ
企画振興
企画
振興課
課 ◆「東峰村商工会プレミアム付
■発行日：8 月１日（月）〜 12 月 31 日（土）
日（土） ※完売をもって終了します。
■有効期限：８月１日（月）〜 12 月 31 日（土）まで
■発行総額：２, ０００万円（プレミアム分
０００万円（プレミアム分 10％付き）販売
■発行内容：１セット１０，０００円で販売。（バラ売り無し）
額面５００円×１２枚 ＋ 額面１，０００円×５枚 ＝ １１，０００円分
■購入限度額：お一人様 ３０万円まで
■商品券販売所：東峰村商工会館小石原事務所、JA
■商品券販売
所：東峰村商工会館小石原事務所、JA 宝珠山支店、JA 小石原支店
（上記３ヶ所の窓口で購入できます。）
※詳しくは、７月末に全戸へ郵送されます「東峰村商工会プレミアム付き商品券発行のお知らせ」の
チラシをご覧下さい。
また、東峰テレビにおいても、
東峰テレビにおいても、７月 20 日〜
日〜 31 日まで販売予告編、８月１日〜 31 日まで（完売をもっ
て終了）購入編を放送いたします。
て終了）購入
編を放送いたします。
お問い合わせは
東峰村商工会 （電話：74‐2121）まで
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1 7 （ 金 ）地域水田農業推進協議会総会

１（ 金 ）人権教育街頭啓発

1 9 （ 日 ）東峰村消防団全団員訓練

６（ 水 ）甘朝三井環境施設組合臨時議会

2 0 （ 月 ）JA セルフステーション宝珠山竣工式

７（ 木 ）全国山村振興連盟理事会 〜８日

2 1 （ 火 ）村議会定例議会

９（ 土 ）福岡県翼の会北筑後ブロック総会

〜 22 日

・
（株）宝珠山ふるさと村株主総会
24（金）
・筑前あさくら農協第 17 回通常総会

・部落開放同盟朝倉地区大会
10（ 日 ）
・東峰村ソフト連盟春季大会

2 9 （ 水 ）共同募金会東峰村支会理事会

11（ 月 ）農業委員当選証書付与式

3 0 （ 木 ）朝倉医師会通常総会

・いずみ館運営委員会
12（ 火 ）
・東峰村青年団総会

※村長の行動記録からいくつかを抜粋し
紹介した ものです。
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前月比

人口

2,532

-3

人口

89,447

‐73

男

1,171

-4

男

42,234

‐43

女

1,361

1

女

47,213

- 30

924

0

世帯数

31,273

‐12

世帯数
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くっついてしまった写真同士は、ぬるま湯に浸すときれいにはがれます。
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※第一次試験で教養試験等（１日目）と体力検査
（２日目）を実施します。
■問合わせ先：
朝倉警察署 電話：22‐0110（総務課）
警務課採用センター 電話：092‐622‐0700
県警ホームページ http://www.police.pref.fukuoka.jp

○平成 23 年度刑務
年度刑務官採用試験
官採用試験
■受験資格：刑務Ａ（男子）刑務Ｂ（女子）共に
昭和 57 年４月２日〜
平成６年４月１日生まれの者
■採用予定数：刑務Ａ約 670 名、刑務Ｂ約 105 名
■試験日程：第１次試験：９月 18 日（日）
第２次試験：10 月 14 日（金）
・15 日（土）
■受付期間：７月 19 日（火）〜８月２日（火）
※受験申込書の提出はできる限り郵送（簡易書留）
にして下さい
■問合せ先：福岡刑務所庶務課人事係
〒 811‐2126 糟屋郡宇美町障子岳南 6‐1‐１
電話：092‐932‐0395（内線 206）

○平成 23 年度入国警備官
年度入国警備官採用
採用試験
試験
■受験資格：昭和 63 年４月２日〜
平成 6 年４月１日生まれの者
■採用予定数：約 30 名
■試験日程：
第１次試験：９月 25 日（日）
第２次試験：10 月 18 日（火）・19 日（水）
■受付期間：
インターネット：7 月 19 日（火）9:00 〜
７月 26 日（火）17:00
郵送または持参：７月 19 日（火）〜８月 2 日（火）
■問合せ先：福岡入国管理局総務課
〒 812‐0003 福岡市博多区下臼井 778‐１
福岡空港国内線第３ターミナルビル内
電話：092‐623‐2400

○ 平成 23 年度福岡県職員民間企業
等職務経験者採用試験
■受験資格：昭和 51 年４月２日〜昭和 57 年４月１日
までに生まれた者
※民間企業における職務経験を５年以上有する者
（平成 23 年６月末日現在）
■試験区分及び採用予定数：行政職、10 人程度採用
■試験日：
第１次試験：９月４日（日）
第２次試験：11 月上旬
■受付期間：７月 19 日（火）〜 29 日（金）
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの受付：７月 19 日（火）〜 26 日（火）
■問合せ先：
福岡県人事委員会事務局任用課
〒 812‐8577 福岡市博多区東公園７‐７（県庁内）
電話：092‐643‐3956
HP：http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f20/saiyo.html

○採石
採石業務
業務管理者試験
管理者試験
岩石採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及
び技能についての試験です。
■試験日：10 月 14 日（金）
■試験地：吉塚合同庁舎（福岡市博多区）
■願書配布期間：８月 8 日（月）〜９月 16 日（金）
■願書受付期間：８月 8 日（月）〜９月 16 日（金）
■問合せ先：福岡県商工部工業保安課
電話：092‐643‐3438
募

○平成２３年度福岡県警察官募集
○平成２３年度福岡県警察官
募集
福岡県警察では、平成 23 年度第２回採用試験で
警察官を約 240 人募集します。
■試験区分及び採用予定数：
①警察官Ａ（男性） 大学卒業程度
86 人
②警察官 A（武道指導） 大学卒業程度
2人
③警察官Ｂ（男性） 高校卒業程度
135 人
④警察官Ｂ（女性） 高校卒業程度
13 人
■受付期間：8 月８日（月）〜 29 日（月）
■第一次試験日：（１日目）9 月 18 日（日）
（２日目）10 月上旬〜中旬
■採用試験の特徴

集

○平成 23 年度ポイント方式
年度ポイント方式
県営住宅入居者募集

■募集住宅：県内に所在する県営住宅（募集対象団
地、募集戸数等詳細については、募集
案内書をご覧下さい。）
■募集案内書配布期間及び申込み受付期間：
７月 19 日（火）〜 27 日（水）
（申込み手数料は不要）
■募集案内書配布場所：県住宅供給公社、県庁県営
住宅課、各市町村役場
■問合せ先：県住宅供給公社県営住宅管理部
電話：092‐781‐8029 または、
県庁県営住宅課 電話：092‐643‐3739
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