お知らせ

・引き渡し期間：９月 10 日（土）〜 16 日（金）
（9:30 〜 16:00）
・当選ハガキ持参のこと。
■日時：10 月４日（火）14:00 〜 15:30
（受付 13:30 〜）
・自己の責任で搬出すること。
■場所：朝倉総合庁舎 ２階大会議室
・引き渡し後のトラブルについては、当組合は一切
（朝倉市甘木 2014‐1）
責任を負わない。
■内容：①講演「潰瘍性大腸炎・クローン病の食事」
■内容：
①講演「潰瘍性大腸炎・クローン病の食事」
■催し物
具体的な食材や調理法、メニューについて
・環境募金活動（当選者に、まごころ募金協力依頼）
お話いただきます
お話
いただきます。
。
・ボカシ（生ゴミ堆肥化促進剤）受付で販売予定
②試食会
■問合せ先：甘木・朝倉・三井環境施設組合
■対象者：潰瘍性大腸炎及びクローン病患者、家族
「サン・ポート」リサイクル工房
■参加費：無料
電話：23‐1590
※参加を希望される方は、９月 27 日（火）まで
に電話または FAX でお申込みください。
○親子でチャレンジ救急法体験教室
■申込み・問合せ先：北筑後保健福祉環境事務所
■開催日時：９月 10 日（土） 10:00 〜 14:00
健康増進課 健康増進係
■会場：日本赤十字社 福岡県支部
電話：22‐3964 FAX：24‐9260
福岡市南区大橋３‐１‐１
○第 33 回リサイクル品展示会（無料引き渡し
（無料引き渡し）
） ■対象者：小学生と保護者 15 組（30 名）
※全員に受講証を発行します。
■日 時：９月３日（土）〜４日（日）まで
■内容：①講 義 「赤十字を知ろう！」
（９:30 〜 16:00）
②親子でチャレンジ！救急法
■会 場：「サン・ポート」リサイクル工房
③災害の炊き出し食を作ろう！
■展示内容（一例）
■申込期限：８月 26 日（金）
種 別
展示内容
引き渡し方法
■申込・問合せ先：日本赤十字社 福岡県支部
電話：092‐523‐1171 FAX092‐521‐2552
一般展示品
後日
（抽選あり）家具類、自転車、家電品
引き渡し
○北筑後文化財フェスタ
約 150 点

○潰瘍性大腸炎・クローン病
講演会

「幕末の志士の道」をさるく

特設展示品 家具の小物、置物類、遊
（抽選あり）具、花器、家電品の小物
約 150 点 類、時計、他

後日
引き渡し

特別出品 前回無投票品、その他未 当日申込
（抽選なし）整備品
各一人一品
持ち帰り品 衣類、本類、おもちゃ、 お持ち帰り
（抽選なし）他
各一人一品
■対象者：朝倉市・朝倉郡・三井郡・久留米市北野
町にお住まいの方
■希望投票要領
・希望品番号を規定の投票用紙に記入し投票箱に投
票する。
・投票は１人、一般品（白色）・特設品（ピンク）
各々１点とし、代理投票は認めない。
・投票用紙は受付で交付する。
■抽選会及び決定
・展示会後抽選機にて当選者を決定する。
・当選者のみハガキにて通知する。（品物引換券）
■品物引き渡し（無料とする）
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大刀洗町から小郡市にかけての史跡と宿場をめぐ
るウォーキングを開催します。小郡市松崎は、吉田
松陰や中岡慎太郎、河井継之助ら、幕末の志士ゆか
りの宿場町で、当事の面影を残す旅籠建築を見るこ
とができます。
秋空の下、江戸から明治へ移ろう時代の風を感じ
てみませんか？
■日時：９月 11 日（日）9:30 スタート
■集合場所：小郡市松崎 市指定文化財「旅籠油屋」前
（詳しい所在地は小郡市埋蔵文化財調査センター
ホームページ ttp://www.kodaitaiken- ogori.jp/）
■定員：20 名（申込み多数の場合は先着順）
■申込み：小郡市埋蔵文化財調査センターまで、
電話もしくは FAX でお申込みください。
電話：0942‐75‐7555（平日のみ）
FAX：0942‐75‐2777
■参加費：無料
■主催：北筑後文化財行政連絡協議会
（朝倉市・うきは市・小郡市・久留米市・
筑前町・大刀洗町・東峰村）

出願受付順に書類選考と面接を行います。
電話・FAX・ホームページから
福岡県退職教職員協会朝倉支会では、地域教育文
■受付期間：８月１日〜 10 月 20 日（新入生・編入生）
化事業の一つとして歴史探訪を実施します。
８月１日〜 11 月 20 日（転入生）
ご希望の方は、下記のとおり申込みください。
■問合せ先：NHK 学園高等学校
■期日：10 月２日（日）
電話：042‐573‐8111
■歴史探訪場所：
フリーダイヤル：0120‐4514‐24
○秋月：武家屋敷、長生寺、古心寺、腹切寺、黒門、
http://www.n-gaku.jp/sch
長屋門
○三輪：大己貴神社、仙道古墳、栗田遺跡、峯遺跡、
○特定感染症相談検査や B 型・C 型
焼の峠古墳
肝炎検査を受けましょう
■集合場所：９:00 バサロ（杷木久喜宮）
９:30 朝倉市役所
全国で１日に約４人の方が HIV に感染しています！
■申込み先：朝倉市堤 1600‐２ 教育会館
（電話不可）
■朝倉総号庁舎での相談検査（要予約）
※ハガキに①氏名②住所③電話番号を記入してください。
○毎週火曜日 受付時間 ９:00 〜 10:00
※ FAX でも受付けます。（FAX：72‐4868）
○場所 朝倉総合庁舎
朝倉総合庁舎 ２階
■申込締切：９月 20 日（火）
朝倉市甘木 2014‐１
■募集人員：45 名（先着順）
■久留米総合庁舎での相談検査（予約不要）
※参加料は無料です。
○毎週火曜日 受付時間 ９:00 〜 11:00
11:00

○歴史探訪のお誘い

○場所

久留米総合庁舎 ３階
久留米市合川町 1642‐１
○平成 22 年度障がい者雇用促進
年度障がい者雇用促進面談会
面談会
■検査項目：
■日 時：
①特定感染症（匿名）
【福岡会場】
９月 27 日（火）12:00 〜 16:00
エイズ（HIV）検査（久留米は迅速検査）・
【北九州会場】10 月 19 日（水）12:00 〜 16:00
梅毒検査・クラミジア検査
【筑豊会場】 10 月 14 日（金）13:00 〜 16:00
② B 型・C 型肝炎検査（実名での検査となります
型肝炎検査（実名での検査となります）
）
【筑後会場】 10 月 ７日（金）12:00 〜 16:00
■結果説明：
■会 場：
久留米総合庁舎で実施するエイズ検査（迅速検査）
久留米総合庁舎で
実施するエイズ検査（迅速検査）
【福岡会場】福岡国際会議場
については、
採血約１時間後にご本人へ説明します。
福岡市博多区石城町 2‐1 電話 092‐262‐4111
その他検査は１週間後に来所いただき、直接直接結
【北九州会場】西日本総合展示場新 AIM ビル３階
果を説明します。
北九州市小倉北区浅野 3‐8‐1 電話 093‐511‐6848
■その他：特定感染症相談検査は匿名で受けられます。
■その他：特定感染症相談検査は匿名で
受けられます。
【筑豊会場】のがみプレジデントホテル
検査料金は無料で、プライバシーは厳守した個別相
飯塚市新立岩 12‐37 電話 0948‐22‐3840
談が受けられます。
【筑後会場】 久留米リサーチセンタービル
■問合せ先：福岡県北筑後保健福祉環境事務所
久留米市百年公園 1‐1 電話 0942‐37‐6111
保健衛生課 感染症係
■参加者：求人事業主（各企業人事部課長等）
朝倉市甘木 2014‐１（朝倉総合庁舎）
求職者（障がい者）
電話：22‐4190（感染症ホットライン）
■主 催：福岡県労働局、公共職業安定所、福岡県、
■問合せ先：朝倉公共職業職業安定所
電 話：22‐8609 FAX：23‐1359
（有料広告）

○ NHK 学園 後期入学生徒募集
■履修年数：３年（だだし、転編入あり）
■募集対象：中学校を卒業した後、高等学校に入学
していない者。高等学校を途中退学した者。高等
学校に在籍中の者。
■申込方法：ご請求により入学案内と願書をお届け。
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