
　県内には、さまざまな事情で義務
教育を受けることができなかった人
などが、読み書きや計算など小・中
学校程度の内容を勉強できる自主
夜間学級があります。授業料は無料
です。※文具や課外活動費などは実費
　また、居住地に関わらず、対象とな
る人はどなたでも通えます。
　義務教育課
☎０９２-６４３-３９０８Ⓕ０９２-６４３-３９１２

［県内の自主夜間学級］
城南中学校「夜間学級」（北九州市）
〈場所〉城南中学校（北九州市小倉南
区富士見）
〈日時〉毎週月曜日～金曜日
１９時～２１時
〈対象〉十分な義務教育を受けられ
なかった１５歳以上の人（留学生は
除く）
　城南中学校「夜間学級」運営委員
会事務局
☎０８０-３１８５-７９５８Ⓕ０９３-５７１-５０９６

穴生・中学校「夜間学級」（北九州市）
〈場所〉①穴生小学校（北九州市八幡
西区穴生）②穴生市民センター（北
九州市八幡西区鷹の巣）
〈日時〉①毎週月曜日・火曜日
１９時～２１時
②毎週木曜日１９時～２１時
〈対象〉十分な義務教育を受けられ
なかった１５歳以上の人（留学生は
除く）
　穴生・中学校「夜間学級」運営委員
会事務局
☎０９０-９４９５-９６１１

自主夜間中学「よみかき教室」（福岡市）
〈場所〉千代中学校（福岡市博多区千代）
〈日時〉毎週水曜日１８時３０分～２０
時３０分、金曜日１９時～２０時３０分
〈対象〉十分な義務教育を受けられ
なかった人など
　よみかき教室
☎０８０-２７３０-７８０６

【あて先】〒812-8577（住所不要）県民情報広報課広聴係  【ファクス】092-643-3107  【インターネット】左記ホームページ
※各種募集などで収集した個人情報は、当該業務の目的以外には使用しません。

県政に対するご意見、ご提案を受け付けています。

県政提案メール

　ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）を使
用した安定器の保有状況調査のた
め、建物登記簿などを基に、県内で
昭和５２年３月以前に建築された
建物（北九州市、福岡市、大牟田市、
久留米市を除く）をお持ちの人へ
11月上旬から調査票を送付します。
調査票が届いた人は必ずご回答く
ださい。
　廃棄物対策課
☎０９２-６４３-３３６３Ⓕ０９２-６４３-３３６５

ＰＣＢ使用安定器保有状況調査
にご協力ください

問

問

問

問

県HP

　県と市町村のさまざまな情報が満
載の「福岡県民手帳」の販売を１１月
中旬ごろから開始します。ハンド
ブック判（１０００円、黒のみ）、標準
判（６００円、黒・紺・ワインレッド・ス
モークブルー）、ポケット判（５００円、
黒・ワインレッド）の７種類があります。

　福岡県統計協会
☎０９２-６４１-３５６０Ⓕ０９２-６４３-３１９２

福岡県民手帳（２０２０年版）
を発売します

問

県HP

　県では、さまざまな人権問題で悩
んでいる人からの相談に法律的な
観点で助言を行う電話法律相談を
１０月から毎月第４金曜日に実施し
ます。福岡県弁護士会の弁護士が対
応します。相談料は無料、秘密は厳
守します。

　人権・同和対策局調整課
☎０９２-６４３-３３２５Ⓕ０９２-６４３-３３２６

ふくおか人権ホットラインを
開設します

問

県HP

ふくおか人権ホットライン
☎０９２-７２４-２６４４
毎月第４金曜日１５時～１８時

自主夜間学級
をご存じですか？

問
検索福岡県民手帳２０２０ 

https://www.no-drugs-fukuoka.jp/

　「久留米の地宝」「高良大社」「神子
栄尊」「近代洋画」「伝統工芸」の５つ
のテーマから、久留米地域の歴史や
文化を紹介します。
〈期間〉１０月１２日(土)～１２月８日
（日）９時～１６時３０分（入館は１６時
まで）
〈場所〉九州歴史資料館（小郡市三沢）
〈観覧料〉一般２１０円、高校生１５０円
※６５歳以上および中学生以下は無料
※身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている人および介護者は無料
　九州歴史資料館
☎０９４２-７５-９５０１Ⓕ０９４２-７５-７８３４
　　http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/
kyureki/

九州歴史資料館特別展
「久留米―その歴史と文化―」

問

　パスに掲載している１３２の施設
でクーポンを提示すると、入館料の
割引や記念品のプレゼントなどの特
典を受けることができます。冊子版
は日本語・英語の２カ国語、スマホな
どで利用できるウェブ版は日本語・
英語・中国語・韓国語の４カ国語で
記載しています。
　この機会にお得にミュージアム巡
りをしてみませんか。
〈配布場所〉観光案内所、パスに掲載
されている美術館・博物館など
〈利用期間〉令和２年１月３１日（金）
まで
　文化振興課
☎０９２-６４３-３３８３Ⓕ０９２-６４３-３３４７

ミュージアム周遊パスで
九州・沖縄の美術館や
博物館を巡ろう！

問

県HP

　期間中、県と企業・店舗・市町村な
どが連携し、「家族・子育て」をテーマ
とした自然体験教室などのイベント
を開催する他、施設の入場割引など
を行います。
　子育て支援課
☎０９２-６４３-３３１１Ⓕ０９２-６４３-３２６０
　　http://kazoku.pref.fukuoka.lg.jp

１１月は
「ふくおか・みんなで家族月間」です
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問

救急車の利用や最寄りの医療機関についてアドバイスします。
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