
１８歳以上の発達障害者とその保護
者を対象とした交流会(県障害者福
祉課主催)を毎月県内２カ所で開催
しています｡日頃の思いを同じ立場
の方同士で話してみませんか。日程
や各回の交流会のテーマなど、詳し
くはホームページをご覧ください。
〈開催場所〉
イイヅカコミュニティセンター(飯
塚市飯塚)、クローバープラザ(春
日市原町)など
〈定員〉各回１０人程度　※先着順、
参加無料
〈申し込み･問い合わせ〉ＮＰＯ法人
発達障がい者就労支援ゆあしっぷ
☎０７０-５４８２-３４３２
ファクス　０９２-584-8486
……………………………………

◀このマークがあるものは、県ホーム
　ページにも情報を掲載しています。

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

【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】上記ホームページ
※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。

県政提案メール
県政に対するご意見、ご提案を受け付けています。

情報のひろば

大人の発達障害者等のための
交流会

種まき・作付けから収穫まで、プロ
の農家の指導で野菜づくりを満
喫してみませんか？平成２８年４月
からの入園者を募集します。説明
会の日程など、詳しくはお問い合
わせください。
〈場所〉久山町、粕屋町の農園
〈会費〉１区画（３０㎡）当たり年間
４万５千円程度
〈問い合わせ〉広域地域振興課　
☎０９２-６４３-３１８１
〈ホームページ〉
http://kasuya-chunanbu.jp/
……………………………………

農業体験入園

福岡県学生会館入館生

「第２８回アジア太平洋こども会
議・イン福岡」に参加する外国の
子どもたちやその引率者を自宅
に招き、一緒に生活するホスト
ファミリーを募集します。
〈募集予定数〉約２６０家庭
〈応募方法〉
ホームページから申込用紙をダウ
ンロードし郵送またはインター
ネットで応募
〈応募締切〉平成２８年２月１７日
（水）１８時※必着
〈受け入れ時期〉
平成２８年７月１５日から１週間程度
〈問い合わせ〉NPOアジア太平洋
こども会議・イン福岡
☎０９２-７３４-７７００
〈ホームページ〉
http://www.apcc.gr.jp/　
……………………………………

早期治療・継続的な定期検査はそ
の後の重症化を予防することが
できます。ぜひ、ご活用ください。
〈助成対象〉
①肝炎ウイルス検診で陽性と判
定された人の精密検査費用
②肝炎ウイルスが原因となる慢性
肝炎・肝硬変・肝がん患者の定期
検査費用※条件あり
〈問い合わせ〉お住まいの地域の
保健所
県健康増進課
☎０９２-６４３-３３０７
……………………………………

ホストファミリー大募集！

入居の必要状況を点数化し､点数
の高い方から順に入居者を決定
します｡募集対象団地および募集
戸数については、平成２８年１月１２
日から配布する募集案内書また
はホームページをご覧ください。
〈申込締切〉平成２８年１月２０日（水）
〈募集案内書配布場所〉
市区町村役場､福岡県住宅供給
公社、各地区の公社管理事務所・
各出張所、県庁総合案内､県営住
宅課、各地区県民情報コーナー
〈問い合わせ〉福岡県住宅供給公社
☎０９２-７８１-８０２９
〈ホームページ〉
http://www.lsf.jp
……………………………………

県営住宅入居者
（ポイント方式）

文化・芸術の祭典「ふくおか県民
文化祭」の来年度の開催テーマを
募集します。採用者には、九州国
立博物館ペア招待券と図書カード
（５千円分）をプレゼント！
〈応募締切〉１月２９日（金）※必着
〈応募方法〉①テーマ②テーマの説
明③郵便番号④住所⑤電話番号⑥
氏名⑦年齢⑧職業（在学中の場合
は学校名、学年）を明記のうえ、ハガ
キ、ファクス、電子メールで応募。
〈応募先〉
郵送　〒８１２-８５７７　福岡県県民
文化スポーツ課文化班※住所不要
ファクス　０９２-６４３-３４０８
電子メール
kenbun@pref.fukuoka.lg.jp
〈問い合わせ〉県民文化スポーツ課
☎０９２-６４３-３３８２
〈ホームページ〉
http://www.kenbunsai-fuku
oka.jp
……………………………………

〈受験資格〉高校入学資格がある満
２０歳以上の人（平成２８年４月１日
現在）
〈試験日〉平成２８年３月８日（火）・９日（水）
〈選抜方法〉作文※面接を行う学校あり
〈願書配布場所・試験会場〉
志願先高校
〈願書受付期間〉
平成２８年２月１５日（月）～２２日
（月）（最終日は正午まで）
※一部当該特例措置のない学校あり
〈問い合わせ〉高校教育課
☎０９２-６４３-３９０４または志願先高校 
……………………………………

第２４回ふくおか県民文化祭２０１６
開催テーマ

募　集

県立高校定時制課程入試
（特例措置）

試　験 肝炎ウイルス陽性者の
検査費用を助成しています

職場や地域で活躍したいとお考え
の高齢者の皆さんを後押しします！
〈内容〉企業との面談、専門相談員へ
の相談など　※参加無料・申込不要
〈日時〉平成２８年２月１０日（水）１３
時～１６時（受付１２時～１５時３０分）
〈場所〉北九州市立商工貿易会館
（小倉北区古船場町）
〈問い合わせ〉福岡県７０歳現役応
援センター　北九州オフィス
☎０９３-５１３-８１８８
〈ホームページ〉http://70-f.net/
……………………………………

中小企業者の経営の改善及び向上に対する自主的な取組が促進される
こと。
県、関係機関、県民が相互に連携し、協力することにより推進されること。
多様な産業の集積、豊富な人材、高品質な農林水産物その他の本県の
有する特性が活かされること。
小規模企業の振興については、その事業の持続的な発展が図られるよ
う十分な配慮がなされること。

中小企業の成長段階に応じて支援
・創業の促進
・経営基盤の強化の促進
・新たな事業展開の促進
小規模企業者の事業の持続的な発展を支援
地域において支援体制を整備して、関係
機関が緊密に連携し支援

高齢者のための
しごと・ボランティア合同説明会

福岡県司法書士会では２月の間、毎
日無料面談相談会を開催します。お
気軽にご相談ください。※要予約
【平日】
〈場所〉県内各地会員事務所（相談
可能事務所はホームページに掲載）
〈時間〉９時～１７時
【土日・祝日】
〈場所〉福岡県司法書士会会館
（福岡市中央区舞鶴）
〈時間〉１０時～１２時
〈予約・問い合わせ〉福岡県司法
書士会※平日のみ受け付け
☎０９２-７２２-４１３１
〈ホームページ〉https://www.
fukuokashihoushoshi.net/　 
……………………………………

相続登記はお済みですか？

平成２８年２月１５日から３月末（予定）までの期間、工事のため全館休館
となります。再オープンの日程は後日ホームページでお知らせします。
〈問い合わせ〉福岡県立美術館　☎０９２-７１５-３５５１
〈ホームページ〉http://fukuoka-kenbi.jp/

福岡県立美術館の休館について

１９８９年の国際連合総会で採択さ
れ、わが国では１９９４年に発効した
「児童の権利に関する条約」は、１８
歳未満のすべての子どもの権利や
自由を尊重し、子どもに対する保護
と援助を図り、その健やかな成長や
幸せのためにつくられたものです。
【条約の主な内容】
●子どもは教育を受けることや遊
ぶことが認められるべきです。

●子どもは自由に考え、信じること
が認められるべきです。

●家庭環境に恵まれない子どもに
保護と援助が与えられるべきです。

●子どもは、あらゆる差別や暴力、
虐待などの不当な扱いから守ら
れるべきです。

〈問い合わせ〉
青少年課　☎０９２-６４３-３３８７
……………………………………

ご存知ですか
「児童の権利に関する条約」

子育て、非行やいじめ、ひきこもり、
就労などの悩みを抱える子どもや
若者とその保護者を対象に、電話
や面談による無料の相談窓口を開
設します。
〈日時〉平成２８年１月２９日（金）～
３０日（土）９時３０分～１６時３０分
〈相談専用電話番号〉
☎ ０９２-５７４-５５４１
〈場所〉大野城まどかぴあ（大野城
市）※面接の事前予約可
〈予約・問い合わせ〉青少年課
☎０９２-６４３-３３８８ 
……………………………………

親と子のなやみ相談窓口

中小企業振興条例を制定しました

電話で「お金」は
すべて詐欺！

すぐに相談、１１０番！

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

省エネ・節電に取り組む「エコ
ファミリー」を募集しています。
参加世帯には、協賛店で割引
などの特典が受けられる「エコ
ファミリー応援パスポート」を
進呈します。
〈問い合わせ〉環境保全課
☎０９２-６４３-３３５６
省エネ・節電に関する情報は
こちら→

ふくおか省エネ・節電
県民運動実施中！

お知らせ

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

福岡県警　ニセ電話　検索

ふくおかエコライフ　検索

〈対象〉東京近郊の大学に初めて
入学する（見込み可）学生で、保護
者が福岡県内に居住し、生活の本
拠を有する人
〈募集予定人数〉英彦寮（男子）５０人、
筑紫寮（女子）２０人※洋室･１人部屋
〈募集期間〉１２月２４日（木）～平
成２８年２月１日（月）
〈入館期間〉平成２８年４月１日から２
年間
〈負担経費〉入館費：５万円、館費：
月額５万円（朝･夕食費込み）
※電気使用料など別途負担あり
〈所在地〉神奈川県横浜市青葉区
荏田西
〈問い合わせ〉福岡県教育文化奨
学財団
☎０９２-６４１-７３２６
……………………………………

えい　げん

つく　し

中小企業の振興を総合的かつ計画的に推進し、本県経済の健全な発展及び県民生活の向上を図るため、
平成２７年１０月、「福岡県中小企業振興条例」を制定しました。

問い合わせ：中小企業振興課　☎０９２-６４３-３４２５

～全ての関係者が連携・協力して中小企業を支援していきます～

【基本理念】 【基本的施策】
○

○
○

○

○

○
○

福岡県中小企業振興条例　検索
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飲酒運転は、
絶対しない！　
させない！　
許さない！

飲酒運転をしてしまいそうな
人、身近な人の飲酒運転に悩
んでいる人などからの相談に
親身に応じます。
〈相談時間〉
平日１０時～１２時、１３時～１６時
〈相談専用電話〉
☎０９２-６０９-９１１０

写真家の横山二郎氏がフィンラン
ド北部で撮影したオーロラの写真
を展示。美しい光が地上を包み込
む幻想的な風景や宇宙の中に浮
かぶ地球と太陽とのつながりを感
じることができます。
〈期間〉平成２８年２月６日（土）～２８
日（日）
〈場所〉青少年科学館（久留米市
東櫛原町）
〈問い合わせ〉青少年科学館
☎０９４２-３７-５５６６
〈ホームページ〉
http://www.science.pref.fukuoka.jp/
……………………………………

◀このマークがあるものは、県ホームページにも情報を掲載しています。http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

場 場所 問 問い合わせ

※イベントは天候などにより変更や中止になる
場合がありますので、確認の上、おでかけくだ
さい。福岡県ホームページ「イベント情報」にも
県内各地のおでかけ情報を掲載しています。

このマークがあるものは「ふくおかインターネットテレビ
（http：//webtv.pref.fukuoka.lg.jp）」で動画を配信しています。

大江天満神社（みやま市瀬高町大江１４８８）
みやま市社会教育課 ☎０９４４-３２-９１８３

場

問

場

問

綱敷天満宮（築上町高塚７９４-２）
築上町商工課 ☎０９３０-５２-０００１

六所宮境内粟島神社（筑後市羽犬塚６５２-１）
筑後市商工観光課 ☎０９４２-６５-７０２４

場

問

北九州市小倉都心部
小倉食市食座実行委員会 ☎０９３-５２１-６８０１

日本芸能の原点として７００年の伝統を持つ、国指定重
要無形民俗文化財の幸若舞が観覧できます。

１月２０日（水）
幸 若 舞

上野焼陶芸館（福智町上野２８１１）
上野焼協同組合 ☎０９４７-２８-５８６４

ハート型のかわいい猪口や酒器などを販売します。
バレンタインのプレゼントにいかがですか。

２月１日（月）～１４日（日）
上野焼バレンタインちょこ

糸島市志摩小富士
糸島市観光協会 ☎０９２-３２２-２０９８

可也山の南山麓に広がる約３０００本の白梅の香りが
訪れる人を魅了します。

２月中旬～３月上旬
小富士梅林

開催日により異なります。詳しくはお問い合わせください。
柳川市観光案内所 ☎０９４４-７４-０８９１

女児の健やかな成長を願った伝統行事。水上パレード
や流し雛祭りなどが開催されます。

２月１１日（木・祝）～４月３日（日）
柳川雛祭りさげもんめぐり

八女市福島地区
茶のくに観光案内所 ☎０９４３-２2-6644

八女地方独自の「箱雛」を中心に商店街など約１００カ
所に雛人形が展示されます。

２月１４日（日）～３月１３日（日）
雛の里八女ぼんぼりまつり

参加店舗がお得な割引特典や限定メニューなどを
用意。北九州市の食を楽しめます。

２月２０日（土）～２月２８日（日）
小倉食市食座

千本の白梅や紅梅が咲き乱れる中、神楽の披露や
お茶会、特産品の販売などが行われます。

２月１０日（水）～３月上旬
しいだ梅まつり

城島町民の森（久留米市城島町楢津７６４）
城島酒蔵びらき実行委員会事務局 ☎０９４２-６４-３６４９

九州最大の早春酒蔵びらき。「城島の酒飲み比べ」
や「角打ち」のほか、開放酒蔵めぐりが楽しめます。

２月１３日（土）～２月１４日（日）
城島酒蔵びらき

医薬（婦人病）の神様が祭られる粟島神社。毎年桃の
節句に祭が行われます。ミニ鳥居くぐりが人気です。

３月３日（木）
粟島神社大祭

芦屋歴史の里（芦屋町山鹿１２００）
☎０９３-２２２-２５５５

場

問

場 問

場

問

場

問

場

問

場

問

場

問

場

問

福岡藩最大の役者集団であった芦屋歌舞伎役者。
中世から明治まで続いた歴史を紹介します。

１月１９日（火）～５月１日（日）
芦屋の役者展

あんずの里市（福津市勝浦１667-１）
あんずの里市利用組合 ☎０９４０-５２-５９９５

色鮮やかなあんずの花と一緒に歌や踊りが楽しめ
ます。だんご汁３０００食の振る舞いもあります。

３月１３日（日）
あんず祭り②幸若舞（みやま市）

③上野焼バレンタインちょこ（福智町）
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日本固有の領土である北方
領土は、ロシアによって不法
に占拠されたまま現在に至っ
ています。一日も早い北方領
土の返還に向けて国民世論
を盛り上げましょう。
〈問い合わせ〉県民情報広報課
☎０９２-６４３-３１０１　

２月７日は
「北方領土の日」

催　し
巡回展

「オーロラ～宇宙からの手紙～」 福岡三越で、障害者の皆さんがつ
くる選りすぐりの「まごころ製品」
を一堂に展示、販売します。
〈日時〉平成２８年１月２０日（水）～
２４日（日）１０時～２０時
※最終日は１８時まで
※１月２３日（土）、２４日（日）はプ
ロの料理人と障害者の皆さんに
よる共同制作の料理を提供します。
〈場所〉福岡三越９階催物会場（福
岡市中央区天神）
〈問い合わせ〉障害者福祉課
☎０９２-６４３-３２６３
ファクス ０９２-６４３-３３０４　
……………………………………

「まごころ製品」大規模販売会

〈日時〉平成２８年１月２３日（土）
１３時～１６時４５分
〈場所〉パピヨン２４ガスホール（福
岡市博多区千代）
〈内容〉講演「認知症の人に学び、
ともに歩む社会の生き方」（元
NHKキャスター　町永俊雄さん）、
認知症サポーター養成講座、コン
サート、展示・販売コーナー
〈定員〉先着５００人　※参加無料
〈申し込み・問い合わせ〉福岡県高
齢者グループホーム協議会　
☎０８０-９０５６-４２５０
〈ホームページ〉
http://www.fukuokagh.sak
ura.ne.jp/hp/
……………………………………

認知症あったか
ホームコンサート 

筑後地域に空き家をお持ちの方や
筑後地域への移住をお考えの方を
対象としたセミナーです。
〈日時〉２月２８日（日）１３時～１６時
〈場所〉アクロス福岡（福岡市中央区）
〈内容〉ちくご暮らしの魅力を語る
シンポジウム、空き家バンク相談会
〈定員〉１００人　※先着順、参加無料
〈申込締切〉２月１９日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉広域地域
振興課　☎０９２-６４３-３１７７
〈ホームページ〉
http://kurashi.chikugolife.jp/
……………………………………

ちくごで暮らすための
空き家活用セミナー

HPHP

HP

HP

ちょ　こ

こう    わか   まい

あが の

あわ　しま

ろくしょぐう

はこ　びな か　　や　さん

アンケート　
最も関心を持たれた記事を一つ選び以下の番号でお答えください。
①特集：森口博子さんとの対談②エコトンがゆく！③県政フラッシュ④いよ
いよマイナンバーの利用が始まります⑤性暴力被害者支援センター・ふくお
か⑥ふくおかの食⑦情報のひろば⑧おでかけクリップ
今後取り上げてほしい県政情報（「県民幸福度日本一」の１０の柱に沿った項目） 
の中から一つ選び以下の番号でお答えください。
①産業・雇用②防災・防犯③生きがいづくり（高齢者・障害者）④女性の活躍
⑤子育て支援⑥教育・青少年育成⑦医療・健康⑧協働・ＮＰＯ 
⑨エネルギー・環境⑩文化・国際交流⑪その他（具体的に）
感想

応募方法
郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号と次のアンケート３問に対する回答をご記入
の上、平成２８年１月３１日（消印有効）までにご応募ください。当選者には電話連絡させ
ていただく場合があります。

: 県民情報広報課「福岡県だより1月号」プレゼント担当
: 〒８１２-８５７７（住所の記入は不要です）
: ０９２-６３２-５３３１
: ふくおか電子申請サービス　
: kouhou@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県東部の豊前海育ちの「豊前海一
粒かき」。身入りが抜群に良く、大粒で濃
厚な味わいが特長です。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会

あ て 先
は が き
ファクス
電子申請
電子メール

1

2

3

携帯版はこちらから▶

ふくおか電子申請　福岡県だより　検索

「豊前海一粒かき」
（２kg ／箱×５人）

プレゼントコーナー

「飲酒運転相談窓口」を
ご利用ください

10 FUKUOKA  PR EFECTUR E  NEWS FUKUOKA  PR EFECTUR E  NEWS 11

福智町

みやま市芦屋町

柳川市

糸島市

築上町

久留米市

筑後市北九州市

福津市

八女市


