
〈日時〉３月１９日（土）１３時～１６時
〈場所〉石橋文化センター共同
ホール（久留米市野中町）
〈内容〉防災知識や地域住民の連
携に関する講演、県防災賞等表彰
式など
〈定員〉４６７人※参加無料、先着順
〈申込締切〉３月１８日（金）１３時
〈申し込み・問い合わせ〉
消防防災指導課
☎０９２-６４３-３１１３Ⓕ０９２-６４３-３１１７
http://www.bousai.pref.

fukuoka.jp/
……………………………………

世界各国の青年との交流を通じて、
相互理解と友好を深め、広い国際的
視野を養い、さまざまな分野で活躍
できる青年の育成を目指すプログラ
ムです。
〈訪問先〉アジア、ヨーロッパなど
〈募集年齢〉１８～３０歳（青年社会活
動コアリーダー育成プログラムは
２３～４０歳）※自己負担あり
〈申込締切〉３月２３日（水）必着
〈申し込み・問い合わせ〉青少年課
☎０９２-６４３-３３８７Ⓕ０９２-６４３-３３８９
……………………………………

〈対象〉訪問看護に従事して３年未満
の看護職員（従事予定者を含む）
〈期間〉６月１日（水）～１０月５日（水）
の間に２５日間実施
〈時間〉９時３０分～１６時３０分
〈場所〉
【講義・演習】ナースプラザ福岡（福
岡市東区馬出）
【実習】県内訪問看護ステーション、
保健所、地域包括支援センター、保
健・福祉施設など
〈定員〉５０人
〈参加費用〉５万円（資料代など）
〈申込締切〉４月２８日（木）　　
〈申し込み・問い合わせ〉
福岡県ナースセンター
☎０９２-６３１-１２２１Ⓕ０９２-６３１-１２２３
　　https://www.fukuoka-kango.or.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/

【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

世界各国の青年と交流しませんか
（内閣府青年国際交流事業）

訪問看護師養成講習会

九州・山口の魅力ある１２０社が集ま
る合同会社説明会・面接会を東京
で開催します。関東にお住まいのお
子さん、友人におすすめです ！
※参加無料、申込不要
※面接希望者（平成２９年３月卒業
予定者は対象外）は事前申込・登録
が必要。
〈対象〉平成２９年３月および平成
２８年３月大学等卒業予定者、４０歳
未満のＵＩＪターン就職希望者
〈日時〉３月２１日（月・祝）
【説明会】１２時～１７時
【面接会】１７時１５分～２０時
〈場所〉東京ドームシティプリズム
ホール（東京都文京区後楽）
〈問い合わせ〉労働政策課
☎０９２-６４３-３５９２Ⓕ０９２-６４３-３５８８
……………………………………

募　集

九州・山口UIJターン
就職応援フェア

教育職員免許状の更新対象者が
免許状を更新するためには、更新
講習を受講・修了し、免許管理者
に申請を行う必要があります。
なお、平成２８年４月から講習内
容が必修・選択必修・選択の３領
域に変わります（経過措置あり）。
具体的な講習内容は、文部科学
省や講習を開設する大学、県の
ホームページなどでご確認くだ
さい。
〈問い合わせ〉教職員課
☎０９２-６４３-３８９１Ⓕ０９２-６４３-３８９６
……………………………………

教育職員免許状の更新

退職などにより、会社の健康保険
の被保険者でなくなったときは、国
民健康保険の加入の届け出が必要
です。また、国民健康保険に加入し
ていた人が、会社の健康保険に加
入したときは、資格喪失の届け出
が必要です。届け出は理由が生じ
た日から１４日以内に、お住まいの
市区町村の窓口で行ってください。
〈問い合わせ〉市区町村の国民健康
保険担当課、県医療保険課
☎０９２-６４３-３３００Ⓕ０９２-６４３-３３０３
……………………………………

国民健康保険の加入、資格喪失は
届け出が必要です

一級建築士の資格を持ち、住宅に
関する広い知識を備えた相談員が、
住まいについての相談をお受けし
ます。マンションの建替や敷地売却
などに関する相談も可能です。
〈問い合わせ〉住宅リフォーム・紛争
処理支援センター
☎０５７０-０１６-１００(ＰＨＳ、一部ＩＰ電
話の場合は、☎０３-３５５６-５１４７)

……………………………………

住まいの相談窓口
「住まいるダイヤル」

家庭で使う電気は、これまで各地
域の電力会社からのみ購入できま
したが、４月から、国の登録を受け
た事業者からも購入できるように
なります。事業者には、契約を結ぶ
際に、電気料金や解約時の条件な
どを消費者に説明することが義務
付けられています。よく確認して契
約を結びましょう。
〈問い合わせ〉
①電力の小売自由化の制度など
　経済産業省電力自由化お問い合
　わせ窓口
　☎０５７０-０２８-５５５ 
　県エネルギー政策室
　☎０９２-６４３-３１４８Ⓕ０９２-６４３-３１６０
②契約締結時のトラブルなど
　経済産業省電力取引監視等委員会
　☎０３-３５０１-５７２５
　*dentorii@meti.go.jp
　　　　http://www.emsc.meti.go.jp/
……………………………………

電力小売の全面自由化が
始まります！

お知らせ 催　し

〈日時〉５月１５日（日）午前０時から
〈回数券の払戻し期間・場所〉
５月１５日（日）～１１月３０日（水）
冷水道路料金所（筑紫野市山家）
〈問い合わせ〉
福岡県道路公社
☎０９２-６４１-０１０３Ⓕ０９２-６４１-０２０２
　 http://www.fukuoka-dk.jp/
……………………………………

東日本大震災の発生から、間も
なく５年になろうとしています。
福岡県の皆さまには、ご寄付や
ボランティア活動、応援職員の
派遣など心温まるご支援を賜
り、心よりお礼申し上げます。
復興への道のりはまだ長く続き
ますが、復興に向かって進む宮
城県をこれからも見守ってくだ
さいますよう、よろしくお願いい
たします。

〈問い合わせ〉
宮城県震災復興推進課
☎０２２-２１１-２４４３Ⓕ０２２-２１１-２４９３

復興の様子や各地の取り組みを発信しています

冷水道路が無料になります！

宮城県からのお知らせ

福岡県では危険ドラッグなどの
薬物の危険性を知ってもらうた
め、若者向けの啓発サイトを開
設しました。
「違法薬物は買わない、使わない、
かかわらない」福岡県から薬物乱
用をなくしましょう。

〈問い合わせ〉
薬務課
☎０９２-６４３-３２８７
Ⓕ０９２-６４３-３３０５

薬物乱用防止啓発サイト
を開設しました

子宮頸がん予防ワクチンには、子
宮頸がんの原因となるウイルス
に感染することを防ぐ効果があり
ますが、接種後に、ワクチンとの
因果関係を否定できない持続的
な痛みなどの症状が現れること
があります。
県では、総合相談窓口を設置して
います。
お気軽にご相談ください。

〈問い合わせ〉
保健衛生課
☎０９２-６４３-３２６８Ⓕ０９２-６４３-３２８２
……………………………………

子宮頸がん予防ワクチンに
ついてご相談ください

HP

HP

HP

福岡県地域防災シンポジウム

５月１日、２日に開催されるG7北
九州エネルギー大臣会合を前に、
県内の中学生、高校生が、エネル
ギーについて議論します。
〈日時〉４月１７日（日）１４時～１６時３０分
〈場所〉北九州国際会議場（北九
州市小倉北区浅野）
〈内容〉中学生・高校生による発表、
北九州産業学術推進機構理事長
國武豊喜さんによる講演など
〈定員〉５００人※参加無料、先着順
〈申込締切〉４月８日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉北九州市エ
ネルギー大臣会合推進室
☎０９３-５８２-２８１３Ⓕ０９３-５９１-２５６６

……………………………………

日本政府からユネスコに推薦
書が提出されました。
引き続き、平成２９年度の世界
遺産登録に向けた取り組みを
進めていきます。

ユースエネルギーサミット
北九州（YES北九州）

「『神宿る島』宗像・沖ノ島と
関連遺産群」

ユネスコに推薦書提出！

福岡県の海外派遣事業（福岡県青
年の翼、世界に打って出る若者育
成事業など）に参加した若者たち
が海外研修で学んだことや感じた
こと、将来の夢などを語ります。
※参加無料、申込不要
〈日時〉３月２１日（月・祝）１３時～１７時
〈場所〉九州大学医学部百年講堂
（福岡市東区馬出）
〈問い合わせ〉青少年課
☎０９２-６４３-３３８７Ⓕ０９２-６４３-３３８９
……………………………………

ふくおか若者
魁（さきがけ）大会

会場内にある４つの謎を解いて、隠
された秘宝を見つけ出そう ！ 実際
の現場で使われている指紋や足跡
の鑑定などの科学捜査を学べる
「科学捜査展」も同時開催。
〈期間〉３月１２日（土）～５月８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Ⓕ０９４２-３７-３７７０
http://www.science.pref.

fukuoka.jp
……………………………………

住み慣れた家で最期まで暮らす「在宅
ホスピス」について考えてみませんか？
〈日時〉３月２０日（日）１３時～１６時３０分
〈場所〉アクロス福岡（福岡市中央
区天神）
〈内容〉在宅医療の専門家によるミ
ニ講演や在宅療養に関する相談、在
宅ホスピス体験者と語り合うコー
ナーなど※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉ＮＰＯ法人緩和ケア
支援センターコミュニティ
☎０９２-８３４-６７４１Ⓕ０９２-８９４-５５８０
……………………………………

在宅ホスピスフェスタ
２０１６

県HP

県HP

HP

HP

☎電話番号　Ⓕファクス番号　*メールアドレス　　　ホームページHP

子宮頸がんワクチン 福岡県　検索

北九州エネルギー大臣会合　検索

住まいるダイヤル　検索

福岡県薬物乱用防止啓発サイト　検索
ココロプレス　検索

 

ご支援に感謝いたします

「名探偵コナン 謎解きチャレンジ　
隠された秘宝を見つけだせ！」＆

「科学捜査展」

 

絶対しない！ させない！ 許さない！

県HP

県HP

県HP

県HP

県HP

県HP

県HP

県HP

飲酒運転は、電話で「お金」は
すべて詐欺！

すぐに相談、１１０番！
福岡県警　ニセ電話　検索
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