
クラシック界のスーパー
スター ！マルタ・アルゲリッ
チの音楽祭を、今年も５月
に大分・別府を中心に開
催します。今年は世界的指揮者・小澤征爾を迎え、
二大巨匠による「唯一無二」の歴史に残る名演を大
分の地で体感できます。
おんせん県おおいたで、アルゲリッチの奏でる極上
の音泉（ＯＮＳＥＮ）をご堪能ください。
〈日程〉５月６日（土）～２６日（金）
〈場所〉しいきアルゲリッチハウス（大分県別府市野 
口原）、ビーコンプラザ（大分県別府市山の手町）、ｉｉｃ
ｈｉｋｏ総合文化センター（大分県大分市高砂町）など
〈問い合わせ〉公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財団
☎０９７７-２７-２２９９Ⓕ０９７７-２７-２３０１

消費税率引き上げに伴い、所得が
少ない人への影響を緩和するため、
平成２８年度臨時福祉給付金の支
給対象者に支給されます。
〈支給対象〉平成２８年度分の住民
税が非課税の人（生活保護などを
受けている場合や課税者の扶養親
族になっている場合などを除く）
〈支給額〉１人につき１万５千円
〈申請方法〉申請受付は３月ごろか
ら開始予定です。詳細は各市町村
からの通知などでご確認ください。
〈給付金の申請・問い合わせ〉
平成２８年１月１日時点で、住民票があ
る市町村の臨時福祉給付金担当課
〈制度に関する問い合わせ〉
厚生労働省専用ダイヤル（９時～１８時）
☎０５７０-０３７-１９２
IP電話０３-６６２７-１２９０
または０６-７７３１-２３７０Ⓕ０６-６６４５-６２７８
〈申請窓口に関する問い合わせ〉
保護・援護課
☎０９２-６４３-３３１５Ⓕ０９２-６４３-３３０６
　　http://www.2kyufu.jp/

〈問い合わせ〉八代妙見祭保存振興会
（事務取次 ： 八代市文化振興課）
☎０７０-５８１９-８２４６Ⓕ０９６５-３３-４５１６

アンケート　
「福岡県だより３月号」で最も関心を持たれた記事を一つお答えください。
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２9年３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３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

有明海育ちの「福岡有明のり」。香り豊
かで口溶けがよく、舌の上にうま味が広
がるのが特長です。
提供：福岡県農林水産物ブランド化推進協議会
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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

八代妙見祭　検索 アルゲリッチ音楽祭　検索

福岡有明のり
（焼きのり半切５枚１パック５袋入り×５人）

プレゼントコーナー

情報のひろば
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春の特別展
「未来のデジタル科学館
～一足先に未来の遊びを体験しよう！～」
楽しみながら科学の勉強ができる
アトラクションが盛りだくさん。 
〈日程〉３月１１日（土）～５月７日（日）
※定員なし、申込不要
〈場所〉福岡県青少年科学館
（久留米市東櫛原町）
〈参加費〉入館料：（大人）４００円
（児童生徒）２００円、展示場とコス
モシアターのお得なセット券：（大
人）７００円（児童生徒）３５０円
※土曜日は児童・生徒（高校生以
下）無料
〈問い合わせ〉福岡県青少年科学館
☎０９４２-３７-５５６６Ⓕ０９４２-３７-３７７０
http://www.science.pref.

fukuoka.jp/

狂犬病は人にも感染し、発症する
とほぼ１００パーセント死亡する病
気です。予防のため、犬の飼い主は
毎年４月から６月の期間中に狂犬
病予防注射を飼い犬に受けさせま
しょう。犬の登録と鑑札・注射済票
の装着も飼い主の義務です。
〈問い合わせ〉保健衛生課
☎０９２-６４３-３２８１Ⓕ０９２-６４３-３２８２

４月から６月は狂犬病
予防注射月間です 県HP

県の海外派遣事業（福岡県グロー
バル青年の翼事業、世界に打って
出る若者育成事業、青少年アンビ
シャスの翼事業）に参加した若者
が、海外研修で感じたことや学ん
だこと、将来の夢などを語る研修
報告会です。
〈日時〉３月２６日（日）１３時～１７時
〈場所〉九州大学医学部百年講堂
（福岡市東区馬出）
〈定員〉３５０人※参加無料、申込不要
〈問い合わせ〉青少年育成課
☎０９２-６４３-３３８７Ⓕ０９２-６４３-３３８９

ふくおか若者
魁（さきがけ）大会 県HP

戦没者などの遺族に対する特別弔
慰金の請求期限は、平成３０年４月２
日（月）までです。戦没者の死亡当
時のご遺族で、要件を満たす人に
支給されます。対象となる遺族の人
でまだ請求がお済みでない場合は、
下記請求窓口へお問い合わせの上
請求してください。
※平成２７年４月１日時点で、遺族に
公務扶助料などの年金給付を受け
る人がいないなどの要件がありま
す。詳しくはお問い合わせください。
※遺族のうち優先順位の最も高い
お１人に支給されます。
※戦没者の死亡後に生まれた人は
支給対象になりません。
〈支給内容〉額面２５万円、５年償還
の記名国債
〈請求窓口〉お住まいの市区町村
の援護担当課
〈問い合わせ〉お住まいの市区町村
の援護担当課または県保護・援護課
☎０９２-６４３-３３１３Ⓕ０９２-６４３-３３１４

「第１０回特別弔慰金」の
請求はお済みですか 県HP

業務用エアコンや冷凍冷蔵機器に
は、点検などの義務が課されてい
ます。フロン類の漏えい防止のた
め、機器を正しく管理しましょう。点
検については、製造元にお問い合
わせください。県主催の説明会も
実施しています。詳しくはホーム
ページでご確認ください。
※国や県の指示をかたる点検調査
やフロン入れ替えの勧誘にご注意
ください。
〈問い合わせ〉環境保全課
☎０９２-６４３-３３６０Ⓕ０９２-６４３-３３５７

県HP

●テレビ番組
　TVQ「ハロー！ふくおか県」
　　毎週土曜日放送 20時54分～21時
　R KB「福岡県庁知らせた課」
　　毎週日曜日放送 16時54分～17時
●ラジオ番組
　FM福岡「福岡県だより」
　　毎週月・木曜日 9時35分～9時40分

福岡県の広報活動 ●広報誌「グラフふくおか」
　３・６・９・１２月２０日発行

●新聞「福岡県からのお知らせ」
　偶数月の第３日曜日の新聞に掲載

●ふくおかインターネットテレビ
　http://webtv.pref.fukuoka.lg.jp/
　県政ニュースや観光情報などを動画で配信！

●Twitter(ツイッター）
●名　　　前…福岡県庁
●ユーザー名…@Pref_Fukuoka●福岡県ホームページ

　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ https://twitter.com/Pref_Fukuoka
アカウント

◀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/
☎電話番号　Ⓕファクス番号　電子メール　　　ホームページHP
県HP

©2010熊本県くまモン

【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。

HP

HP

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

八代妙見祭は、熊本県八代市
で約３８０年間受け継がれてき
たお祭りです。平成２８年１２月
１日、八代妙見祭を含む全国３３
件の「山・鉾・屋台行事」が、ユネ
スコ無形文化遺産に登録決定しました ！
毎年１１月２３日には、長寿や商売繁盛を願う９基の
笠鉾や、亀と蛇が合体した想像上の動物「亀蛇」な
ど、江戸時代の絵巻物を再現した神幸行列が市内
を練り歩きます。八代神社（妙見宮）や八代市立博
物館では、お祭り以外の日にも亀蛇やミニチュアの
行列の展示を見ることができます。おいしい食事
や温泉も楽しめる八代へ、ぜひお越しください。

元気です！くまもと・おおいた

第１９回「別府アルゲリッチ音楽祭」八代妙見祭が世界の宝に！！

平成28年熊本地震で被災した熊本県・大分県の復興を支援するため、紙面提供により両県の情報発信を行っています

がんばるけん！
くまもとけん！

HP

※4ページに関連情報

県警防犯アプリを活用して
身を守りましょう

私の〝みまもり〞アプリ「みまもっ
ち」好評配信中。
主な機能は
○事件・事案情報の地図表示
○現在地周辺で発生した事件・
事案情報の通知
○防犯ブザー機能
インストールして自主防犯
行動につなげましょう。
〈問い合わせ〉
県警察本部生活安全総務課
☎０９２-６４１-４１４１Ⓕ０９２-６４３-２１６３

http://www.police.fukuoka.jp/

教育職員免許状の更新

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、修了確認期限
または有効期間の満了日の２カ月
前までに、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
分かれています（経過措置あり）。
具体的な講習内容は、文部科学省、
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

県HP

臨時福祉給付金
（経済対策分）

給付金を装った不審な電話・
メールが発生しています。
「振り込め詐欺」や「個人情
報・マイナンバーの詐取」に
ご注意ください。給付金に関
してＡＴＭの操作や手数料の
振り込みを求められることは
絶対にありません。

業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の
点検が義務付けられました

©Rikimaru Hotta
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