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　抗体）、検査結果は１週間後本人

　に直接お伝えします

●場　所　福岡県粕屋保健福祉環境

　事務所（粕屋町戸原 235 - ７）

●問合せ先

　福岡県粕屋保健福祉環境事務所健

　康対策課

　☎ 939 - 1534

●日　時　６月 11 日（日）

　　　　　９：30 ～ 12：00

●会　場　久山町ヘルスＣ＆Ｃセン

　ター（久山町久原 1822-1）

●内　容　粕屋歯科医師会による無

　料フッ素塗布、無料歯科健診・相

　談、太鼓演奏など

●問合せ先

　粕屋歯科医師会

　☎ 712 - 1764

した納税通知書で、６月 30 日まで

コンビニエンス・ストアで納めるこ

とができます。

　なお、納税通知書が届いていない

場合や不明な点は県税事務所へお尋

ねください。

●申込み・問合せ先

　福岡県東福岡県税事務所収税３課

　自動車税係

　☎ 641 - 0236
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●受験資格　昭和 60 年４月２日

　（税務区分は昭和 61 年４月２日）

　～平成元年４月１日生まれの人

●受付け期間　６月 20 日（火）～

　６月 27 日（火）

●第１次試験日　９月３日（日）
●問合せ先

　人事院九州事務局第２課試験係

　☎ 431 - 7733

●応募資格　県内に居住し、本年４

　月１日現在 20 歳以上 65 歳以下

　の人で、団体や企業で男女共同参

　画などに関する活動を積極的に行

　なっており、帰国後も活動できる

　人。公務員や学生、過去同種の派

　遣事業に参加した人は除きます。

●研修国　ドイツ・スウェーデン
●研修時期　10 月 15 日（日）～

　10 月 22 日（日）

●募集人員　　20 人（書類選考と

　面接選考有り）

●研修費用　21 万円程度
●募集期限　６月 23 日（金）
●問合せ先　

　福岡県男女共同参画推進課

　☎ 643 - 3391

●日　時　７月16日（日）９：50 ～
●会　場　かすやドーム　

　プールアリーナ（粕屋町仲原 991-40）

●競技種目　自由形・背泳・平泳・

　バタフライなど

●参加費　１レース（200 円）・プ

　ログラム（200 円）

●申込み期限　６月 24 日（土）
●申込み・問合せ先　

　須恵町水泳協会（担当：合屋）

　☎ 935 - 1323

●対象者　どなたでも受講できます
●内　容　文部科学省後援の色彩検

　定２級・３級の受験対策

●講習日時　７月 28 日（金）～ 11

　月７日（火）18：30 ～ 21：00 

　毎週２回（火曜・金曜）

●講習会場　福岡地区職業訓練協会

　（東区千早 5 - 2 - 24）

●定　員　25 人
●受講料　45,000 円（テキスト代

　など含む）

●申込み受付け　　６月 19 日（月）

　９：00 ～（先着順）

●申込み・問合せ先　

　福岡地区職業訓練協会

　☎ 671 - 6831

　国内では平成 16 年、17 年と２年

続けて、ＨＩＶ感染者・エイズ患者

の新規報告数が 1,000 人を越え増加

傾向にあることから、今年度新たに、

６月１日から７日までをＨＩＶ検査

普及週間と創設されました。

　10 代から 20 代の若い世代に「ク

ラミジア感染症」などの性感染症も

増えており、性感染症に感染してい

るとエイズへの感染リスクが通常の

何倍も高くなります。エイズは特別

な病気ではありません。だれにでも

感染する可能性があります。感染の

有無は検査をしないと分かりませ

ん。保健所では無料匿名で、次のよ

うに相談と検査を行なっています。

不安に思っていることがあれば、ぜ

ひご相談ください。

●相談日　毎週月～金曜日

　　　　　９：00 ～ 17：00

●検査日　毎週火曜日

　　　　　９：00 ～ 11：00

●内　容　無料・匿名、検査項目（Ｈ

　ＩＶ抗体、梅毒、性器クラミジア

　高齢化社会の進展に伴い、寝たき

りにならない、させないための日常

の知識や介護の方法など、すぐに役

立つ知識・技術の習得を図ることを

目的とした講座です。

●日　時　７月 29 日（土）・30 日

　（日）10：30 ～ 15：10

●会　場　アザレアホール須恵
●定　員　20 人（先着順）
●参加費　無料
●申込み・問合せ先

　麻生教育サービス株式会社

　☎ 482 - 7006

　放送大学は、衛星放送（ＣＳ）で

授業を行う国がつくった大学です。

●教養学部

　・「学士（教養）」の学位が取得で

　　きます。（全科履修生）

　・15 歳以上であれば、だれでも

　　無試験で入学でき、人文・社会・

　　自然・産業などの幅広い分野の

　　科目（約 350 科目）から学べ

　　ます。

●大学院

　・18 歳以上であれば、だれでも

　　入学できます。（修士科目生・

　　修士選科生）

●募集期間　６月 15 日（木）～

　８月 15 日（火）

●資料請求・問合せ先　

　放送大学福岡学習センター

　（〒 812 - 0016　博多区博多駅南

　1 - 14 - 12（博多織会館内））

　☎ 473 - 1365

　車をお持ちのみなさん、自動車税

の納付は５月 31 日となっています

が、納められましたでしょうか？

　お忘れの人は、５月初めにお送り

事務局の移転と電話番号の変更のお知らせ

　須恵町人材センター「杖の会」では、本年４月から事務局を次のとお

り移転しました。これに伴い電話番号も変更しました。

　また、杖の会では、家屋内外の清掃や庭の草とり、障子・網戸の張り

替えなどを行っています。お気軽にお電話ください（事務局開設日時 9：

00 ～ 16：00、土・日曜、祝日を除く）。

　須恵町人材センター「杖の会」事務局

　須恵町大字上須恵 1167-3（ボランティアセンター２階）

　☎ 932 - 6300


