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がございましたら、遠慮なくご相談

ください。

●対　象　乳幼児および児童生徒と

　保護者、保育園、学校など関係機

　関の職員

●受　付　月曜日～金曜日 9：00　

　～ 17：00 受付、電話相談

●相談日　毎週　火・水・木曜日　

　13：30 ～ 14：30（来校）

●連絡・問合せ先

　福岡県立北筑前養護学校

　（古賀市千鳥４ - ３ - １）

　☎ 943 - 8674

　

（
田
植
一
切
）

須
恵
句
会

　　　　　　　　　

（
ア
ン
ケ
ー
ト
、
若
葉
）

夢
現
代

　　　

●受験資格　昭和 60 年４月２日～

　平成元年４月１日生まれの人

●受付け期間　７月 10 日（月）～

　７月 18 日（火）

●第１次試験日　９月 10 日（日）

　※　受験案内および受験申込書は

　最寄りの裁判所で配布しています。

●問合せ先

　福岡地方裁判所事務局人事課

　☎ 781 - 3141

　URL　http://www.courts.go.jp/

●種　目　一般曹候補学生・曹候補士
●応募資格　平成 19 年４月１日現在、

　一般曹候補学生については 18 歳以上

　24 歳未満の人、曹候補士につい

　ては 18 歳以上 27 歳未満の人。

●応募期間　８月１日（火）～９月

　８日（金）

●第１次試験日　９月 16 日（土）　

　午前：曹候補士

　午後：一般曹候補学生
●試験会場　第一経済大学(太宰府市）
●問合せ先　

　福岡募集事務所（担当：米田）

　☎ 607 - 4826

　URL

　http://www.fukuoka.plo.jda.go.jp/

●種　目　航空学生
●応募資格　平成 19 年４月１日現

　在、18 歳以上 21 歳未満の人のう

　ち次の各号のいずれかに該当する人

①高等学校卒業者または中等教育学

　校卒業者（卒業見込みを含む）

②前号に掲げる人と同等以上の学力

　があると文部科学大臣が認める人

　（卒業見込みを含む）

③高等専門学校第３学年次修了者　

　（修了見込みを含む）

●募集期間　８月１日（火）～９月

　８日（金）

●第１次試験日　９月 23 日（土）
●試験会場　陸上自衛隊福岡駐屯地

　（春日市）

●問合せ先　

　福岡募集事務所（担当：米田）

　☎ 607 - 4826

　URL

　http://www.fukuoka.plo.jda.go.jp/

　福祉・介護について、現場で学ん

でみませんか？

●応募資格　須恵町在住の高校生お

　よび須恵高校の学生

●実施期日

　８月３日（木）・４日（金）

●定　員　20 人
●応募締切り　７月 21 日（金）

　※この事業は、赤い羽根共同募金

　の配分金にて実施するものです。

●申込み・問合せ先

　須恵町社会福祉協議会

　☎ 933 - 2160

　地上デジタルテレビ放送は、2003

年 12 月１日から関東、中京および

近畿の一部において開始されていま

す。2006 年末までには、すべての

都道府県庁所在地にて開始されるこ

とになっています。現行の地上アナ

ログテレビ放送は、地上デジタル放

送への移行に伴い、2011 年７月 24

日までに終了します。

●問合せ先

　総務省地上デジタルテレビジョン

　放送受信相談センター

　☎ 0570 - 07 - 0101

●申込書配布期間・場所　７月３日

　（月）～７月 31 日（月）（財）福

　岡県建築住宅センター本部、県建

　築都市部建築指導課および各土木

　事務所建築指導課など

●申し込み受付け期間（郵送受付）

　７月３日（月）～７月 31 日（月）

●試験日　10 月 15 日（日）
●試験地　福岡市、太宰府市など
●問合せ先　

　（財）福岡県建築住宅センター

　☎ 737 - 8013（試験専用）

　福岡県立北筑前養護学校では、子

どもさんの言語面や行動面などに悩

みをお持ちの、保護者および関係機

関の職員の人を対象に教育相談を行

なっています。気になることがこと

●種　目　２等陸・海・空士
●応募資格　平成 18 年 10 月１日

　現在、18 歳以上 27 歳未満の男子。

●募集期間　６月 19 日（月）～

　８月 31 日（木）

●第１次試験日　９月２日（土）
●試験会場　陸上自衛隊福岡駐屯地

　（春日市）

●問合せ先　

　福岡募集事務所（担当：米田）

　☎ 607 - 4826

　URL

　http://www.fukuoka.plo.jda.go.jp/

　県では、妊娠や出産などを理由に

退職した人の再就職支援事業を行

なっています。この一環として次の

講座を実施します。

●講座名　福祉住環境コーディネー

　ター２級講座

●対象者　再就職を希望する人。た

　だし、出産・育児・介護などで退

　職した人を優先します。

●日　程　①８月 17 日（木）～８

　月 30 日（水）　②９月４日（月）

　～９月 15 日（金）（いずれも、土・

　日を除く 10 日間）

●時間　10：00 ～ 16：00
●会場　創造力開発センター福岡本

　校（中央区大名２－ 12 － 15）

●定員　20 人
●受講料　無料（テキスト代 6,510

　円は自己負担）

●受付け期間　①６月 26 日（月）

　～７月 21 日（金）　②７月 10 日

　（月）～８月２日（水）

●申込み方法　労働福祉事務所、市

　町村などに設置している申込書を

　入手のうえ、持参、郵送、FAX の

　いずれかで申し込んでください。

●申込み・問合せ先　

　福岡労働福祉事務所（中央区赤坂

　1 - 8 - 8　福岡西総合庁舎５階）

　☎　725 - 4034

　FAX 712 - 0497

なお、ご来校での相談は事前に予約

が必要ですので、まずはお電話をく

ださい。

●連絡・問合せ先

　福岡県立古賀養護学校

　（古賀市千鳥３-４- １）

　☎ 942-7175　

　福岡県立古賀養護学校では、から

だや心の病、学校のこと、生活のこ

と、進路のことなどに不安を抱えて

おられる人、困っている人を対象に、

課題解決に向けての支援をいたします。

　ご相談は、電話などで受け付けて

います。お気軽にご相談ください。

　福岡県社会福祉協議会では、福祉

の仕事を希望される人や関心のある

人を対象に、合同面談会を行います。

●日　時　８月４日（金）10：30

　～ 16：00

●場　所　クローバープラザ（春日

　市原町３-１- ７　ＪＲ春日駅前）

●参加方法　無料（事前申込み不要）、

　求人と面談できますので履歴書を

　複数準備ください。

●問合せ先

　福岡県社会福祉協議会　

　☎ 584-3310


