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　18歳以上で町内在住または在勤の人ならどなた
でも応募できます。
● タブレットパソコン講座
～入門編～（定員15人）
　ウィンドウズ10の使い方
や文字入力や文章の作成な
どを学べる講座です。初心
者でも安心な内容です。
5月11日～7月13日　
　毎週火曜日（全10回）13時30分～15時30分
クリエイト篠栗会議室
6,000円（全10回分）+テキスト代1,000円 
●タブレットパソコン講座～ビジネス編～（定員15人）
　ウィンドウズ10の使い方やエクセルの基本操作を
学び、初心者から仕事に活かせるレベルまでじっく
りと学べます。
5月11日～7月13日　
　毎週火曜日（全10回）19～21時
クリエイト篠栗会議室
6,000円（全10回分）+テキスト代1,000円 
● 春の季節を感じるフラワーアレ
ンジメント講座（定員12人）
　簡単に家庭でも楽しめるフラ
ワーアレンジメントを学びません
か。お部屋の雰囲気づくりにぴっ
たりの講座です。
 5月13日・27日、6月10日・24日、7月8日・29日　
第2・第4木曜日、但し7月29日は第5木曜日（全6
回）10～12時
クリエイト篠栗美術室
3,000円（全6回分）+材料代2,000円（各回）
（共通）4月16日（金）〈消印有効〉までに電話、はがき、
直接来館のいずれかで申し込み。はがきの場合は
①住所②氏名（ふりがな）③年齢④電話番号を明
記して「〒811-2417 篠栗町中央1-9-1 クリエイト
篠栗」に送付。

※ ファクス、Eメールでの申し込みは受け付けできま
せん。

※ 申し込みが定員を超えた場合は抽選。申し込みが
少数の場合、講座を実施しないことがあります。
社会教育課（クリエイト篠栗）　TEL 948-2222

　グラウンドゴルフコースを無料開放します（ス
ティック、ボール貸し出しあり）。
4月7日（水）、14日（水）、21日（水）、28日（水）
　いずれも9～12時
※雨天時は中止
カブトの森公園多目的グラウンド北面
カブトの森公園　TEL 948-1000

　今年度もアクシオン福岡のトレーニングルーム、
プールを割安で利用することができます。

利用方法／ 来館時に、篠栗町民であることの証明が
必要です（証明書として使えるもの／運
転免許証・マイナンバーカード・生徒手
帳・所属する小学校の名札）

※ 小学生以下はトレーニングルームを利用できませ
ん。中学生が利用する場合、保護者または同伴者
が必要です。
 篠栗町民料金（カッコ内は一般料金）いずれも2時
間以内、ロッカー代含む
●プール
　大人210円（470円）、中高生110円（370円）、
　小学生以下60円（260円）
●トレーニングルーム
　大人210円（420円）、中高生70円（240円）
カブトの森公園　TEL 948-1000

　こども育成課に「篠栗町子ども家庭総合支援拠
点」を開設しました。町内すべてのお子さんとその家
庭、妊産婦を対象に、福祉に関する相談対応や訪問
などによる継続的な支援を行います。子どもや家庭
でお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。
 篠栗町子ども家庭総合支援拠点（役場1階10番窓
口 こども育成課内）平日8時30分～17時
　TEL 947-1374

　井戸水は流動的で、周辺の環境によって性質が変
化します。安心して使用するためには、定期的な検査
が必要です。町では、井戸水の検査費用の補助制度
を設けています。希望日を選んでお申し込みください。
採水実施日（【　】内は申込締切日）
5月20日（木）【4月30日（金）】
7月15日（木）【6月25日（金）】
9月16日（木）【8月27日（金）】
11月18日（木）【10月29日（金）】
令和4年1月20日（木）【12月24日（金）】

検査項目
飲用井戸等水質検査（15項目）、
飲用井戸等水質検査（18項目）
15項目検査費用／5,500円(うち2,000円を補助)
　18項目検査費用／13,000円 (うち7,000円を補助)
 印鑑を持参の上、都市整備課へお申し込みくだ
さい。
都市整備課環境係（役場2階16番窓口） 
　TEL 947-1225

　町では、大切な河川を守り、快適な生活環境を維
持するため、風呂や台所、洗濯などから出る生活雑
排水をし尿と併せて処理する浄化槽の設置費用の
補助制度を設けています。
補助対象者／ 下水道事業計画区域以外の地域で、

自己の居住用住宅(建物の延床面積
の2分の1以上を自己の居住の用に供
する建物を含む)に附帯する浄化槽を
設置する人

補助金額／ 専用住宅の浄化槽の規模は、建物の延
床面積などで決まり、それを『人槽』で表
します。

面積区分 人槽区 補助金額

建物の延床面積が
130㎡未満 5人槽 45万4,000円

建物の延床面積が
130㎡以上 7人槽 59万4,000円

台所、浴室を2か所以上
有する世帯 10人槽 82万9,000円

※ くみ取り便所など(し尿のみを処理する浄化槽を
含む)を浄化槽に改造する場合、補助金額に10万
円を加算します。
※ 浄化槽を設置する場合、店舗・工場など補助金交付
対象外の場合も「事前協議書」の提出が必要です。
※ 予算額に限りがあるため、すべての人に補助金を
交付できない場合があります。
都市整備課環境係
　TEL 947-1225

クリエイト主催講座

グラウンドゴルフ

アクシオン福岡の割安利用

「篠栗町子ども家庭総合支援拠点」を
開設しました

井戸水の定期的な検査をしましょう！

浄化槽設置補助金交付制度

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や内容変更を行う場合があります。
マークの見方　  日時・期間　  会場　  費用　  申し込み　  問い合わせ

じどうかんフェスタを開催します
5月8日（土）10 ～12時
やまばと児童館

広告
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※カッコ内は対象児童
※ 乳幼児向け教室・ティータイムについて、4月の
実施はありません。
※ 4月26日（月）は3館とも児童館会議のため、13時
に開館します。

＜たけのこ児童館＞
●みんなで遊ぼう（小学生）
　4月8日(木)16時～
●避難訓練（全般）
　4月15日(木)時間未定
TEL 947-7252
　 寄贈ありがとうございました。
矢野未央梨様　児童図書（若杉区）
杉本駿太様　児童図書・幼児玩具（尾仲区）

＜すぎのこ児童館＞
●避難訓練（全般）
　4月9日(金)時間未定
●みんなで遊ぼう(小学生)
　4月23日(金)16時～
TEL 947-6554

＜やまばと児童館＞
●みんなで遊ぼう(小学生)
　4月1日(木)11時～
●避難訓練（全般）
　4月7日（水）時間未定
TEL 947-7047

児童館イベント
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募集住宅／県内に所在する県営住宅
※詳細は募集案内書をご覧ください。
募集案内書配布・申込受付期間
4月8日（木）～16日（金）
募集案内書配布場所
県庁・役場など 
県住宅供給公社県営住宅管理部
　TEL 781-8029

　学生納付特例制度は、前年の所得が基準以下の
学生を対象とした国民年金保険料の納付が猶予さ
れる制度です。役場国保・年金係窓口や年金事務所
で申請することができます。手続きには学生証など
在学していることがわかるものが必要です。
対象者／ 大学（大学院）、短大、高等学校、
　　　　高等専門学校、専修学校、
　　　　各種学校などに在籍する人
東福岡年金事務所　
　TEL 651-7967

　きれいな「けし」の花を見かける季節になりました
が、「けし」には植えて良いものと、悪いものがありま
す。植えてはいけない「けし」の特徴は、草丈が大きく
1ｍ以上になる／茎や葉は白っぽい緑色をしており
毛がない／茎を抱き込むように葉が生えている／葉
が大きく長楕円形でまわりの切れ込みが浅い など
です。見かけた人は連絡をお願いします。
福岡県粕屋保健福祉事務所
　TEL 939-1529

　もしものときのため、葬祭場を見学し「お葬式の費
用」など考えてみませんか。
4月23日（金）11時集合（1時間程度）
オアシス篠栗2階社会福祉協議会に集合
篠栗町社会福祉協議会

　　TEL 947-7581

　包丁や剪定ばさみなど、切れの悪くなった刃物を
お持ちください。
4月12日（月）
350円～
篠栗町シルバー人材センター　

　　TEL 947-5199

　分割（座学1時間）受講者やWEB講習受講者は、
実技講習のみの受講も可能です。講習後、修了証を
発行します。
 5月15日（土）、9月18日（土）、令和4年1月15日
（土）9時30分～12時30分　中部消防署
 7月17日（土）、11月20日（土）、令和4年3月19日
（土）9時30分～12時30分　南部消防署

対象者／ 中学生以上で管内（志免・宇美・須恵・粕
屋・篠栗・久山各町）在住または在勤の人。

無料

電話で受講予約をお願いします。
中部消防署（粕屋町大字上大隈55-1）
　TEL 938-3216
　南部消防署（志免町大字田富170）
　TEL 935-5107

　

　弁護士、司法書士（4月13日、5月11日のみ）、町相
談員、町行政相談員への相談ができます。
● 弁護士、司法書士への相談は1枠30分間で事前予
約制（先着順）
● 司法書士…登記・相続・借金問題など
● 町相談員…日常生活上の心配ごと解決のお手伝い
●行政相談員…行政に関する困りごと
4月13日（火）・27日（火）
　5月11日（火）・25日（火）
　いずれも10～12時
オアシス篠栗2階
無料
篠栗町社会福祉協議会

　　TEL 947-7581

4月8日（木）・22日（木）10時30分～12時
オアシス篠栗2階

福祉課障がい者支援係　
　TEL 947-1356、FAX 947-5641

　希望する人はまず電話を。
●就業支援
　来所または出張（役場などで実施）
●養育費相談
　電話相談（離婚協議中の人も可）
●無料弁護士相談
　来所（各日先着4人）
4月7日（水）13～15時
　4月14日（水）・28日（水）18時30分～20時30分
 ひとり親サポートセンター（春日市原町3-1-7
クローバープラザ内）　TEL 584-3931
平日9～17時　毎週土曜、第1・第3日曜9～16時

　60歳以上の健康で意欲ある人を募集しています。
4月1日（木）・15日（木）、5月6日（木）　
　いずれも10時～
篠栗町シルバー人材センター　

　　TEL 947-5199

県営住宅入居者募集（第1回）

国民年金の学生納付特例制度を
知っていますか？

日本年金機構
ＨＰ

不正大麻・けし撲滅運動
きれいな「けし」に御用心

篠栗町葬祭場（天空会館）見学会

刃物研ぎ

定期普通救命講習

心配ごと相談

補聴器相談

ひとり親相談

シルバー人材センター入会説明会

混

小学校区別犯罪発生状況（1月） 万引き1件（篠栗校区1件）

ごみの量
（kg）

1日1人当たりの
ごみの量（ｇ） 前年比

燃えるごみ 546,720 560 -2%
燃えないごみ 20,770 21 +18%
缶・びん 22,090 23 +28%
ペットボトル 4,750 5 +24%
粗大ごみ・その他 19,180 20 +6%
合         計 613,510 629 0%

町の交通事故 前年比 粕屋署管内の
交通事故 前年比

発生件数 11 +2 発生件数 97 -41

死 者 数 0 ±0 死 者 数 1 +1

傷 者 数 15 +5 傷 者 数 126 -57

篠栗町のごみの量（1月） 篠栗町の交通事故（1月）

（令和 3年 1月）

広告

1 契約するかどうかの判断は慎重に
●「今だけのお得なキャンペーン」などと勧められ
ても、迷ったら契約しないことも大切です。
●高額な契約は、あらかじめ、契約内容を十分に
確認し、周りの人に相談しましょう。

2 ローン（借金）はよく考えて
「必ず儲かる」と言って、学生ローンで借金をしてで
も契約を勧める場合は、直ちに断りましょう。

3  インターネット通販は事業者・内容を事前に
チェック
｢商品が届かない｣｢定期購入になっていた｣という
トラブルに遭うこともあります。

4 知らない人のＳＮＳ情報は確認をしっかりと
「ＳＮＳで知り合った人」の情報や書き込みが、被
害のきっかけになることもあります。

5 エステや美容医療を受けるときはよく考えて
● 行った当日に、施術や治療を強く勧めてくる場
合は、冷静に考えましょう。
● 施術･治療や契約の内容をきちんと説明しても
らい､十分に理解しましょう。

～春からの新生活スタート応援～
契約時に注意したい5つのポイント！
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