おおのじょう緑のトラスト運動
森林整備活動
●内容 自然保護活動
（下草刈り）

●日時 ①８月19日㈯（雨天の場合、22日 （公財）おおのじょう緑のトラ
㈫に延期）②８月30日㈬（雨天中止）●時間 スト協会
午前８時半〜10時● 場所 ①牛頸共生の ☎(915)5550
森（龍華霊園より100m先左側）②牛頸さくら HP http://www.green-on
の園（大野城いこいの森水辺公園向い）
ojo.jp/
市高齢者生きがい創造センター地域の歴
史や史跡を訪ねる講座「九州国立博物館
を訪ねる」
●内容 文化財保存修復施設などバックヤー
ド見学と常設展示案内●定員 20人
（申込
多数の場合は抽選）

● 対象者 60歳以上の市民●日時 ９月 市シルバー人材センター
‐15‐
５〕
15日㈮ 午前９時〜午後１時●会場 九州 〔〒816-0931 筒井５
国立博物館〔太宰府市石坂〕● 集合と解散 ☎(582)0221
場所 市総合福祉センター前※バスで現地 6(582)0401
へ行きます。●参加費 500円(交通費・入館
料込) ●申込期限 ８月25日㈮●申込方法
申込用紙
（申込先および各コミュニティセンター
で配布）
を直接提出、送付、
ＦＡＸ
※費用の記述のないイベントは無料。

※詳しくは筑慈苑施設組合ホー

ムページを確認してください︒

あてはまる人◇平成４年４月２

●受験資格 次の要件に全てに

４市１町で共同設置する火葬場

太宰府市および朝倉郡筑前町の

筑紫野市︑春日市︑大野城市︑

●入 館
帰 り 入 浴 が で き ま す︒

もとにあり︑癒しの環境で日

いこいの里は牛頸ダムのふ

筑慈苑施設組合職員
採用試験

日〜平成 年４月１日生まれ◇

︵筑慈苑︶を管理運営している

料 市内

春日・大野城・那珂川消防
組合 消防吏員採用試験

日本国籍を有する◇地方公務員

筑慈苑施設組合では︑平成 年

大野城いこいの里

法第 条に該当しない◇消防吏

基準を満たしている●採用予定

員として職務遂行に必要な身体

職員の採用試験を行います︒

４月１日から任用する正規事務

３００円※就学前の乳幼児は
月

から平成 年４月１日に生まれ

午後６時●休館日 毎週月曜

２０円分の切手貼付︑宛先を明

し︑返信用封筒︵角形２号︑１

に﹁試験申込書請求﹂と朱書き

各出張所◇郵送請求︵封筒の表

申込書配布場所 ◇消防本部◇

込方法 申込書を郵送︑提出●

●申
中 学 校︹春 日 市 春 日 公 園︺

②組合公式ホームページからダ

①組合事務局に直接取りに行く

●申 込 書 の 入 手 方 法
区 西 新︺

場 西南学院大学︹福岡市早良

●試験日 ９月 日㈰●試験会

●採 用 人 数 一 般 事 務 １ 人
ん︒

定に該当する人は受験できませ

た人※地方公務員法第 条の規

日㈬

日㈰●会場 春日市立春日野

人数 ９人●１次試験日

無料●開館時間 午前 時〜

市内 歳未満２００円︑市外

歳 以 上 １０ ０ 円︑

60

日・祝日︵敬老の日は除く︶
︑

日 ㈫ 必 着︶

合ホームページからダウンロー

◇春日・大野城・那珂川消防組

１４０円切手を貼った宛先明記

表に﹁申込書請求﹂と朱書きし︑

ウンロード③郵送請求※封筒の

記︶を 同 封※８ 月

ド●申込期間 ８月１日㈫〜

の返信用封筒︵Ａ４サイズ︶を

ください︒
※市役所では申込書

日㈭︵消印有効︶午前８時半〜

除く︶

の配布はしていません︒
●申込

同封して組合事務局に請求して

●申し込みと問い合わせ先 消

期限 ８月 日㈪●合格発表

午後５時︵土・日曜日︑祝日を

防本部総務課人事企画係︹〒８
１６︲０８１４ 春日市春日２︲

●申し込みと問い合わせ先 筑

︵９ ２
慈苑施設組合事務局 ☎

月上旬︵予定︶
２︲１︺ ☎
︵５８４︶１１９２

http://fukuoka.kon119.or.jp

６︶３４３３

10

と内容 ◇８月６日㈰ どく

イベント ①季節の湯●期日

月 日㈮〜平成 年１月３

29

だみの湯◇８月 日㈰ はっ

かの湯②こども感謝祭●期日

をプレゼント③遺産と相続の

下の子どもに抽選でおもちゃ

終日※期間中入館の小学生以

と内容 ８月 日㈭〜 日㈫

15

無料相談会●日時 ８月 日

19

62

17

30

㈯ 午前 時〜午後３時※予

約制④月の浦シニアクラブ劇

いの里 ☎
︵５９６︶３４５５

●問い合わせ先 大野城いこ

午後２時〜３時半

団公演●日時 ８月 日㈰

20

10

12
15

13

10

12

●受験資格 昭和 年４月２日

30

12

31

21

大野城市役所 〒816-8510 大野城市曙町2-2-1 コールセンター・
（代）☎
（501）
2211 FAX
（573）
7791

2017年８月１日号

19

60

16

10

11

16

15
HP

申し込みと問い合わせ先
日時・会場・費用
イベント名

イベント

●日時 ８月５日㈯ 午後７時半〜10時 いこいの森キャンプ場
天体望遠鏡を使って夏の星座を観よう
●内容 自分たちで望遠鏡を操作して夏の ※雨天中止●会場 いこいの森中央公園 ☎(595)2110
星座や月の観測●定員 30人
（要予約）

