
広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません
広告の掲載希望は、株式会社ジチタイアド（☎ 092･716･1401、℻ 092･716･1467）へ

桜花台体育館の臨時休館
　1 月 4 日㈬から 28 日㈯まで、体育館の

照明設備 LED 化修繕のため休館します。
問施設課（☎ 27･5371、℻ 27･5443）

民生委員・児童委員が一斉改選
　12 月 1 日に民生委員・児童委員の任期

満了に伴う一斉改選が行われ、552 人が新たに任
命されました。任期は令和 7 年 11 月 30 日㈰ま
での 3 年間です。民生委員・児童委員は、地域の
身近な相談相手で、住民と行政や関係機関をつな
ぐ役割を担います。福祉や子育てなどに関する困
り事があったら相談してください。
問地域福祉課（☎ 30･9174、℻ 30･9752）

筑邦市民センター多目的棟の教室
【シニアパソコン教室】■内容エクセル・

ワードの①入門編、②中級編　■① 1 月第 2･4 火
曜と 2･3 月の第 1･3 火曜、② 1月から3月までの
第 1･3 金曜。各 10 時～ 12 時　■定員各 20 人・
先着順

【初めての実用書道教室】■1 月 18 日から 3 月 29

日までの隔週水曜 10 時～ 12 時　■定員 12 人・
先着順
　いずれも対象は 60 歳以上。料金 3,600 円。申
込開始は 12 月 8 日㈭ 9 時 30 分。
○申同センター多目的棟

（☎ 27･4210、℻ 26･1246）

市総合福祉会館の教室
【やさしいヨガ教室】■1 月 6 日から 3 月 17

日までの第 1･3 金曜 13 時 30 分～ 15 時
【いきいき健康体操教室】■ 1 月 10 日から 3 月
28 日までの第 2･4 火曜 13 時 30 分～ 15 時
　いずれも対象は市内に住んでいる、60 歳以上
の人、身体障害のある人、ひとり親家庭の人。料
金は無料。定員は 15 人・抽選。申込締切は 12
月 20 日㈫ 16 時。
○申同会館（☎ 38･9288、℻ 38･9289）

シルバーパソコン教室
■ 内容①入門　②チラシ作り　③表計算　

④希望テーマの個別指導　■1月 10 日から 31 日ま
での火曜、水曜①②10 時～ 12 時、③④13 時～

15 時　■市シルバー人材センター　■対象パソコン
を持参できる 60 歳以上の人　■料金①～③ 4,900
円、④ 1,900 円　■定員①～③各 4 人 、④各週 1
組・抽選　■申込締切 12 月 23 日㈮
○申同センター（☎ 35･5229、℻ 35･5974）

認知症講演会
■内容講演「転ばぬ先の杖

つえ
」（講師＝特別養

護老人ホーム朝老園ひさみつ施設長・岡由紀子
氏）。要約筆記あり　■12 月 13 日㈫ 10 時～ 12 時　
■えーるピア久留米　■料金無料　■申込締切 12 月
12 日㈪ 12 時。電子申請あり
○申長寿支援課（☎ 30･9207、℻ 36･6845）

認知症予防講座
■内容認知機能検査と講話や運動　■① 1 月

13 日から 2 月 10 日までの金曜 10 時～ 12 時、
14 時～16 時　② 2 月 1 日から3 月 1日までの
水曜 14 時～ 16 時　■①えーるピア久留米　②久

留米アリーナ　■対象市内に住んでいる 65 歳以上
の人　■料金無料　■定員①各 15 人、② 20 人・
抽選　■申込締切 12 月 16 日㈮
○申長寿支援課（〒 830･8520 住所記入不要、

☎ 30･9207、℻ 36･6845）

プロに学ぶ家族介護教室
【認知症の基礎知識】■1 月 14 日㈯ 13 時

30分～15時30分　■えーるピア久留米　■申込締
切 1月4日㈬。講座終了後、自由参加の交流会あり

【おむつを使った排せつケアのポイント】■2 月 4 日
㈯ 10 時～ 12 時　■シティプラザ　■申込締切 1 月
25 日㈬
　いずれも対象は家族を介護している人など。料
金は無料。定員は各 15 人・選考。申込書は長寿
支援課、各総合支所市民福祉課、各市民センター
に準備。
○申市介護福祉サービス事業者協議会

（☎ 35･1525、℻ 46･5841）

情報ほっとライン

11月号の答え → 13

広報クイズ 正解者の中から抽選で5人に図書カードを差し上げます。

【申込締切】12月20日㈫（必着）
【申込方法】答え、住所、氏名、
年齢、電話番号、紙面への要
望や意見をはがき、メール、
電子申請で連絡。複数の応
募は不可。なお、当選者の
発表は発送をもって代えさ
せていただきます
○申広報戦略課

（〒 830･8520 住所記入不要、
□ kouhou@city.kurume.

lg.jp）4 ～ 5 ページに関連の記事があります

　12 月 9 日㈮から「くるめ光の
祭典ほとめきファンタジー」が開
催されます。テーマカラーの青色
は何をイメージしているでしょ
う。○に漢字を入れてください。

○○○

パブリックコメント ◆ 市の計画に意見を

　パブリックコメントとは、久留米市の基本的な
政策や条例、計画などを作る過程で、趣旨や内容
を広く市民の皆さんに公表し、意見を求め、それ
らを考慮して案の作成を進めていく制度です。今
回、次の案件について意見を募集します。提出方
法は氏名、連絡先、意見を書いて持参、郵送、ファ
クス、電子申請で提出してください。

❖住生活基本計画の改訂案
　市民が安心して生活できる住まいづくり、まち
づくりを計画的、総合的に推進するための住宅政
策に関する計画の改訂案。

■募集締切 12 月 31 日㈯。持参は 28 日㈬まで
■資料配布場所問い合わせ先、本庁舎地下 1 階行
政資料コーナー、各総合支所地域振興課、各市民
センター、えーるピア久留米、中央図書館、市ホー
ムページなど
○申住宅政策課（〒 830･8520 住所記入不要、

☎ 30･9139、℻ 30･9743、
□ housing@city.kurume.lg.jp）

　提出書類などは返却しません。個人情報は、市
個人情報保護条例に基づき適正に管理します。な
お、意見を出した人への個別の回答はしません。
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