情報ステーション

◎＝対象 ☆＝定員、定数 ＄＝料金、費用 ※料金について記載のない催しは入場無料
（参加無料） ♣＝開所時間 ♡＝休所日 ＃＝申し込み
♦＝共通の内容 Α＝手話通訳 Β＝要約筆記 ＊＝市の担当課
＝FAX ￡＝ネット窓口
（電子申請）
…インターネットで申し込みができます

ムシティ5階、☎645・1210）
で。

北九州市少年少女合唱団
サマーコンサート
8月18日㈰15〜17時、響ホール
（八幡

東区平野一丁目）
で。♥北九州市芸術文
化振興財団☎663・6661へ。

■サマーコンサートの参加者を募集

練習は大手町練習場
（小倉北区大手町）

などで。◎7月20日㈯、
8月3日㈯・17日
㈯の練習に2日以上参加できる未就学

児〜小学生。＃7月19日まで。詳細は同
財団へ。

ジュニア・サイエンス・スクール
テーマは
「手作り振動モーターカーを

走らせよう」
。8月21日㈬、九州工業大学

戸畑キャンパス
（戸畑区仙水町）で。午

前の部
（ 10〜12時）
と午後の部
（ 14〜16

時）あり。◎小学4〜6年生
（保護者は見

学可）
。☆各部16人。＃往復はがき
（何

人でも）
に基本事項と保護者の氏名を

書いて8月1日までに同大学高大接続・
教育連携機構
（〒804 - 8550戸畑区仙水
町1 - 1、☎884・3696）
へ。

親子ふれあい教室
「1日上下水道モニター」

と花かご御膳 出発は8月29日㈭。＄一
般7800円、
小学生以下7200円。

大分・佐伯名物！ 海鮮丼と海の市場ショ

ッピング

溝上酒造や門司麦酒煉瓦館などを巡

ります。8月24日㈯13時30分、小倉駅新
幹線口に集合。20時、同所で解散。◎20

応対セミナー 7月25日㈭、若者ワーク

作ります。8月31日㈯13〜15時、もじ少

年自然の家で。◎小学3年〜中学生と保

護者。☆10家族。＄1人800円。＃はがき

（ 1家族だけ）に基本事項と性別、生年

月日を書いて8月5日までに同施設
（〒
801 - 0812門司区大字喜多久784 - 1、☎
341・1128）
へ。

ダンスクリエーション
「ギミックス」
9月14日㈯・15日㈰の14〜15時、北九

州芸術劇場
（リバーウォーク北九州6階、

☎562・2655）
で。◎小学生以上。＄前売

り
（全席自由）
一般2000円、
小学〜高校生

（学生証などの提示が必要）1000円。当

日は500円増し。前売り券は7月14日か

ら主要プレイガイドで発売。託児
（有料）
は♥を。

〜11時30分）と午 後 の 部
（ 14〜15時30
分）あり。◎小・中学生
（小学3年生以下

は保護者同伴）
。☆先着各部25人。＃7月
21日から福祉用具プラザ北九州☎522・
8721へ。聴覚障害者は 522・8771も可

（基本事項とΑ・Βなど介助必要の有無
を記入）
。

登録会員が子どもの一時預かりや送

13〜15時、子育てふれあい交流プラザ

（小 倉 駅 北 側、AIMビ ル3階）で。＃8月

3日までに、ほっと子育てふれあいセン

ター☎511・3081へ。

もりのいえ親子宿泊
ゲームやハイキングなど。9月7日㈯

〜8日㈰
（ 1泊2日）
。◎ 平 成25年4月2日

©重松美佐

北九州国際音楽祭市民企画
コンサート
▼

街かどコンサート＝市民による
「エ

ンジョイ・アンサンブル」
など。9月22日
㈰11〜17時30分、ウェルとばた2階
（戸

マラソンコンサート＝器

楽や声楽など。9月29日㈰10時30分〜

19時、響ホール
（八幡東区平野一丁目）

北九州空港発着SFJで行く！
サマーバケーション沖縄

南区大字長野530 - 3、
☎475・8107）
へ。

仕事
働く人を募集
相談員
（嘱託員） 勤務は9月から、各区

役所
「子ども・家庭相談」
コーナーで。◎
昭和30年4月2日以降に生まれ、児童福

❸台北ツアー

出発は10月26日㈯まで。

＄4万1800円から。
♦2泊3日。詳細は❶❷は近畿日本

ツーリスト九 州 北 九 州 営 業 所 ☎588・

現役レスキュー隊員等が行う訓練の

見学や消防士との意見交換会など。7

月27日㈯10〜12時、市民防災センター

（小倉北区東港一丁目）
で。♥消防局人
事課☎582・3805へ。

7月24日㈬13〜15時、
ウェルとばた7階

（戸畑駅前）で。◎難聴者・中途失聴者

と関係者。Βあり。♥北九州市難聴者・
中途失聴者協会☎883・3113
（

も同じ、

電話での♥は火曜日だけ）
へ。＊保健福

祉局障害福祉企画課☎582・2453。

普通救命講習
心肺蘇生法やAED
（自動体外式除細

動器）
の使用方法、気道異物除去の方法

へ。

13時30分〜16時30分。♦ ☆ 先 着 各

子ども家庭局子育て支援課☎582・2410

建築技術職
（嘱託員） 勤務は9月から、

階）
で。◎普通自動車運転免許を持ち
（8

ーワークへの求職登録が必要。試験は8

で。＄3万800円から。

消防局採用説明会
（初級等）

30分

港湾空港局空港企画課☎582・2308。

出発は9月30日㈪ま

崎☎631・0020へ。

申込書は同コーナーで配布中。詳細は

どでの建築科目履修か3年以上の設計・

❷ソウルツアー

4510、
❷は若者ワークプラザ北九州・黒

など。 市民防災センター
（小倉北区東

まで。＄3万200円
（ 1泊2日）から。詳 細

＄2万5800円から。

歳までの求職者。＃各開催日の前日まで

に❶は若者ワークプラザ北九州☎531・

祉や社会福祉などの学識経験がある人。

☆2人。試験は8月4日㈰。＃7月29日まで。

月31日までに取得見込みも可）
、学校な

出発は9月29日㈰まで。

♦10時15分〜12時。◎おおむね40

難聴者の生活講座「麺料理の
いろいろ」

なったフリープラン。出発は9月29日㈰

❶釜山ツアー

崎
（黒崎駅西側、
コムシティ2階）
で。☆3人。

はがき
（ 1組だけ）
に基本事項と親子の

住宅供給公社
（小倉駅北側、
AIMビル4

北九州空港発着
「韓国・台湾
への旅」

7月26日㈮、若者ワークプラザ北九州・黒

講座・教室

スターフライヤー
（ SFJ）
を利用する

沖縄便の往復航空券とホテルがセットに

❷キャリアインサイト
「職業適性診断」

〜26年4月1日に生まれた子どもと母親

日までに、もりのいえ
（〒800 - 0246小倉

は阪急交通社☎〈092〉303・9191へ。＊

8月25日㈰、総 合 保 健 福 祉センター

ほっと子育てふれあいセンター
説明会

生年月日、子どもの性別を書いて8月5

663・6567へ。

（小倉北区馬借一丁目）
で。午前の部
（ 10

子育て

（ 1組2人 ）
。☆24組。＄1組2800円。＃

＃8月10日までに西日本旅行リバーウォ

夏休み親子自助具工作教室
「リーチャー」

階）
で。☆20人。

内容や会員登録の方法など。8月4日㈰

で。♦♥北九州国際音楽祭事務局☎

業経済局観光課☎551・8150。

プラザ北九州
（小倉駅北側、
AIMビル2

迎等の子育て支援
（有料）
を行う事業の

歳以上。☆40人。＄6800円
（夕食付き）
。
ーク北 九 州 支 店 ☎583・1200へ。＊ 産

内は県内の警察署などで配布中。詳細は

❶コールセンターのプロが教える！ 電話

日用品を使い防災グッズや非常食を

畑駅前）
で

性117人、女性31人。♦第1次試験は9

月22日㈰。＃8月13日〜9月2日。受験案

若者ワークプラザの講座

防災レシピ・夏

▼

産業観光バスツアー

警察官B
（高校卒業程度）
＝☆男

〈092〉622・0700へ。

0204へ。

小 学 生と保 護 者
（ 1組3人 以 内）
。☆40

警察官A
（大学卒業程

度）
＝☆男性46人、女性12人、武道指導2

福岡県警察本部警務課採用センター☎

交通局
（バスツアー専用電話）☎771・

見学など。8月22日㈭9時、小倉駅新幹

1 - 1、☎582・3135）
へ。

定期路線に搭乗する人に2日分の駐車場

無料券を進呈。

♦日帰り、昼食付き。＃北九州市

線口に集合。16時30分、同所で解散。◎

営企画課
（〒803 - 8510小倉北区大手町

人

8500円、
小学生以下7500円。

井手浦浄水場
（小倉南区大字井手浦）
、

人。＃往復はがき
（ 1組だけ）
に基本事項

■北九州空港の駐車場を利用し、国際

出 発は8月30日㈮。＄ 一 般

日明浄化センター
（小倉北区西港町）
の

を書いて7月26日までに上下水道局経

福岡県警察官

港湾空港局空港企画課☎582・2308。

▼

熊本・日本名水100選ひんやり白川水源

4891、❸はラド観光☎513・2220へ。＊

▼

点訳・音訳体験など。8月18日㈰10〜

15時30分、点字図書館
（黒崎駅西側、
コ

市営バスの旅情報

検索

港一丁目）
＝7月25日㈭9時30分〜12時

※八幡西生涯学習総合センタ

▼

オープンブレイルライブラリー
「点字図書館一般公開」

♥＝問い合わせ
北九州市 ネット窓口

▼

9

ー
（黒崎駅前、
コムシティ内）
＝8月8日㈭

40人。＃7月18日
（ ※は8月1日）9時から
消防局救急課☎582・3820へ。聴覚障
害者は

592・6898も 可
（基 本 事 項と

Α・Βなど介助必要の有無を記入）
。

積算の実務経験がある人。☆1人。ハロ

月19日 ㈪ か20日 ㈫。＃7月16日〜8月9

日。詳細は同公社総務課☎531・3081へ。
保育士
（嘱託員） 勤務は

来年4月から、北九州市福

祉事業団の保育所
（ 16カ

持つか来年3月までに取得

定年後の働き方改革セミナー
「スキルゲームで体感！」

試 験 は8月25日 ㈰ か9月8

ステーション
（小倉北区魚町三丁目）
で。

所）
で。◎保育士の資格を

見込みの人。☆各2〜3人。

日㈰。＃8月1日〜9月5日。詳細は同事業
団☎682・0001へ。

7月27日㈯13〜16時、いきがい活動

◎おおむね50歳以上。☆先着30人。＃7
月18日から同施設☎967・3420へ。

