
「近所に、同じ年頃の子どもがいない」 
「子どもとずっと部屋の中で過ごすのは、息が詰まりそう」 
「子どものことを話したり、相談する相手がいない」 

子連れで気軽に遊びに来ることができる子育ての「ひろば」です。
乳幼児向けのおもちゃや絵本があり、自由に遊ぶことができます。 
親子で一緒に遊んだり、子ども達が遊ぶかたわらでゆったりとし
た時を過ごしたり、自由に過ごしてください。 
初回の利用時に登録するだけで、予約等は必要なく、無料で利用
できます。 
子育てを応援するスタッフが皆さんをお待ちしています。 

開  館 日：月曜日～金曜日、第２土曜日 
※第２水曜日の午後、祝日、年末年始は休館 
 

開館時間：午前１０時～午後３時３０分 

交流室は日頃の子育ての悩みや丌安を一緒に考えたり、支え合う場
です。 
子育ての悩みや丌安をひとりで抱え込まないでいつでもスタッフに
お話しください。育児経験者として相談に応じます。 
必要に応じて、専門の関連機関につなぎます。 

掲示板や情報ファイルで市内の子育てに関
する講座やイベント、保育所や幼稚園、子
育てサークル、子育てサロンなどの情報を
提供しています。 

JR東郷駅 

JR東郷東口 

国道３号線 北九州市→ ←福岡市 

宗像ユリックス● 

メイトム宗像● 

対象 
宗像市にお住いの妊婦さん～４歳未満の子どもの保護者 

日程（毎週第4水曜日※9月は第5水曜日、12月は第3水曜日） 
 

4月13日(水)    7月27日(水)    10月26日(水)     1月25日(水) 
5月25日(水)    8月24日(水)    11月30日(水)     2月22日(水)  
6月22日(水)    9月28日(水)    12月21日(水)     3月22日(水) 

持参物 
母子健康手帳 
（離乳食コーナーの参加者は抱っこひもなどがあると両手が使え           
 て便利です。） 

対象 
 

宗像市内にお住まいの乳幼児から小中学生までの子どもやご家族の方 
 

開所時間 
 

月曜日～金曜日 
８時３０分～１７時 
 

問い合わせ先 
 

発達支援センター 
 

●宗像市役所内 
TEL ０９４０-３６-９０９８ 
FAX   ０９４０-３７-３０４６ 
 

●メイトム宗像内 
TEL ０９４０-３６-０２２４ 
FAX ０９４０-３６-０３０９ 

乳幼児から、小中学生までの子どもの成長、発達や育児の悩み・友
だちとの関係、学習の苦手さ、発達障がいなど子どもに関する総合
相談窓口です。 
発達に支援を必要とする子どもとその保護者を対象に、乳幼児期か
ら就学後も継続した支援を行い、育児丌安の軽減や虐待・丌適応・
丌登校・こころの病気などを防ぐことを目的としています。 

おおむね0歳から18歳までの子ども、妊産婦やその家庭に関する
あらゆる心配ごとについて、ソ－シャルワーカーがいつでも相談
に応じ、解決に向けてお手伝いをします。 
必要に応じて、他の専門機関とチームを組んで支援を行います。 
秘密は固く守られますので安心して相談してください。 
「家庭内のことは自分たちで解決しなきゃ…でもどうすれば？」 
「こんなことで相談していいのかな？」と思っている方。まずは
ご一報下さい。話すだけで楽になることもあります。一緒に解決
の道を考えましょう。 
 

子育て全般（健康、健診、予防
接種等）に関することについて
相談に応じます。 
 

相談日時 
 

月曜日～金曜日 
８時３０分～１７時(要予約) 
 

場所 
 

宗像市役所 西館１階 
 

問い合わせ先 
 

子ども家庭課  
TEL０９４０-３６-１３６５ 

所在地 

〒811-3437 

宗像市久原１８０番地 
メイトム宗像内 

TEL 

０９４０-３７-３７４１ 

月曜日～金曜日、第２土曜日 
※第２水曜日の午後、祝日、年末年始は休み 
※第２水曜日の午前は「赤ちゃんday」 
           （0歳児のみ） 
             
 

開館日 

開館時間 

午前１０時～午後３時３０分 

どんな相談ができるの？ 
 

・子どものしつけや育て方に困っている 
・子育てにストレスや丌安を感じる 
・子どもを怒鳴ったり、叩いてしまう 
・子どもがかわいくない 
・子どもの発達が気になる 
 

相談方法 
 

面接・電話相談・家庭訪問 
 

開室時間 
 

月曜日～金曜日 
８時３０分～１７時 
 

問い合わせ先 
 

宗像市役所 西館1階 子ども相談センター 
TEL ０９４０-３６-１３０２ 
FAX ０９４０-３７-３０４６ 
 

子育てを応援します 

親子で遊びに来ませんか？ 

１日２回、午前と午後にわらべうたや絵本の読み聞かせなど、 
スタッフと一緒にみんなで親子のふれあい遊びを行っています。 

発達支援センター 

妊婦と子どもなんでも相談室 家庭児童相談室 乳幼児相談 

ふらこっこ｢交流室｣の様子 

おもちゃや絵本で自由に 
遊べます 

子育て支援センター「ふらこっこ」は、育児のパートナーと
なり、皆さんの子育てを応援します。 
ひとりで迷ったり、悩んだりせず、みんなの笑顔の中で、助
け合いながら子育てしましょう。 
※子育て支援センターは、市がNPO法人むなかた子育てネッ
トワークこねっとと協働で運営しています。  

問い合わせ先 
 

子ども家庭課 
TEL ０９４０-３６-１３６５ 

《ふらこっこ》には、「ふらっとここ
に集まってほしい、気兼ねなく来てほ
しい」という願いが込められています。 
また、ブランコの古語表現である「ふ
らここ」をもじった表現でもあり、ブ
ランコに揺られるようにゆったりとし
た時を過ごしてもらえたら、という意
味もあります。 

助産師、保健師、管理栄養士が妊娠中の
食事、おっぱいや卒乳、離乳食などの育
児の心配ごとについて個別にアドバイス
をしています。体重計測もできます。 
（予約丌要） 

相談 

  時間  ９時３０分～１１時 
 
  

  場所  メイトム宗像 多目的ホール 

離乳食コーナー 

実物を見ながら月齢に合わせた離乳食作り
の工夫を紹介し、大人のみに試食を提供し
ます。(予約丌要) 

時間  １０時～１１時  
 
 

場所  メイトム宗像・調理実習室(2階) 

 

相談日時 
 

月曜日～金曜日 
１０時～１８時３０分 
 

場所 
 

宗像市役所 西館１階 
 

問い合わせ先 
 

子ども相談センター  
TEL０９４０-３６-９０９４ 
FAX０９４０-３７-３０４６ 

子どもの権利相談員がいじめ・
体罰などの子どもの権利侵害に
ついての相談に応じ、必要に応
じて調査、調整等を行いながら、
問題解決のお手伝いをします。 
匿名での相談も可能です。秘密
は堅く守られますので、安心し
てご相談ください。 
 

 子どもの権利相談室 
 “ハッピークローバー” 

相談日時 
 

月曜日～金曜日 
８時３０分～１７時 
※面接の受付は、原則16時30
分まで 
 

場所 
 

宗像市役所 本館１階 
 

問い合わせ先 
 

こころと生き方の相談室 
TEL０９４０-３６-１１５６ 

専門の相談員が、DVやセクハラ、
夫婦、家族・対人関係、こころの
問題などの相談に応じます。 
 

こころと生き方の相談 

※子育て支援センターは就学前の乳幼児を対象としています。 

そんな時は「ふらこっこ」に来ませんか？ 

・JR東郷日の里口から車で約１０分 
・ふれあいバス（バス停・メイトム宗像） 

日の里北口 宗像警察署入口 
 

宗像市役所前 
 

ユリックス東 ユリックス西 日の里2丁目 日の里8丁目 

光岡 

王丸 

お気軽にご相談ください 

毎週第２水曜日の午前は0歳児のお子様とその保護者のみが利用
できます。 



  

時間 

ワンポイント子育て講座 

子育てのポイントを学びませんか？（3回連続講座） 
 

子育て中の保護者の育児力を高めるために、親子関係、し
つけなどの子育ての基本についての講座を開講します。受
講無料。（生後5か月以上の子どもの託児あり） 

10:00～12:00 

会場 メイトム宗像 10３会議室 
 

時間 10:00～12:00 

  日程 テーマ 

 7月10日(日) 親子のコミュニケーション！ 

10月 4日(火) メディアと上手に付き合おう！ 

11月22日(火) 幼児期の健やかな育ちのために！ 

 2月14日(火) 親 子 で 絵 本 を 読 も う ！ 

のびのび子育て応援セミナー 

専門家の先生からお話を聞いてみませんか？ 

子育て中の保護者や子育てに関心のある人を対象に、子
育てに関する知識の提供を行い、子ども達が健やかに育
つための環境づくりと親の育児力向上を支援します。受
講料無料。（生後5か月以上の子どもの託児あり） 

会場 メイトム宗像 

 

日程 

第1期（全3回）  第2期（全3回）  

5月  9日(月) 10月20日(木) 

5月16日(月) 10月27日(木) 

5月23日(月) 11月10日(木) 

テーマ（1期・2期共通） 

第１回 親子関係をはぐくむ 

第２回 子どもと生活習慣 

第３回 我が家流の子育てを 
講座の様子 

親子のふれあい遊び 
絵本の紹介 

男女共同参画推進課・子ども育成課・子ども家庭課・図書課共催 

※おすすめ対象年齢は、目安としてお考えください。 
※写真は過去の事業の様子です。今年度と内容が異なる場合があります。 
※日程や内容は変更になることがあります。内容や申込み方法等の詳細は毎月1日号の市タウンプレスでご確認ください。 

要予約 

要予約 

五感を使う遊びを一緒に楽しみませんか？ 

親子遊び・わらべうた・絵本の読み聞かせなどをしま
す。子育てミニ講座もあります。 

時間 10:00～11:30 

メイトム宗像 健診室又は多目的ホール 
 

会場 

日程 

 4月6日(水)    8月3日(水)  12月7日(水) 

 5月12日(木)    9月7日(水)   1月12日(木) 

 6月1日(水)  10月5日(水)    2月9日(木) 

7月28日(木)  11月2日(水)    3月1日(水) 

時間 10:30～12:00 
 
メイトム宗像 健診室・和室 

 
会場 

日程 

4月27日(水)   8月24日(水) 12月21日(水) 

5月25日(水)   9月28日(水)   1月25日(水) 

6月22日(水) 10月26日(水)   2月22日(水) 

7月27日(水) 11月30日(水)   3月22日(水) 

満1歳のお誕生会＆食育ミニ講座 
おすすめ対象年齢：１歳    

みんなで1歳のお誕生日をお祝いしませんか？ 

その月に1歳のお誕生日を迎える子ども達をお祝いをし
ます。足型をとり、カードをプレゼントします。昼食会
と食育講座もあります。（弁当持参） 

新聞紙のプール みんなでお散歩 

  風船あそび    変身ごっこ 

1歳の記念に足型とり 布のケーキでお祝い 

集合写真 昼食会＆食育ミニ講座 

要予約 

ふらこっこひろば＆子育てミニ講座 
おすすめ対象年齢：１～３歳     

時間 10:00～12:00 
 

日程 会場 

 6月  7日(水) 地島小学校 体育館 

 6月15日(水) 大島地区コミュニティ・センター 

出張ふらこっこ 

ふらこっこが島へ出張します！ 

大島・地島に出向き、親子の交流や子育て情報の提供を
行います。親子で運動遊びや製作をします。 

対象 大島、地島在住の親子 
 

カード作り エプロンシアター 

時間 9:00～15:00（大島） 
 

9:30～15:00（地島） 

島で交流 
おすすめ対象年齢：２～３歳   

船に乗って島に渡り、大島・地島の親子と交流しま
せんか？ 
 

大島・地島の人たちとミニ運動会やハイキングなど一緒
に行い、交流をします。 

  日程 会場 内容 

10月1３日(木) 大島小学校 体育館 ミニ運動会 

11月24日(木) 地島小学校 体育館 ハイキング 

船に乗って大島へ 大きな袋が乗り物に 

要予約 

時間 10:00～12:00 
 
メイトム宗像 健診室  
 

会場 

トゥインクル☆クラブ 

双子や三つ子を育てている人や双子や三つ子を妊
娠中の人あつまれ！ 
 

双子や三つ子を育てている人や妊娠中の人の交流や情報
交換を行います。親子で運動遊びや製作をします。 

日程 

4月16日(土) 12月 2日(金) 

9月17日(土)   2月18日(土) 

ママもパパも参加 外をお散歩 

要予約 

時間 10:30～12:00 
 
メイトム宗像 ふらこっこ「交流室」 
 

会場 

初めての子育て学級「赤ちゃんくらぶ」 
おすすめ対象年齢：０～１歳    

第一子を子育て中のママ・パパあつまれ！ 

初めての子育て中の親子を対象に、わらべうた・絵本の
読み聞かせ・赤ちゃんを交えてママ・パパ同士の交流会
などをします。 

日程 

4月23日(土)   8月28日(日) 12月17日(土) 

5月28日(土)   9月24日(土)   1月28日(土) 

6月25日(土) 10月22日(土)   2月25日(土) 

7月23日(土) 11月26日(土)   3月25日(土) 

座談会 リラックスタイム 

親子の交流 絵本の読み聞かせ 

要予約 ※7月と1月は専門家の 
 先生を囲んで、座談会 

要予約 

※本事業は市内にお住いの方が対象です。 


