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電子申請は、市ホームページ（http://www.city.munakata.lg.jp/）→市内にお住まいの方→オンラインサービス→電子申請→学ぶ・各種講座で申し込む

　子育て支援センター「ふらこっこ」
の事業報告を市ホームページ(http://
www.city.munakata.lg.jp/)→市内
にお住まいの方→育児→子育て支援セ
ンター「ふらこっこ」事業報告に掲載し
ています。申込方法の記載がないもの
は、参加自由です。
【4月の休館日】
土・日曜日、第2水曜日の午後、29日
（金・祝）
＊9日（土）は土曜日の開館日
【満1歳のお誕生会＆食育ミニ講座】
●日時　4月27日（水）10:30～11:30
●会場　市民活動交流館・健診室
●対象　4月で1歳になる子どもと保

護者
＊終了後、昼食会あり（弁当持参）
【のびのび子育て応援セミナー
� （市民活動交流館連携事業）】
　子育て中の保護者らを対象に、子育
てに関する知識を提供し、子どもたち
が健やかに生まれ育つための環境づく
りと保護者の育児力の向上を応援しま
す。受講無料。子ども家庭課共催。
●日時　5月12日（木）10:00～12:00

（9:30受付）
●場所　市民活動交流館・調理室
●テーマ　親子でおいしく！　一緒に

食べる料理
●内容　離乳完了期から幼児期までの

食事作りのコツ
●講師　室原隆子さん（管理栄養士）
●対象　子育て中かその予定の父母、祖

父母、子育てに関心のある人
●定員　先着40人
●託児　無料（5カ月～就学前）
＊5月6日（金）までに要予約
●申込方法　4月11日（月）午前10時
から、子育て支援センターへいずれ
かの方法で申し込む
▽☎（37）3741
▽直接窓口へ
【トゥインクル★クラブ】
●日時　5月14日（土）10:00～11:45
●場所　市民活動交流館・多目的ホール
●対象　双子以上と保護者、出産予定

の人
●内容　父の日のプレゼント製作、み

んなで散歩、親子遊び、大型絵
本、情報交換

●定員　先着15組
●持参品　お茶、タオル、親子とも動き

やすい服装
●申込方法　4月18日（月）10:00から
子育て支援センターへいずれかの方
法で申し込む
▽☎（37）3741
▽直接窓口へ

　子育てサロンは、誰でも自由に参加
することができます。
＊4月1日（金）～5月6日（金）までの開
催予定を掲載
＊主催者の都合で開催日の変更や休み
の場合あり

【サロン名／場所／日時／問い合わせ先】

■子育てサロン「やんちゃぱーく」／赤
間コミセン・ふれあい公園／4月5日
（火）10:30～12:00／NPO法人保
育サービス・エンゼル☎（35）4739
＊外遊びのサロンです。雨天は屋内
■須恵子育てサロン／須恵公民館／�
4月5日（火）10:00～14:00／河東
地区コミュニティ☎（35）1837
■子育てサロン自由ヶ丘南／自由ヶ丘
中学校・別棟／4月1日（金）10:00～
12:00／牟田☎（33）8520
■神湊子育てサロン「玄きっこ」／神湊
地区コミュニティ（ゆうゆうぷらざ
内）／4月14日（木）10：00～12：00
／同コミュニティ☎（62）2671
■あひるクラブ／東郷コミセン／4月
19日（火）10:00～12:00／同コミ
セン☎（36）7711
■日の里子育てサロン／日の里中
学校・地域連携室／4月19日（火）
10:00～15:00／棚橋☎（36）0834
■岬子育てサロン・ニコニコくらぶ／
岬コミセン／4月20日（水）10:00～
13:00／同コミセン☎（62）2656
■河東中学校子育てサロン「かすた
ねっと♪」／河東中学校・1階学習室
／4月20日（水）10:00～15:10／河
東地区コミュニティ☎（35）1837
■子育て自由ヶ丘サロン／自由ヶ丘
コミセン／4月21日（木）10:00～
15:00／同コミセン☎（32）5594
■ぬくもりっこ／赤間西コミセン／�
4月22日（金）10:00～12:00／同コ
ミセン☎（38）9506
■池野子育てサロン／池野コミセン／
4月28日（木）10:00～12:00／同コ
ミセン☎（62）2003
■あかまなかよしサロン／赤間コミセ
ン／4月21日（木）10:00～12:00／
同コミセン☎（39）7051
■まりんらんど／場所、日時などは
未定。問い合わせを／宮本☎080
（2720）6557

【講座】
　男女共同参画推進センター「ゆい」で
は、男女共同参画の社会づくりのため
各種講座を開催しています。
【4月の休館日】
2日（土）、3日（日）
【各講座の申込方法】
　①講座名②住所③氏名④年代⑤電話
番号⑥託児（5カ月～就学前）を希望の
場合は、子どもの氏名、年齢（○歳○カ
月）を明記して、男女共同参画推進セン
ターへいずれかの方法で申し込む。
▽ハガキ、ファックス、電話、電子申請
（欄外）
【コンピュータサービス
� 技能評価試験講座
�①エクセル3級検定②ワード3級検定】
　パソコンの資格を取って、就職を有
利に進めましょう。
●日程　5月10日（火）～6月2日（木）

毎週火・木曜日（全8回）
●時間　①9:00～12:00
　　　　②13:00～16:00
●場所　市民活動交流館・102会議室
●講師　全教研メディアパーク宗像・

パソコン講師
●対象　文字入力ができ、就労を目指

す市民
●定員　抽選で各10人

男女 共同参画推進センター「ゆい」
〒811-3437　久原180
市民活動交流館内
☎（36）0250、Fax（36）0269

子 育て支援センター「ふらこっこ」
市民活動交流館（メイトム宗像）内
☎（37）3741

子育てサロン

福岡女子大学
　同大学が講座を開催。詳し
くは問い合わせを。
【①土曜公開講座】
●日程・テーマ・講師

回 日程 テーマ 講師

１回 5月14日 在独トルコ人～ドイツとトルコの
間にゆれるアイデンティティ～

Ｓ・ホルスト
（同大学准教授）

２回 6月11日 国際化と異文化間コミュニケーション 西田ひろ子（同大学教授）

３回 7月� 9日 大学教育における「海外体験学習」の
可能性～福岡女子大学の事例から～ 和栗百恵（同大学准教授）

４回 8月13日 日本文学のカノン形成と異文化摂取 今井明（同大学教授）

５回 9月10日 漱石とカント
～その世界市民的批評眼～ 望月俊孝（同大学教授）

６回 10月� 8日 韓国の儒教思想と国際化 馬昌珍（まちゃんじん）
（同大学准教授）

７回 11月12日 文化で見る日本と中国 張艶（ちょうえん）
（同大学准教授）

８回 12月10日 音楽と政治～ナチ時代の音楽と政治
をめぐる断章～ 吉田信（同大学准教授）

９回 平成24年
1月14日 グローバル化と女性の移動 宮崎聖子（同大学准教授）

10回 平成24年
2月11日

異なる国や地域での対日感情と異文
化理解～東南アジア、アフリカ、大
洋州滞在の経験から～

水元芳（かおり）
（同大学准教授）

●時間　13:30～15:00
●受講料　3,000円（全10回分）
【②春期公開講座】
脳と加齢～認知症を考える～
●日程　6月10日（金）、同17日（金）、

同24日（金）
＊1日2講座

●時間　13:20～16:00
●受講料　2,000円（全6回分）
【①②共通事項】
＊高校生、同大学学生は無料
●定員　なし
■問い合わせ先　同大学女性生涯学習
研究センター　☎092（661）2728

■問い合わせ先　生活環境課　☎（36）１４２１

ごみ袋が変わります
　市指定のごみ袋が、現在のロール式�
（１枚ずつ切り離すタイプ）から平織り式�
（１枚ずつ取り出すタイプ）に変わります。
値段や大きさ、枚数は変わりません。
＊現在の市指定ごみ袋も引き続き使用でき
ます
＊新しいごみ袋は、現在のごみ袋の在庫が
なくなりしだい販売を開始します

新しいごみ袋
（平織り式）

1枚ずつ取り出す
タイプ

●使用ソフト　①エクセル2007
　　　　　　　②ワード2007
（①②共通事項）
●受講料　9,000円
●教材費　2,000円
●検定料　5,100円
＊検定日は6月7日（火）、場所は市民活
動交流館

●申込締切日　4月28日（木）

【4月の休館日】
4日（月）、11日（月）、18日（月）、�
28日（木）
＊えほんのへやは、2日（土）、3日（日）
も休館日

【赤ちゃんのおはなし会】
　0歳児と保護者が一緒に、わらべう
たや絵本を楽しみます。入場無料。
●4月7日（木）、14日（木）、21日（木）
11:00～11:30、11:30～12:00／
えほんのへや（市民活動交流館内）／
おはなしボランティア「ととけっこう」

【小さい子のためのおはなし会】
　就学前の子ども向けのおはなし会。

入場無料。誰でも参加できます。
●4月1日（金）、8日（金）、15日（金）、22
日（金）11:00～11:30／えほんのへ
や（市民活動交流館内）／おはなし�
ボランティア「おはなし　あのね！」

【おはなし会】
　絵本の読み聞かせやパネルシアター
など。入場無料。誰でも参加できます。
●4月9日（土）14:30～15:00／えほん
のへや（市民活動交流館内）／おはなし
ボランティア「ストロベリーランド」
●4月23日（土）11:00～11:30／アク
シス玄海図書館／おはなしボラン
ティア「お話げんかい」

【おはなし会スペシャル】
　子どもの読書週間（4月23日～5月
12日）までの企画です。楽しいおはな
し会の拡大版。入場無料。誰でも参加で
きます。
●4月26日（火）／えほんのへや（市民
活動交流館内）
▽時間／おはなしボランティア
①10:30～／おはなしのくに「二モ」
②11:30～／おはなし　あのね！
③13:00～／おひさま文庫
④14:00～／くまの子文庫
＊いずれも30分程度
【須恵分館（旧中央公民館図書室）を
� 休館します】
　須恵分館は、4月1日（金）～同11日
（月）まで休館します。この間は、予約本
の受け取り・本の返却ができません。
　4月12日（火）から、勤労者体育セン
ター横の仮施設で予約本の受け取り・
本の返却ができます。
　受付時間は10:00～18:00です。

市民図書館
中 央 館☎（37）1321
深田分館☎（62）2346
須恵分館☎（32）8691
久原分室☎（36）0212


