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■岬子育てサロン・ニコニコくらぶ／
岬コミセン／5月18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
／5月18日（水）10:00～15:10／ 
河東地区コミュニティ☎（35）1837

■あかまなかよしサロン／赤間コミセ
ン／5月19日（木）10:00～12:00／ 
同コミセン☎（39）7051

■子育て自由ヶ丘サロン／自由ヶ丘
コミセン／5月19日（木）10:00～
15:00／同コミセン☎（32）5594

■池野子育てサロン「めだかっ子」／ 
池野コミセン／5月26日（木）10:00
～12:00／同コミセン☎（62）2003

■ぬくもりっこ／赤間西コミセン／ 
5月27日（金）10:00～12:00／同コ
ミセン☎（38）9506

■須恵子育てサロン／須恵公民館／ 
6月7日（火）10:00～14:00／河東
地区コミュニティ☎（35）1837

■まりんらんど／大島コミセン／
9:00～17:00／宮本☎080（2720）
6557

＊火曜日は休み

【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。

【5月の休館日】
7日（土）、8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）

【より良い夫婦関係のために
～アサーティブ型

コミュニケーションを目指して～】
　自分のコミュニケーションパターン
に気付き、相手も自分も大切にする夫
婦・パートナー関係を目指します。受講
無料。
●日時　6月1日（水）10:00～12:00
●場所　市民活動交流館・202会議室
●講師　本多玲子さん（フェミニスト

カウンセラー）
●対象　市民
●定員　20人
●申込締切日　5月24日（火）

【コンピュータサービス
技能評価試験講座・エクセル2級検定】

　パソコンのスキルアップをして、就
職を有利に進めましょう。
●日時　6月9日（木）～7月21日（木）

の毎週火・木曜日（全13回）
9:00～12:00

●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　就業意欲があり、エクセル3

級程度のパソコンスキルがあ
る市民

●定員　抽選で10人
●受講料　14,340円
●教材費　2,000円
●検定料　6,400円
＊検定日は7月26日（火）、場所は市民

活動交流館
●その他　使用ソフトはエクセル2007
●申込締切日　5月30日（月）

【5月の休館日】
2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日

（月）、26日（木）、30日（月）
＊えほんのへやは、7日（土）、8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。
●5月5日（木・祝）、12日（木）、19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。
●5月6日（金）、13日（金）、20日（金）、

27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。
●5月14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」

●5月28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」

【同大学ギター・マンドリンクラブ
第32回宗像演奏会】

●日時　5月14日（土）17:00開場、
17:30～20:00実施

●会場　宗像ユリックス・ハーモニー
ホール

●内容
①ステージ
▽旅愁を主題とする変奏曲（服部正作

曲）
▽序破急～マンドリンオーケストラの

為のバラード～第1番（大西隆之作
曲）

②ステージ「ドラマ特集」
▽RHYTHM  AND  POLICE
▽渡る世間は鬼ばかり
▽ありがとう
▽サボテンの花
▽secret  base～君がくれたもの～
＊1年生のアトラクションを交えて演
奏します

③ステージ
▽Tahiti-Trot（ショスタコーヴィチ作

曲）
▽絵本の旅（本間ユウスケ作曲）
▽虹彩（丸本大悟作曲）
●入場料　無料
■問い合わせ先
　同大学（定村）
　☎090（6422）1425

　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。

【5月の休館日】
土・日曜日、第2水曜日の午後、3日（火・
祝）、4日（水・祝）、5日（木・祝）
＊14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　5月25日（水）10:30～11:30
●会場　市民活動交流館・健診室
●対象　5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）

【みんなの広場～たたいてあそぼう♪
トントントン～】

　NPO法人むなかた子ども劇場が開
催。
●日時　6月1日（水）10:15～11:45

（10:00受付）
●場所　市民活動交流館・多目的ホー

ル
●対象　未就園児と保護者
●内容　親子遊び、「いろんな音を出し

てみよう！」、パネルシアター
など

●定員　先着40組
●持参品　お茶、親子とも動きやすい

服装
【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。男女共同参画推進課共
催。
●日時　6月11日（土）10:00～12:00

（9:30受付）
●場所　市民活動交流館・多目的ホー

ル
●テーマ　親子のコミュニケーション

～パパとママと子どもの輪～
●内容
▽前半の部＝保護者向けの話
　　　　　　（託児あり）
▽後半の部＝子どもと一緒に親子遊び
●講師　太刀山美樹さん（健康運動指

導士、レクリエーションコー
ディネーター）

●対象　未就学児と保護者
●定員　先着40組
●託児　無料（5カ月～就学前）
＊6月3日（金）までに要予約。後半の部
は託児なし

●申込方法　5月9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

【ワンポイント子育て講座】
　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、子育て
の基本を学ぶ講座を開催。全5回連続
講座。受講無料。
●日程・内容

●時間　10:00～11:30（9:30受付）
●場所　市民活動交流館・101会議室
●講師　桑野嘉津子さん（元市子育て

支援センター所長）
●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
市民

●定員　先着24人
●託児　無料（5カ月～就学前）
＊5月23日（月）までに要予約
●申込方法　5月9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

　子育てサロンは、誰でも自由に参加
することができます。
＊5月2日（月）～6月10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／ 
5月10日（火）、6月7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
■河東西小子育てサロン／河東西小学

校・体育館2階和室／5月10日（火）、
6月10日（金）10:00～14:00／吉村
☎（32）5766

■おいでおいでサロン／日の里西小
学校・和室／5月10日（火）、6月10日

（金）10:00～14:00／池淵☎（36）
7654

■日の里東小子育てサロン／日の里
東小学校・2階和室／5月10日（火）、 
6月10日（金）10:00～14:00／野田
☎（36）4627

■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）／5月12日（木）、6月9日

（木）10:00～12:00／同コミュニ
ティ☎（62）2671

■吉武すくすくサロン／吉武コミセ
ン／5月13日（金）10:00～12:00／ 
同コミセン☎（32）5904

■子育てサロン自由ヶ丘南／自由ヶ
丘中学校・別棟／5月13日（金）、 
6月10日（金）10:00～12:00／牟田 
☎（33）8520

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

福岡教育大学

回 日程 内容

1回
5月30日
（月）

親子関係を育む
ポイント

2回
6月 6日
（月）

子どものしつけ
～ほめ方・しかり方～

3回
6月13日
（月）

子どもと生活習慣

4回
6月20日
（月）

子どもの遊びと発達

5回
6月27日
（月）

「私」と子育て
～わが家流の子育てを～

市民図書館
宗像ユリックス☎（37）1321
旧アクシス玄海 ☎（62）2346
旧中央公民館☎（32）8691
えほんのへや☎（36）0212


