平成25年7月1日 市民・そうだん （22）

むなかたタウンプレス

No.247

３歳

日生

９

やまと

月

７

くん（日の里）

■不妊相談
（宗像・遠賀保健福祉環境事務所）
月〜金曜日9:00〜17:00
☎
（37）
4070（専用）
＊祝日・年末年始は休み
■補聴器相談
（市役所本館1階・第2相談室）
7月10日（水）10:00～12:00
7月19日（金）10:00～12:00
7月23日（火）10:00～12:00
☎（36）3135

平成 年

いつも明るく元気いっぱいな正都くん。
これからもお姉ちゃんたちと仲良く過ご
してね。



伊藤 和

日生



まさ と

月

７

くん（赤間）

■なんでも相談
（市役所北館1階・福祉課横）
月〜金曜日8:30〜17:00
☎（36）2237
＊祝日・年末年始は休み
■心配ごと相談
（市社会福祉協議会）
▽市役所＝第１･2･4木曜日
▽自由ヶ丘コミセン＝奇数月の第3木曜日
▽日の里コミセン＝偶数月の第3木曜日
＊時間はいずれも10:00～15:00
＊7月4日（木）の市役所は休み
☎（37）1300
＊祝日・年末年始は休み
■こころと生き方の相談
（市役所本館1階・相談室）
月〜金曜日13:00〜17:00
☎（36）1156
メール kokoro@city.munakata.fukuoka.
jp
＊面接、電話、メールで相談受付
＊祝日・年末年始は休み
■福岡いのちの電話相談
（社会福祉法人福岡いのちの電話）
☎092（741）4343
＊24時間受付、年中無休
▽ 自 殺 予 防 い の ち の 電 話 ＝ 毎 月10日
8:00〜翌8:00 0120（738）556
■こころの健康相談
（宗像・遠賀保健福祉環境事務所）
第1金曜日、
第2〜5水曜日
13:30〜16:00
☎（36）2473
＊前日までに要予約、祝日・年末年始は休み
■エイズ・性感染症の相談・検査
（宗像・遠賀保健福祉環境事務所）
毎週火曜日9:00〜11:00
☎（36）
6098
＊匿名・無料・予約制、祝日・年末年始は休み
■B型、
Ｃ型肝炎の相談・検査
（宗像・遠賀保健福祉環境事務所）
毎週火曜日9:00〜11:00
☎（36）
2366
＊無料・予約制、
祝日・年末年始は休み
■女性の健康相談／面接相談
（宗像・遠賀保健福祉環境事務所）
第3金曜日13:00〜16:00
☎（37）
4070
（専用）
＊予約制、
電話相談は随時、
祝日は休み

平成 年

日生

心とからだ



鬼塚 正都

と き

月

２歳の誕生日おめでとう!! いつも元
気いっぱいの斗毅くん。これからも兄弟
３人仲良く、元気に成長してね♡

ふみ な

３歳

くん（赤間）

平成 年

４



お姉ちゃん大好きでまねばかりするお
めめパッチリなふみなちゃん♡♡ 姉妹
仲良くみんなを楽しませてね♪

藤井 斗毅

７

７

いつも明るく元気いっぱいの帆夏ちゃ
ん。これからもたくさん遊んで、心も体
も大きくなってね☆

２歳



年 月 日生

午前９時から電話で受け付けます。先着５人まで。
対象は掲載時点で満３歳まで。なお、平成26年８月
までの受付は、いっぱいになりました。
■申込先
秘書政策課広報・報道担当 ☎（36）
１０５５



ちゃん（南郷）

月 日生

（火）
掲載募集 平成26年９月の掲載分を、７月16日

平成

年



ちゃん（日の里）

７

ほの か

平成


安部 帆夏

おめでとう

２歳

栗原 史奈

月
7
お誕生日

２歳

笑顔がすてきなやまとくん。もうすぐ
お兄ちゃんですよ。マミィのお手伝いも
よろしくね。

☎092（643）3333
＊予約制、祝日・年始は休み
（男女共同参画推進センター「ゆい」
■行政相談

メイトム宗像内）
（市役所北館1階・福祉課横）
第3火曜日13:00〜16:00
月〜金曜日8:30〜17:00
☎（36）0250 ＊予約制
☎（36）2237＊祝日・年末年始は休み
■国民年金相談
（大島行政センター）
（東福岡年金事務所）
第2火曜日13:00〜15:00
月〜金曜日8:30〜17:15
☎（36）1272＊祝日は休み
☎092（651）7129
＊土曜日の開設日時は問い合わせを
▽ねんきん定期便の問い合わせ
☎0570（058）555
■交通事故相談
▽年金に関する相談
（市役所本館1階・第1相談室）
☎0570（05）1165
■児童家庭相談
■消費生活相談
（市役所西館1階・子ども相談センター） 7月1日（月）10:00〜15:00
（市消費生活センター）
8月5日（月）10:00〜15:00
月〜金曜日8:30〜17:00
月〜金曜日、
第2・第4土曜日
☎（36）5050
☎
（36）
1302、FAX（37）3046
8:30〜17:00
■交通事故相談（県庁）
＊祝日・年末年始は休み
＊土曜日は電話相談のみ
月〜金曜日9:00〜16:00
■児童虐待全国共通ダイヤル
☎
（33）
5454＊祝日・年末年始は休み
☎092（622）0403
☎0570
（064）000
■養育費電話相談
＊祝日・年末年始は休み
＊24時間受付、年中無休
（県母子家庭等就業・
■民暴特別相談
■子どもの権利相談
自立支援センター飯塚ブランチ）
（市役所西館1階・子ども相談センター） （県暴力追放運動推進センター・
吉塚合同庁舎5階） 母子家庭の母や離婚協議中の人が対象
月〜金曜日8:30〜17:00
月〜金曜日9:00〜16:00
毎月第1・第3水曜日13:30〜16:00
☎（36）9094 FAX（37）3046
☎0948（21）0390
☎092（651)8938＊祝日・年始は休み
0120（968）487（子ども専用）
FAX 0948
（21）0391
＊祝日・年末年始は休み
＊祝日・年末年始は休み
■妊婦・乳幼児健康相談
■多重債務電話相談
（市役所西館1階・子ども家庭課）
（県弁護士会）
■職業紹介・相談
月～金曜日8：30～17：00
毎週土曜日10:00〜13:00
（市役所北館2階・地域職業相談室）
☎（36）1365
☎092
（721）
6778
月〜金曜日8:30〜17:00
＊祝日・年末年始は休み
＊祝日、
年末年始は休み
☎（36）1150＊祝日・年末年始は休み
■発達相談
（福岡財務支局）
■母子家庭等就業相談
月〜金曜日8:30〜17:00
月〜金曜日9:00〜17:00
（市役所本館1階・第1相談室）
＊祝日・年末年始は休み
☎092
（411）
7291
第1・3水曜日10:00〜15:00
▽発達支援センター（メイトム宗像内）
＊祝日・年末年始は休み
（母子家庭等就業・
☎（36）0224
（宗像警察署）
自立支援センター飯塚ブランチ） ■警察相談
▽子ども家庭課発達支援係（市役所西
月〜金曜日9:00〜17:45
☎0948（21）0390
館1階）
FAX 0948
☎♯9110、
☎
（37）
2000
（21）0391
☎（36）9098
＊祝日・年末年始は休み
■子育て支援センター「ふらこっこ」
＊予約制、祝日・年始は休み
（メイトム宗像内）
■職場・労働・子育て中の就職相談
月〜金曜日、第2土曜日
（福岡労働者支援事務所・
10:00〜15:30
福岡西総合庁舎5階）
■住宅相談／訪問相談
☎
（37）
3741
月〜金曜日8:30〜17:15
（住マイむなかた）
＊第2水曜日午後・祝日・年末年始は休み ＊水曜日は20:00まで
月〜金曜日9:00〜16:00
■子どもホットライン24
▽労働相談＝☎092（735）6149
☎
（37）
2525
（県福岡教育事務所）
▽子育て就職支援＝☎092
（735）
6150
＊予約制、
祝日・年末年始は休み
☎092
（641）9999
＊祝日・年末年始は休み
＊24時間受付、年中無休
■乳幼児発達診査
（宗像・遠賀保健福祉環境事務所）
緊急連絡先
偶数月の第1火曜日13:00〜16:00
■法律相談
▽24時間受付 ▽私有地内工事有料
☎
（36）
2366
（県庁1階・県民相談室）
宗像管工事協同組合 ☎
（37）0435
＊予約制、祝日・年始は休み
第1・3金曜日13:00〜16:00

子ども・子育て

市では、収集した個人情報を、収集の目的以外で利用することはありません。
広報紙は、古紙が配合された紙を使用しています。

行

政

交通事故・暴追

仕

事

その他

法

律

広報紙への意見・要望を右記に寄せてください。
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