
（11） 平成25年7月15日 No.248むなかたタウンプレスカレンダー

T
e

l
e

C
a

l
l

テ
レ
コ
ー
ル

■市役所本庁（代表） ☎36－1121
議事調査課 ☎（36）1119
総務課
　　行政係 ☎（36）1272
　　情報化推進係 ☎（36）5444
生活安全課 ☎（36）5050
人事課 ☎（36）5051
秘書政策課
　　秘書業務担当 ☎（36）0890
　　広報・報道担当　　　　 ☎（36）1055
　　定住業務担当 ☎（36）1284
市民課
　　市民係 ☎（36）1126
　　国民年金係 ☎（36）1128
経営企画課 ☎（36）1192
財政課 ☎（36）1104
契約検査室 ☎（36）1161
税務課
　　市民税係 ☎（36）7350
　　固定資産税係 ☎（36）7351
収納課 ☎（36）5392
コミュニティ・協働推進課 ☎（36）5394
文化・スポーツ推進課 ☎（36）1540
人権対策課 ☎（36）1270
男女共同参画推進課 ☎（36）0048
環境課 ☎（36）1421
保健福祉政策課 ☎（36）1308

健康づくり課 ☎（36）1187
福祉課
　　保護1・2係 ☎（36）7353
　　障害者福祉係 ☎（36）3135
介護保険課
　　介護保険係 ☎（36）4877
　　介護認定係 ☎（36）5186
高齢者支援課
（地域包括支援センター） ☎（36）1285
国保医療課
　　国民健康保険係 ☎（36）1363
　　後期高齢者医療係 ☎（36）1348
都市計画課 ☎（36）1484
建築課 ☎（36）5203
建設課 ☎（36）1577
維持管理課 ☎（36）7471
会計課 ☎（36）1357
子ども育成課 ☎（36）1214
子ども家庭課 ☎（36）1365
教育政策課 ☎（36）5099
学校管理課 ☎（36）1322
監査委員事務局 ☎（36）5093
選挙管理委員会事務局 ☎（36）1375
固定資産評価審査員会事務局 ☎（36）5093
商工観光課 ☎（36）0037
元気な島づくり課
　　推進係 ☎（36）1725

農業振興課 ☎（36）0041
水産振興課 ☎（36）0031
農業委員会事務局 ☎（36）0046

■市役所本庁以外
コミュニティ・協働推進課 
　市民活動係（メイトム宗像） ☎（36）0311
郷土文化交流課 ☎（62）2600
世界遺産登録推進室 ☎（62）2617
発達支援センター ☎（36）0224
図書課 ☎（37）1321
消費生活センター ☎（33）5454
下水道課（宗像終末処理場） ☎（36）4136
渡船課 （神湊港ターミナル）　☎（62）3592
元気な島づくり課（大島行政センター） ☎（72）2211
　　元気な島づくり係
　　市民サービス係
大島診療所 ☎（72）2004

■その他の市関係施設など
宗像市民図書館 ☎（37）1321
宗像ユリックス ☎（37）1311
宗像ユリックス・アクアドーム ☎（37）1377
メイトム宗像（市民活動交流館） ☎（36）0202
男女共同参画推進センター「ゆい」 ☎（36）0250
子育て支援センター ☎（37）3741
海の道むなかた館（郷土文化学習交流館） ☎（62）2600

うみんぐ大島（大島海洋体験施設） ☎（72）2361
吉武コミセン ☎（32）5904
赤間コミセン ☎（39）7051
赤間西コミセン ☎（38）9506
自由ヶ丘コミセン ☎（32）5594
河東コミセン ☎（35）1837
南郷コミセン ☎（36）3465
東郷コミセン ☎（36）7711
日の里コミセン ☎（37）1587
玄海コミセン ☎（62）1642
池野コミセン ☎（62）2003
岬コミセン ☎（62）2656
大島コミセン ☎（72）2321
市民体育館 ☎（32）1230
玄海B＆G海洋センター ☎（62）2119
大島ふれ愛センター ☎（72）2294
大島渡船ターミナル ☎（72）2535
宗像清掃工場（エコパーク宗像） ☎（62）0505
宗像地区事務組合（多礼浄水場） ☎（62）0975
家庭児童相談室 ☎（36）1302
地域職業相談室 ☎（36）1150
シルバー人材センター ☎（33）1151
道の駅むなかた・観光物産館 ☎（62）2715
正助ふるさと村 ☎（35）1100
グローバルアリーナ ☎（33）8400
宗寿園 ☎（33）2761
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▼
各行事のあとの赤
色の数字は、問い
合わせ先です。
下のテレコールの
赤色の数字のとこ
ろで確認を。

③生ごみ堆肥化講座
【本講座】
▽ ６日（火）／自由ヶ丘コミセン／10:00～11:30
▽27日（火）／河東コミセン／10:00～11:30
▽30日（金）／市役所／17:30～19:00

【フォロー講座】
▽20日（火）／池野コミセン／10:00～11:30
▽23日（金）／赤間西コミセン／10:00～11:30

■資源物受入日
●北側（エコパーク宗像内）

●西側（ゆ～ゆ～プール横）

③

▼土・日曜日　9:00～17:00

▼土・日曜日　9:00～17:00
▼水 曜 日　9:00～19:00

放射線量
測定結果
７月１日測定

①

市役所 0.069
赤間コミセン 0.061
道の駅むなかた 0.054

（単位：μSv／h）

▽（宗寿園）囲碁大会
9：30～、舞踊＝応援サ
ンの会12：00～⑳

▽食品衛生月間
＊31日まで④

▽家庭の日⑤
▽吉武夏まつり（吉
武コミセン）17：00～⑩
▽サマーフェスティバルサッ
カー大会（ふれあいの森）
9：00～＊18日まで⑯

▽（宗寿園）舞踊＝水穂聖恭
12：00～、夏祭り18：00～⑳

▽赤間駅前カムカムま
つり（赤間駅北口広場）
16：00～⑥
▽第31回南郷まつり（南郷運動広
場）17：00～⑪
▽日の里まつり（東郷駅日の里口）
14：00～＊25日まで⑫
▽中部地区ミニバスケットボール
大会（市民体育館、赤間小）
9：00～＊25日まで⑯
▽（グローバルアリーナ）12時間
ナイターリレーマラソンINグロー
バルアリーナ19：00～翌7：00⑲

▽小学生剣道練成
大会（市民体育館）
9：00～⑯

▽メイトム宗像休
み⑧
▽マリンフェスタINむなか
た（神湊、釣川河口域右岸）
8：30～⑥
▽池野コミュニティ夏まつり
（池野コミセン）17：00～⑬
▽議長杯ゲートボール大会
（中央公園）9：00～⑯

▽家庭の日⑤
▽ふれあいバス・コ
ミュニティバス運休①

▽宗寿園休み⑳

▽宗寿園休み⑳

▽宗寿園休み⑳

▽メイトム宗像休
み⑧
▽ふれあいバス・コミュニテ
ィバス運休①
▽市小学生夏季バレーボー
ル大会（河東西小）9：00～⑯
▽市夏季卓球大会・男女混
合団体戦（市民体育館）
9：00～⑯
▽宗寿園休み⑳

2013 CALENDAR
カレンダー
＊日時や場所などが変更になる場合がありますので、ご了承ください
＊宗像ユリックスの行事は１日号のユリックスサラダを見てください

人口 96,429 世帯 39,877
男 45,798 女 50,631
（６月中の異動数）
転入 226 転出 233
出生 63 死亡 71

●人のうごき（６月末日現在）●②

A u g u s t

▽市民図書館
休み（月末整
理日）⑨

▽（グローバルアリ
ーナ）第９回レリア
カップINグローバルアリー
ナ9：00～17：00
＊９月１日まで⑲

８月

▽（宗寿園）舞踊＝大滝
昇12：00～⑳

▽大島盆踊り
大会（旧大島
行政センター前広場）
20：30～＊15日まで⑮

▽宗寿園休み⑳

▽保育所９月
入所締切日⑤
▽大島納涼花火大会
（大島漁港）20：00～⑮
▽道の駅むなかた（物
産館、食堂）休み
＊17日まで⑱

▽宗寿園休み⑳

▽燃やすごみ
収集休み
＊15日まで③

▽宗寿園休み⑳

▽市民三世代
交流ゲートボ
ール大会（中央公園）
9：00～⑯
▽シルバー人材センタ
ー入会説明会
13：30～⑰
▽（宗寿園）カラオケ＝
宗寿園カラオケ大会
10：30～⑳

▽食育の日④
▽（グローバ
ルアリーナ）第53回全
国教育学芸大学女子バ
レーボール大会
9：00～17：00
＊21日まで⑲

▽（宗寿園）将棋大会
9：30～⑳

▽防災週間
＊９月５日まで①

▽農業委員会
定例総会（市
役所北館２階・202会
議室）15：00～⑦
▽市民スポーツまつり
市水泳大会（アクアドー
ム）9：00～⑯

▽岬夏まつり
盆 踊り大 会
（岬コミセン前）
18：00 ～⑭

●日・祝日●  9：00～16：30

宗像地区歯科
休日急患センター
　　　　　 　　　　 （田熊）
☎（34）8080●平　日●　19：30～翌朝6：00

●土曜日●　18：00～翌朝9：00
●日・祝日●　  9：00～翌朝6：00
＊お盆は、8月13日（火）19：30から
　同16日（金）朝6：00まで、連続診療

＊お盆は、8月13日（火）、
　同14日（水）、同15日（木）も
　上記の時間で診療

宗像地区急患センター （田熊）
☎（36）1199

休日小児科・内科 休日歯科

●毎日● 19：00～翌朝7：00
●短縮＝＃8000
●専用＝

病気、けが、薬、応急処置など

＊電話がダイヤル回線の人は
　専用電話番号を利用してください

☎092（725）2540（福岡）　
☎093（662）6700（北九州）

県小児救急
医療電話相談

午前9時～午後5時８月の休日外科当番医
 4 日（日） 蜂須賀病院（野坂） ☎（36）3636
11日（日） 林外科医院（田久） ☎（33）5577
13日（火・盆） 日の里クリニック（日の里） ☎（36）5511
14日（水・盆） 山本整形外科医院（くりえいと） ☎（33）8180
15日（木・盆） 荒牧整形外科医院（福津市） ☎（34）3355
18日（日） 渡辺整形外科医院（稲元） ☎（32）2600
25日（日） 東郷外科医院（田熊） ☎（36）4146

▽道の駅むな
かた（物産館、
食堂）休み⑱
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