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広告主を募集広告主を募集広告主を募集 広報紙とホームページ
　市では、平成18年10月から市の広報紙とホームページに有料広告を掲載してい
ます。あなたも広告を出してみませんか。

●広告の規格と掲載料（この他にも 1/3 ページ、1/2 ページ、１ページの規格があります）
規格

１号
  広告

縦  5.9㎝
横  12㎝

1枠当たり
20,000円 白黒1色

白黒1色1枠当たり
36,000円

縦  5.9㎝
横  24㎝

２号
  広告

広告の大きさ 料金（1枠1号につき） 色数

規　格 料金（1枠1カ月につき）

＊1年間に12号以上掲載を希望する場合は10％、6号以上掲載
を希望する場合は5％を掲載料から割り引き

●締め切りは掲載希望号の2カ月前

市では今後、
印刷物などにも有料広告を
掲載し、歳入の確保に
努めていく予定です。
みなさまの理解と協力を

お願いします。

天地　縦　　50ピクセル
左右　横　 160ピクセル
データ容量　20キロバイト以内
形式　Jpeg、Gif形式のいずれかで

ALT属性テキストデータ、全角
20文字以下

トップページ
15,000円
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　秘書政策課広報報道担当　☎（36）1055

個室・２人部屋 入居者募集
●施設概要／２人部屋３室（夫婦、親子、兄弟姉妹など三親等以内）　個室２４室
　　　　　　ゆったりしたお風呂に３食バランスのとれた食事をご提供

●費      用／入居一時金は一切必要ございません
　　　　　　月々の費用　８.５万円～１３.７万円
　　　　　　収入（年金）により公的な補助金額が変わります。
　　　　　　費用は食事代・水光熱費等すべて含みます。
●入居基準／年齢６０歳以上の自立した生活が可能な方

社会福祉法人  柏芳会記念福祉事業会
ケアハウスはまゆう　宗像市神湊１１８番地２

ケアハウスとは、老人福祉法に
基づく居住施設で６０歳以上の
高齢者が自立して生活できるよ
うに配慮された食事付きの賃貸
住宅です。ケアポート玄海併設☎0940-62-4398

（広告）

期＝日時、開催日、期間  所＝場所  対＝対象  定＝定員  料＝料金、費用  託＝託児  〆＝申込締切日
申＝申込先  問＝問い合わせ先  ☎＝電話  Ｆ＝ファクス  ＝メール  HP＝ホームページ  FB＝フェイスブック 平成30年4月15日号 むなかたタウンプレス ❻

電話以外での申込は、 次の①〜④を明
記してください。 ①催し名・コース 
など②〒番号 ・ 住所③氏名④電話番号

申込方法
応募事項

情報ステーション
詳細は各問い合わせ先へ

生ごみ堆肥化講座

【基礎講座】 期 所 申①５月 10 日 （木） 河東コミ

セン ☎ （35） 1837 ②同 16 日 （水） 吉武コミセン  

☎ （32） 5904 ③同 25 日 （金） 赤間西コミセン 

 ☎ （38） 9506 ＊ダンボールコンポストセット

をプレゼント （年間１世帯１セット限り） 

＊①は託児あり。５月２日 （水） までに申込を

【ダンボールコンポストのつどい】さまざまな

相談を受付期 所 問５月９日 （水） 河東コミセン 

 ☎ （35） 1837 ＊事前申込不要

＊講座・つどいの時間はいずれも

　10:00 〜 11:30

問環境課 ☎ （36） 1421

　同館では、ゴールデンウィークに楽し

い体験学習を用意しています。友達や家

族と一緒に、海の道むなかた館へ遊びに

来てください。

期 ５月３日（木・祝）  〜同６日（日） 
＊詳細は同館 HP http://searoad.city.

munakata.lg.jp で確認を

問同館 ☎ （62） 2600

「歩こう会」南郷地区／
宗生寺花まつり（約 6.5km）

期 ５月６日 （日） ／集合＝9:00 （南郷コミセ

ン） 、終了＝ 12:30 ＊雨天中止。当日実施の有

無は、8:30 以降に問い合わせを＊水筒・タオル・

帽子を持参し、歩きやすい靴・服装で参加を

問南郷地区コミュニティ ☎ （36） 3465

高校ラグビー世界一決定戦＆
ラグビーパーク「サニックスワールド
ラグビーユース交流会 2018」開催

期４月 28 日 （土）〜５月５日 （土 ・ 祝）

＊４月 30 日 （月 ・ 振休）、５月３日 （木 ・ 祝） は

休養日 所グローバルアリーナ  （吉留）

問グローバルアリーナ ☎ （33） 8400

お知らせ・募集

総務省と県が実施する労働力調査に協力を

　同調査は、わが国の失業率や雇用の実態を明

らかにする重要な統計調査です。調査員がみな

さんの自宅に訪問したときは、調査への回答に

協力をお願いします。

問県調査統計課 ☎ 092 （643） 3186

生活習慣病の予防と早期発見・治療
「後期高齢者の健康診査」

４月下旬以降に受診票を送付します

●受診期間＝４月下旬〜平成 31 年３月 31

日 （日） 対 県後期高齢者医療制度の被保険者  

（条件あり）料 500 円●受診方法＝同診査実施 

の医療機関で、個別に予約 （被保険者証、受診

票の持参を） 問県後期高齢者医療広域連合お問

い合わせセンター ☎ 092 （651） 3111 ＊市内各

コミセン、メイトム宗像で実施している住民健

診でも受診可。詳細は市健康課 ☎ （36） 1187

必要な知識と技術の習得を目指す
「福岡県要約筆記者養成講座」

期６月開講所クローバープラザ （春日市） 対平 

成 30 年４月１日現在 18 歳以上の県民で、県内 

で要約筆記者としての活動を希望する人 定

先着 40 人程度 料無料 （別途テキスト代必要） 

 〆５月 11 日 （金） 申 問社会福祉法人福岡県聴

覚障害者協会 ☎ 092 （582） 2414 Ｆ  092 （582） 

2419 ＊受付は火〜日曜日の 9:00 〜 17:00

「社会保険労務士による年金相談」
年金受給関連、年金裁定請求受付など

期 所毎月第１ ・ ３水曜日 9:30 〜 16:20 ／

宗像市役所内会議室 （福津市会場もあり） 

＊祝日・年末年始を除く。事前申込必要

申 問東福岡年金事務所 ☎ 092 （651） 7967

認知症の人と家族、地域の人らの居場所
「オレンジカフェ in メイトム」

期４月 27 日 （金） 10:00 〜 12:00

所メイトム宗像・結工房料 100 円

●福祉ボランティア団体「にじいろぽけっと」

が実施。専門職員による相談コーナーもあり

問宗像市社会福祉協議会 ☎ （37） 1300

「紙飛行機・凧・紙折り飛行機・竹とんぼ」
を自分で作って外で元気に遊びましょう !

期４月 28 日 （土）、同 29 日 （日・祝） 10:00 〜

12:00 所いせきんぐ宗像・寄合い処料 150 〜

500 円〆開催日の２日前まで申 問日本紙飛行

機協会宗像支部 （堀）  ☎ 090 （4426） 2162

＊グループの場合、ルックルック講座で申込可

宗寿園５月のイベント情報

期▶舞踊＝８日 （火） 、９日 （水） 、12 日 （土） 、 

17 日 （木） 、18 日 （金）  、21 日 （月） 、22 日  

（火）、 26 日 （土） ▶囲碁＝ 11 日 （金） 

▶剣舞＝ 25 日 （金） 問同園 ☎ （33） 2761

①五社中民謡公演②一般参加者募集

①期５月 13 日 （日） 10:30 〜 15:00 所宗寿園 

／②定先着 20 人〆５月８日 （火） ／

①②料無料＊市・市教育委員会後援申 問民謡

協会事務局 （浜田） ☎ 080 （5260） 3938

アフリカへ「昼の日差しや
夜の寒さをしのぐ」毛布提供、

送料（１口 1,000 円）の協力を

〆５月 31 日 （木） ＊送料のみの協力も可

申 問 明るい社会づくり運動推進協議会 （荒

牧） ☎ （36） 2258

「せごどん、早川勇、晋作」出光良治講演
３人と龍馬の動静、五卿赤間滞在など

期５月６日 （日） 17:30 所街道の駅 赤馬館

料 500 円＊主催は「歩く唐津街道」

申 問同館 ☎ （35） 4128

県の施策・制度について意見と提案をする
「県政モニター」募集

期委嘱日〜平成 31 年３月末対４月１日現在 

18 歳以上の県民で、インターネット利用

とメールの送受信ができる人 定 400 人 

〆 ５月 31 日 （木） 申 県 HP http://www.pref.

fukuoka.lg.jp、  monitor@pref.fukuoka.lg. 

jp 問県民情報広報課  ☎ 092 （643） 3103

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

ありがとう　感謝の気持ち　伝えよう（成松琴
こ と ね

音・日の里東小６年）

だれとでも　手と手をつなぎ　助け合おう（林佳
けいすけ

佑・河東小６年）

水をやろう　自らの花と　みんなの花（木本翔
しょうた

太・河東西小６年）

ありがたい　生きていることの　喜びよ（今泉穂
ほ の か

香・赤間西小６年）

イベント
海の道むなかた館

特別体験学習
ゴールデンウィーク
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