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市福祉課 （北館１階） に設置の申込書を提出

問県肢体不自由児協会 ☎ 092 （584） 5732

講演会・成年後見での「身上保護」
〜成年後見利用促進法と

急がれる市民後見人の育成〜

期５月 12 日 （土） 10：00 ～ 12：00

所メイトム宗像定先着 25 人料無料＊事前申

込必要＊市、市教育委員会後援 申 問ＮＰＯ法

人高齢者・障害者安心サポートネット・宗像地

区成年後見研究会 ☎ 080 （3963） 0736

愛鳥週間バードウオッチング参加者募集

期５月 27 日 （日）9:00 ～ 12:00 ●集合場所　

＝久末ダム （福津市） の多目的広場横駐車場料

100 円 （中学生以下無料） ＊事前申込不要問県

宗像・遠賀保健福祉環境事務所 ☎ （36） 2475

親子遊び「きらきらくらぶ」マラカス作り

期５月 24 日 （木） 10:00 から所みつぼし幼保

園対未就園児と保護者定先着 15 人料無料

〆５月 22 日 （火） 申同園 ☎ （48） 9022

「2018 年ブラインドゴルフ親善大会
in 九州」参加者募集

期５月 21 日 （月） ７:10 ～ 16:30 所若宮ゴル

フクラブ●募集内容＝視覚障がい者とプレーを

する一般プレーヤー、大会をサポートするボラ

シルバーパソコン教室受講生募集
「初級ゆっくりコース」他

期５月 21 日 （月） ～８月６日 （月） の毎週月曜

日、13:00 ～ 15:00 （全 10 回） 所シルバー人

材センター （赤間） 対 55 歳以上定 10 人

料 5,500 円 （別途テキスト代必要） ＊パソコン

の貸出あり／１回 250 円〆５月 18 日 （金）

 申 問同センター ☎ （33） 1151

リアルタイムで電力使用量を測定 !
「省エネナビ市民モニター」募集

●測定器貸出期間＝６

カ月対家の電気代を減

らしたい人や、電気の

無駄使いをなくしたい

人 定先着 10 人 料無料

＊ＬＥＤ電球などのプレゼントあり

〆６月８日 （金） 申 問環境課 ☎ （36） 1421

戦没者を追悼し平和を祈念
「厚労省慰霊巡拝参加者」募集

対慰霊巡拝を実施する地域 （13 地域） での戦没

者の遺族らで、巡拝時期に原則 80 歳以下の人

申 問市高齢者支援課 ☎ （36） 9288

海外での福岡県出身戦没者を追悼し平和を祈念
「福岡県海外戦没者慰霊巡拝団員」募集

対慰霊巡拝を実施する地域（①中国②フィリ

ピン）での戦没者の遺族 定①②各先着 15 人 

〆①５月 31 日 （木） ② 11 月 20 日 （火）

申 問一般財団法人福岡県遺族連合会

☎ 092 （761） 0012

県肢体不自由児療育キャンプ参加者募集
①進行性筋萎縮症児のキャンプ
②海のキャンプ③山のキャンプ

期①７月 21 日 （土） ～同 22 日 （日） ②８月 10

日 （金） ～同 12 日 （日） ③８月 25 日 （土） ～同

27 日 （月） 所①宮若市②神湊 ③朝倉郡対①同

症児と保護者②③小学３年～中学生の在宅肢体

不自由児料児童のみ無料〆５月７日 （月） ～同

25 日 （金） 申宗像・遠賀保健福祉環境事務所か

ンティア〆５月 15 日 （火） ＊市後援

申 問ＮＰＯ法人九州視覚障害ゴルファーズ協

会 （大和）  ☎ （37） 0194

お魚さばき教室参加者募集

期５月 22 日 （火） 、６月 12 日 （火）＊時間はい 

ずれも 9:30 ～ 12:00 所メイトム宗像定各先 

着 15 人料 1,500 円＊包丁 （出刃） 、持ち帰り用

パック、保冷バッグ、エプロンを持参し参加を 

申 問道の駅むなかた ☎ （62） 2715

「宗像五行歌会」参加者募集　　　

期 ５月 19 日 （奇数月の第３土曜日） 、13:00

～16:00 所広陵台２丁目集会所 （広陵台入口バ

ス停側） 料 500 円問同会 （杉本）  ☎ （35） 0883

自由ヶ丘を活性化！
「J まちカフェ」と「あいあいマルシェ」

期５月 20 日 （日） 10：30 ～ 15：30 所自由ヶ 

丘コミセン 料無料問自由ヶ丘コミセン内あい

あいマルシェ代表（占部） ☎ （32） 5594

「出光佐三店主に学ぶ ふるさとの愛し方」 宗像を
愛し、宗像のために行動した出光佐三店主に縁
の深いゲストたちによるトークセッション開催

期 ５月７日 （月） 18:30 ～ 20:20 所 福岡教育

大学対高校生以上定先着 200 人料無料

 問  （公社） 宗像青年会議所☎ （39） 7166

　  親子でわくわく木工体験 
「テーブル作りに挑戦しよう！」

期６月９日 （土） 9:00 ～ 12:00 所メイトム宗

像・結工房 対市内の小学生と保護者（１名・

祖父母も可）定抽選で 12 組料 1,200 円 託無

料・要予約〆５月 27 日 （日） 申 問男女共同参

画推進センター「ゆい」 ☎ （36） 0250 ＊申込は、

上記応募事項を明記して、郵送＝〒 811-3437

宗像市久原 180 、電子申請＝市 HPも可

博多座市民半額観劇会
ミュージカル「1789 〜バスティーユの恋人たち〜」

期７月 ３日 （火） ・４日 （水）・９日 （月）・11 日 

 （水）・18 日 （水） ＊時間はいずれも 18:00 所博 

多座 （福岡市） 定 各回抽選で 100 人 料 Ａ席

7,750 円＊別途、事務・振替手数料必要 〆５月 

25 日 （金） ＊消印有効申上記応募事項と、希望

公演日時 （ハガキ１枚につき１公演のみ）、

参加人数 （２人まで）、年齢 を明記して〒 810-

8799 福岡中央郵便局留「市民半額会」あて

問  （公社） 日本演劇興行協会市民半額会事務局  

☎ 092 （751） 8258

「歩こう会」赤間地区／
若葉の田んぼ道散策〜名残〜 （６㎞）

期５月 12 日 （土） 受付 9:30、出発 10:00 （赤

間コミセン） 、終了 14:00 ＊雨天中止。当日実

施の有無は、8:30 以降に問い合わせを

＊お弁当・水筒・タオル・帽子を持参し、歩き

やすい靴・服装で参加を

問赤間地区コミュニティ ☎ （39） 7051

海の道むなかた館ミュージアムコンサート
「朝来桂一ヴァイオリンコンサート」　

期５月 18 日 （金） 18:30 ～ 19:30

所海の道むなかた館料無料＊事前申込不要

＊企画＝ NPO 法人コラボむなかた＊詳細は、

同館 HP http://searoad.city.munakata.lg.jp/

で確認を問海の道むなかた館 ☎ （62） 2600

お知らせ・募集

【豊かな人権感覚を培おう！】平成 29年度 小・中学生作成の人権標語を毎号紹介します。人権は、「人が生存と自由を確保し、幸福を追求する権利」。

みなさん、人権を考えてみませんか。（６～７ページ）問人権対策課 ☎（36）1270

イベント

市が貸し出す省エネナビ
（電力使用量測定器）

35㎝×
60㎝×40㎝

情報ステーション 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

詳細は各問い合わせ先へ

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ


