
県小児救急医療電話相談 休日小児科・内科 休日歯科

♦︎平　　日＝19:00〜翌朝7:00 
♦︎土 曜 日＝12:00〜翌朝7:00
♦︎日・祝日＝  7:00〜翌朝7:00

　　　　　●短縮＝＃8000
　　　　　●専用＝☎092（661）0771（福岡）
　　　　　　　　　☎093（662）6700（北九州）
　　　　　＊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

宗像地区
歯科休日急患

センター（田熊）
☎（34）8080

♦︎日・祝日
　9:00〜16:30

病  気

など

け  が

薬

応急処置

宗像地区急患センター（田熊）
　　　　　　　　☎（36）1199

♦︎平　　日＝19:30〜翌朝5:30
♦︎土 曜 日＝18:00〜翌朝9:00
♦︎日・祝日＝  9:00〜翌朝5:30
＊ただし、翌日が休日の場合、

翌朝9:00まで

受付時間

６月の休日外科当番医　（9:00〜17:00）

平成30年5月15日号 むなかたタウンプレス ❽
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♦なんでも相談・行政相談♦
（市役所北館１階・福祉課横）
月〜金曜日 8:30 〜 17:00
☎（36）2237
♦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
＊相談受付は原則 16:30 まで
♦心配ごと相談♦
（宗像市社会福祉協議会）
▽市役所本館１階・相談室＝
　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
　＊いずれも 10:00 〜 15:00
　☎（37）1300
♦補聴器相談♦
（市役所本館１階・第２相談室）
５月 18日 （金）・22日 （火） 、
６月 13日 （水）・15日 （金） 
＊いずれも 10:00 〜 12:00
☎（36）3135
♦子ども相談支援センター♦
（市役所西館１階）
月〜金曜日 8:30 〜 17:00
▽総合相談 (代表 )
　☎（36）1302 Ｆ（37）3046
▽発達支援室 ☎ (36)9098
♦子どもの権利相談室♦
（市役所西館１階）

月〜金曜日 10:00 〜 18:30
☎（36）9094 Ｆ（37）3046
0120（968）487（子ども専用）

♦妊産婦・乳幼児の健康相談♦
（市役所西館１階）
月〜金曜日 8:30 〜 17:00
☎ (36)1365 Ｆ（37)3046
♦ひとり親家庭等就業相談・

養育費電話相談♦
（ひとり親サポートセンター

「飯塚ブランチ」）
▽就業相談＝市役所本館１階・
　第１相談室／第１・３水曜日
　10:00 〜 15:00 ＊予約制
▽養育費電話相談＝月〜金曜日
　9:00 〜 16:00
　☎ 0948（21）0390
　Ｆ 0948（21）0391
　＊就業相談のみファクスも可

♦職業紹介・相談♦
（市役所北館２階・
宗像市ふるさとハローワーク）
月〜金曜日 8:30 〜 17:00
☎ (36)1150
♦法律相談♦
▽県庁１階・県民相談室＝第１・
　３金曜日 13:00 〜 16:00
　☎ 092（643）3333＊予約制
▽男女共同参画推進センター　　
　「ゆい」（メイトム宗像内）＝
　第３火曜日 13:00 〜 16:00
　☎（36）0250＊予約制
♦消費生活センター♦
月〜金曜日 8:30 〜 17:00
☎（33）5454
♦年金相談♦
▽東福岡年金事務所＝
　月〜金曜日 8:30 〜 17:15
　☎ 092（651）7967

♦住宅相談・訪問相談
（相談員の派遣）♦

（住まいと暮らしの情報センター
「住マイむなかた」）

月〜金曜日 9:00 〜 17:00
＊受付は 16:00 まで
☎（37）2525

市 HP→「くらし・手続き」→「く
らし・環境」→「相談」→「宗像
市相談窓口一覧（平成 30年度）」
で、その他さまざまな
相談を掲載しています。

緊急連絡先
＊私有地内工事有料

24時間
受付

宗像管工事協同組合 ☎（37）0435 

そうだん
休みなど、詳細は
各問い合わせ先で
確認を。

 （ＱＲコード）

ママ・パパレポーターが行く

問秘書政策課広報報道担当

☎（36）1055

市フェイスブック情報

「いいね！してね★」
市公式フェイスブック

ＱＲコード→

　市公式フェイスブック HP htt 
p s : / / f a c e b o o k . c o m /
munakata.cityでは、さまざ
まな記事を紹介しています。
ぜひチェックしてください。

☎（36）5511

☎（33）8180

☎（34）3355

☎（35）6440

日の里クリニック （日の里）

山本整形外科医院 （くりえいと）

荒牧整形外科医院 （福津市）

あかま整形クリニック （栄町）

  3日  （日）

10日  （日）

17日  （日）

24日  （日）

　田野にある「玄海いち

ご狩り農園」で３月 20

日、「いちご狩り」をしま

した。ビニールハウスの

中には真っ赤でツヤツヤ

の「さちのかいちご」が

たくさん。ここでは、摘

んでその場で食べる「食

べ放題」か、パックなど

に詰める「持ち帰り」が

選べます。今回は摘んで楽しむ持ち帰り

の方を選びました。

　摘み方・注意事項の説明を受けた後、子どもたちは待ちに待ったい

ちご狩りを始めました。赤さや大きさや形を比べながら、子どもたち

は自分の好みのいちごを選んでいました。ビニールハウス内の通路を

全部通ると、意外といい運動量になったのか、寒かったのに少し汗を

かいていました。

　２種類のビニールハウスがあり、立ったまま摘めるハウスもありま

す。ここでは、車椅子やベビーカーのままでも一緒に楽しむことができ

るそうです。靴が土で汚れないようにとカバーも用意されていました。　

摘み終えたいちごは受付で計量してもらい、入園料といちごの代金を

支払いました。真っ赤ないちごは甘くてみずみずしく、とてもおいし

かったです。今度行くときは食べ放題で楽しむ予定です（中原美恵）。

問秘書政策課広報報道担当 ☎ （36） 1055

約200種のバラが見頃です〜オープンガーデン〜

【2017年５月11日投稿】

　色とりどりの草花が咲き誇るオー

プンガーデンが、５月に開催されま

す。約 200 種類の華やかなバラや

クレマチスが見頃です。市の花「カ

ノコユリ」の展示会や活動紹介も同

時開催。庭園を開放している吉田博

美さん （東郷） は、全国花のまちづく

りコンクールの個人部門で全国１位の

輝かしい実績の持ち主です。美しい

花々に心を癒やされてみませんか。

＊今年も５月に開催予定です
約200種類の花が咲く美しい 

オープンガーデン

　海洋性スポーツの推進を目的に、同フェスタを開

催します。カヌーやヨットなどのマリンスポーツ、

レクリエーションを体験できます。

夏を先取りして海を満喫しませんか。

ぜひ参加してください。

＊天候で内容変更の場合あり

所勝浦浜海洋スポーツセンター 

　（福津市）

対宗像・福津市在住の小・中学生　

定先着 100 人

料 1,000 円 （保険代含む）

＊イベント中の事故に関しては、主催者が

掛ける保険の範囲内で対応

申６月１日 （金） から

▶①住所②氏名③年齢 （学年） ④性別⑤保護者名

　⑥電話番号を明記して katsuura-kaiyo@lily.

　ocn.ne.jp （勝浦浜海洋スポーツセンターあて）

＊参加者へメールを送信します

＊定員に達した場合、市 HPでお知らせします

問▶勝浦浜海洋スポーツセンター ☎ （39） 3165

　　　　　　　　　　　　▶文化スポーツ課 ☎ （36） 1540

たくさん摘むことができて大喜び

玄海いちご狩り農園に
行ってきました

マリンフェスタin勝浦浜
参加者募集！６月30日（土）

8：30～13：00

マリンスポーツを
体験してみませんか


