
２人部屋 即入居可能（個室あり）
●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

平成30年6月15日号むなかたタウンプレス❺

（広告）

夏休み期間中の学童保育所入所児童募集

期７月21 日（土） 〜８月30 日（木）対共働きな

どの理由で保護者が家庭にいない児童 料 1 万

4,000 円＊市町村民税非課税世帯、ひとり親世

帯、生活保護世帯、きょうだい児などは利用料金

減額制度あり 〆６月22 日（金）申申請書類を

各学童保育所へ持参＊申請書類は各学童保育所

と市子ども育成課 （西館１階）で配布

問▶子ども育成課 ☎（36）1214▶吉武小学童

（吉武地区コミュニティ）☎（32）5904▶赤間小

学童 （赤間地区コミュニティ）☎（39）7051 ▶

北エリア（赤間西・河東・河東西・玄海・玄海東）☎

（33）9080 ▶南エリア（自由ヶ丘・自由ヶ丘南・

南郷・東郷・日の里東・日の里西）☎（33）1838

期間内に予防接種を受けましょう
　　 ① 日本脳炎  （特例措置）
　　 ② MR （麻しん・風しん混合） 第２期

①日本脳炎 （特例措置）

▶対平成19 年４月１日以前に生まれた人で、

第1 期（３回）と第２期（１回）の接種が終わって

いない人期 20 歳の誕生日前日まで

▶対平成19 年４月２日〜同21 年10 月１日に

生まれた人で、第１期（３回）の接種が終わって

いない人期第２期の期間 ( ９歳 〜 13 歳未満 )

② MR （麻しん・風しん混合）第２期

対平成31 年度に 小学校に入学する人

期平成31 年３月31 日まで

＊詳細は市 HP→「むむハグ。」→「健康・医療」→ 

「予防接種」で確認を

問子ども家庭課子ども保健係 ☎（36）1365

子宮・乳がんの無料クーポン券で
がん検診を受診しましょう （６月上旬発送）

クーポン券 対象者

乳がん 昭和 52年４月２日〜
昭和 53年４月１日生まれの女性

子宮頸がん 平成９年４月２日〜
平成 10年４月１日生まれの女性

期 平成31 年３月31 日（日）まで 対 いずれの

クーポンも基準日（平成30 年４月20 日）に 宗

像市民である人＊転入してきた対象者は問い合

わせを問健康課 ☎（36）1187

日の里３丁目菜園の利用者募集

期８月１日（水） 〜平成31 年３月31 日（日）

所 日の里３丁目の６区画 対 市民 料 ▶30㎡

1,020 円▶40㎡1,360 円〆７月10 日（火）

申申込書を財政課（本館２階）に提出＊詳細は、

市 HP  で確認を問財政課 ☎ （36）1104

男女共同参画社会に関する
市民意識調査に協力を

期７月下旬まで＊調査票を対象者へ６月下旬

に郵送対 18 歳以上の市民の中から無作為に抽

出した 2,000 人＊無記名。回答内容を目的以

外に使用しません＊詳細は市 HP  → 「くらし・手

続き」 → 「くらし・環境」 → 「人権・男女共同参画」 

問男女共同参画推進課☎ （36） 0048

市議会定例会日程 （予定）

期▶市議会本会議／６月18 日（月） 〜同22 日

（金）・７月13 日（金）▶総務常任委員会／６月

26 日（火）▶社会常任委員会／６月27 日（水）

▶建設産業常任委員会／６月28 日（木）

▶予算委員会①／７月２日（月）

▶予算委員会②／７月３日（火）

▶本会議予備日／６月25 日（月）

▶委員会予備日／７月４日（水）

問議事調査課 ☎（36）1119

生ごみ堆肥化講座

【基礎講座】期 所 申７月５日（木）玄海コミセン

☎（62）1642 ＊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）

【フォロー講座】期 所 申①７月１日（日）赤間コ

ミセン ☎（39）7051 ②同６日（金）南郷コミセ

ン ☎（36）3465 ③同27 日（金）東郷コミセン

☎（36）7711 ＊基材をプレゼント（年間１世帯

１セット限り）

【ダンボールコンポストのつどい（堆肥化の相

談受付）】期 所 問７月11 日（水）河東コミセン

☎（35）1837 ＊事前申込不要

【夏休み親子講座】期７月26 日（木）所メイト

ム宗像対小学生とその保護者定 20 組〆７月

９日（月） 〜同19 日（木）

＊講座・つどいの時間はいずれも 10:00 〜

11:30（基礎講座、フォロー講座②は 13:30 〜

15:00） 問環境課 ☎（36）1421

神湊漁港プレジャーボート係留２艇募集

〆 ７月５日（木）申 申込書類を郵送（〒811-

3492 ／住所不要／水産振興課あて）＊申込書

類は窓口（北館２階）で入手か、市 HP「観光・産

業・まちづくり」→「産業」→「水産業」でもダウン

ロード可問水産振興課 ☎（36）0031

団体情報が検索しやすくシンプルに！
「メイトム宗像ホームページがリニューアル」

●リニューアルサイト URL ＝ HP http://mei 

tomu.com 問 宗像市市民活動・ NPO ボラン

ティアセンター ☎（36）0311

「今、どうして自分史なのか…」
自分史の活用法を伝えます

期 ７月14 日（土）13:30 〜 15:00 所 メイト

ム宗像●講師＝筌
うけぐち

口久美さん（自分史活用協議

会）定 先着18 人 料 600 円（会員500 円）＊筆

記用具の持参を＊人づくりでまちづくり事業

〆７月12 日（木）申上記応募事項を明記して

 sekai-no-hajime.6@ezweb.ne.jp

問からふる宗像（河村） ☎070（4740）6737

宗像よろず創業・経営相談窓口
「長続きするカフェの作り方セミナー」

期７月３日（火）▶セミナー＝13:15 〜 14:45 

▶個別相談＝① 10:00 〜② 11:00 〜

③ 15:30 〜＊各１時間所宗像市商工会（東郷）

 定 先着 10 人 対 市内の事業者、創業を考えて 

いる人 料 無料 申 県よろず支援拠点（公益

財団法人福岡県中小企業振興センター） ▶

☎ 092 （622） 7809 ▶上記応募事項を明記して

 yzseminar@joho-fukuoka.or.jp

問商工観光課 ☎（36）0037

「市民水泳大会参加者募集」
自由形、平泳ぎ、バタフライ、背泳、

個人メドレー、リレー

期８月６日（月）10:00 〜 13:00 所宗像ユリッ

クス・アクアドーム対市民（年齢別の種目あり）

料一般700 円＊高校生以下500 円 〆７月20

日（金）申上記応募事項と参加種目、ベスト記録

を明記してＦ（36）0270 ＊申込用紙は窓口（西

館２階）で入手か市 HPでダウンロード可

問文化スポーツ課 ☎（36）1540

青少年の非行・被害防止全国強調月間に
地域や家庭で「子どもの安全安心セミナー」

期 ７月５日（木）18:30 〜 所 市役所北館1 階・

103 会議室●講師＝爲
ためくに

國仁美さん（市子ども相

談支援センター子ども権利相談員）

対市民

料無料託無料（５カ月〜未就学児）

＊託児希望者は６月28 日（木）まで

に申し込みを

申 問子ども育成課 ☎ （36） 1214

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。（５〜７ページ）問人権対策課 ☎（36）1270

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


