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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
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①構造物溶接科、他
②住宅リフォーム技術科、他

「職業訓練生 （９月入所生） 募集」

対ハローワークに求職申込をしている人

料 無料（別途、教科書代など必要）＊施設見学

会、体験会あり申①７月２日（月） 〜８月15 日

（水）②７月９日（月） 〜８月17 日（金）

問①ポリテクセンター飯塚 ☎0948（22）4988

②ポリテクセンター福岡 ☎093（641）6909

市民参加型ミュージカル
「ワンダーランド☆ストーリー」参加者募集

初心者歓迎！丁寧に指導します

●オーディション期７月22 日（日）か、同29 日

（日）いずれも 14:00 から＊公演は平成31 年

４月21 日（日）料１万円〆７月19 日（木）

問むなかたミュージカルメイツ（本松）

☎090（1193）1140

紙飛行機教室でキットの紙飛行機を作って
全日本紙飛行機選手権大会予選会に

参加しよう

期 ８月５日（日）10:00 〜 12:00 所 いせき

んぐ宗像 対 小学生以下 定 先着30 人＊事前

申込不要 料 500 円（材料費）＊予選会の様子

や記録は、日本紙飛行機協会 HP http://www.

kamihikouki.jp/ に掲載されます 申 問 同協会

宗像支部（堀）☎090（4426）2162

思いがけない妊娠、費用などひとりで
悩まず相談を「妊娠 SOS ほっとライン

（全国一斉匿名無料電話相談）」

期７月13 日（金） 〜同17日（火）10:00 〜 16:00

●相談専用電話番号 ☎0120（946）723

申 問円
えん

ブリオ福岡県（西）☎090（8298）1437

平成 30 年度宅地建物取引士資格試験

期 10月21日（日）料 7,000 円 〆７月２日（月）

 〜同31 日（火）申所定の申込書を一般財団法人

福岡県建築住宅センターへ簡易書留で郵送

＊申込書は、同センター窓口などで入手可

申▶同センター ☎092（737）8013

　 ▶ HP http://www.fkjc.or.jp

商業簿記３級、ガス溶接技能、
パソコン （エクセル）、

第二種電気工事士 （学科） の講習受講生募集

期８月下旬から 所福岡地区職業訓練協会、他

料 8,000 〜 23,000 円申７月２日（月）から

申 問同協会 ☎092（671）6831

電報や報道として用いられた錦絵を中心に
紹介①福岡共同公文書館企画展「西南戦争

～かけめぐる情報～」②講演会

【①企画展】期７月18 日（水） 〜９月22 日（土）

＊月曜日、祝日、９月18 日（火）は休館

【②講演会】期７月28 日（土）14:00 〜 15:30

●テーマは「報じられた西南戦争―新聞・実録・

錦絵―」定先着80 人＊事前申込必要

所①②いずれも福岡共同公文書館

問福岡共同公文書館 ☎092（919）6166

平成 30 年度県職員 （公衆衛生医師） 募集

●試験日＝８月初〜中旬●選考方法＝面接と小

論文評定など定３人〆７月31 日（火）

申 問県保健医療

　　 介護総務課

　　 ☎092（643）3237

法定・任意後見、親族後見人の支援、家庭
裁判所への申立や相続、遺言、葬儀・納骨
などの死後事務についての「無料法律相談」

期 ７月18 日（水）10:00 〜 15:00 ＊内容につ

いては公証人OBが全て監修します

所日の里コミセン問宗像地区成年後見研究会

（廣塚） ☎080（3963）0736 ＊上記の日時以外

も相談受付可

「介護福祉士」資格取得を目指す
ひとり親家庭のための就業支援講習会

期８月20 日（月） 〜 10 月31 日（水）の９日間、

9:00 〜 17:00 所ミレ・ジョブカレッジ飯塚校

定書類選考で８人料無料＊別途テキスト代必

要託無料（１歳〜未就学児）〆８月２日（木）

申 申込書を▶郵送（〒820-0004 飯塚市新立

岩８- １）＊申込締切日必着▶ Ｆ 0948（21）

0391 ＊申込書は、市子ども家庭課（市役所西館

１階）で入手か、県ひとり親サポートセンター

HP http://www.fukuoka-kenboren.jp/supp 

ort_application.html からダウンロード可

問同センター （飯塚ブランチ）

☎0948（21）0390

介護職員初任者研修受講者募集

期 ８月26 日（日） 〜平成31 年２月17 日（日）

の日曜日、 10:00 〜 17:00 ＊別時間帯の場合

あり（全25 回）所岡垣町中央公民館

対介護事業に従事する予定か従事している市

民で、心身ともに健康で全日程を受講できる人

（実技演習などあり）定先着11 人料２万円

＊主催は公益財団法人福岡県市町村振興協会、

実施は麻生教育サービス株式会社申７月２日

（月）8:30 から同27 日（金）17:00 までに所定

の申込書を介護保険課窓口（市役所北館・1 階

17 番窓口）へ持参＊申込書は同課で入手可

問介護保険課 ☎（36）4877

生活保護と介護保険制度、 障がい者年金制度

期７月14 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 （廣塚）☎080（3963）0736

県営住宅入居者募集

●募集期間＝７月12 日（木） 〜同23 日（月）

＊詳細は市建築課（本館２階）、総合案内（本館１

階）、大島行政センターで配布の募集案内書で確

認を問県住宅供給公社県営住宅管理部

☎092（781）8029

お母さんとお父さんの
楽しい子育てセミナー

期８月４日（土）15:00 〜 17:00 所宗像地域医

療センター定先着100 人料無料

託無料（先着20 人）〆７月27 日（金）17:00

申 問宗像医師会事務局 ☎（36）2453

大人のための韓国語・英会話入門講座

期７月26 日（木）18:00 〜 19:00

所宗像ユリックス定各先着15 人

料全８回6,000 円＊別途テキスト代2,000 円

必要 〆 ７月18 日（水）申 問 国際文化交流協

会 ☎090（6489）2803（祝日を除く月〜金曜日

の 11:00 〜 16:00）

日本語パートナーズ派遣事業
①タイ派遣②インドネシア派遣参加者募集

期①平成30 年５月〜同31 年３月ごろ

②同30 年８月〜同31 年３月ごろ

対 20 〜 69 歳の県民か、通勤・在学する人で、

日常英会話ができる人定①10 人②15 人

〆 ７月17 日（火）＊詳細は、県国際交流セン

ター HP https://www.kokusaihiroba.or.jp で

確認を問同センター☎092（725）9204

親子で遊ぼう！「きらきらくらぶ」
プール遊び

期７月26 日（木）10:00 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

＊お茶、水着セットの持参を 〆 ７月24 日 

（火）＊詳細は同園 HP http://www.mituboshi 

youhoen.com/ で確認を問同園 ☎（48）9022

第 29 回宗像総合俳句大会参加者募集

期９月29 日（土）所日の里コミセン

料 ２句１組1,000 円＊市・市教育委員会後援

〆７月31 日（火）申原稿用紙に雑詠、未発表の

句と末尾に①郵便番号②住所③氏名④電話番

号を明記して郵送（〒811-3515 宗像市池田

3266-59 ／井上重利あて）問宗像俳句作家協

会事務局（井上） ☎090（4758）9820

「宗像五行歌会」参加者募集

期 ７月21 日（土）＊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

台入り口バス停側）料 500 円＊見学無料

申同会（杉本） ☎（35）0883

礼儀作法や着付け、美しい姿勢が身につく
「むなかた日本舞踊おやこ教室」生徒募集

期７月28 日（土） 〜 11 月18 日（日）11：00 〜 

12：00（全９回）所赤間紫雲閣（田久）対小学生

以上（保護者同伴可）定先着20 人料無料

＊市・市教育委員会後援〆７月15 日（日）

申日本舞踊礼の会事務局☎050（5242）5366

機械、電気、電子情報、建築系を学ぶ
九州職業能力開発大学校キャンパス見学会

期７月16 日（月・祝）13:00 〜 16:00

＊８月と 11 月にも実施所同校（北九州市）

＊事前申込不要問同校 ☎093（963）8353

初心者・経験者歓迎
「勝浦陶芸同好会」会員募集

期月・木・金曜日の３班（各班４回／月）

9:00 〜 13:00 所あんずの里（福津市）

料 2,500 円／月（入会金5,000 円）

申 問同会世話人（石原田） ☎080（5281）1070

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

【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。（14〜 15ページ）問人権対策課 ☎（36）1270


