
無 料 相 談 会 保 存 版

遺言・相続・成年後見・公正証書の相談や
　　　　　　　　　　官公署への書類の作成手続き等

主催：福岡県行政書士会福岡北支部

お気軽にご相談ください。　※連絡先 092－692－1151（北支部）

【日時】７月 22日（日）、9月 23 日（日）
　　　　　　　　　　13：00～16：00　※予約不要
【場所】東郷地区コミュニティ・センター／小会議室

平成30年7月15日号むなかたタウンプレス❺

（広告）

地震に備えましょう

【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

訪問型サービスAヘルパー養成研修

期９月３日（月） 〜 10 月１日（月）＊全５回

所メイトム宗像、他対▶宗像・福津市に在住、通

勤、通学する 16 歳以上▶市介護予防・日常生活

支援総合事業の実施事業所（同Ａヘルパー）で就

労希望者▶全日程を受講できる人

定先着20 人程度料無料＊交通費、昼食代は自

己負担〆８月17 日（金）

申申込用紙を郵送（〒811-3492

／住所不要／高齢者支援課あて）

か窓口へ持参＊電子申請など詳

細は右記 QR コードで確認を

問高齢者支援課 ☎（36）9288

「人権相談」
隣近所とのトラブル、学校や職場のいじめ・
差別、家庭内の悩みなど人権に関わる問題

期７月25 日 （水） 10:00 〜 15:00 

所市役所１階・第１、第２相談室＊相談担当は

市人権擁護委員 料無料＊事前申込不要

問人権対策課 ☎（36）1270

もっと知りたいお得な省エネ
「エコ出前講座」受講者募集

　県地球温暖化防止活動推進員の田中博之さん

を講師に招き、出前講座（１時間程度）を実施し

ます。＊会場は申込者・団体で準備してください

対 10 人以上のグループ料講師の派遣は無料

申  問環境課 ☎（36）1421

「むなかた環境フェスタ 2018」
環境をテーマに展示、体験コーナーなどを

行う出展団体募集

期 11 月23 日（金・祝）10:00 〜 15:00

所メイトム宗像対市内を中心に、環境活動に取

り組む市民団体など〆７月17 日（火）〜同31

日（火）＊申込内容、会場都合で参加不可の場合

あり申  問環境課 ☎（36）1421

生ごみ堆肥化講座

【基礎講座】期 所 申①８月26 日（日）自由ヶ丘

コミセン ☎（32）5594 ②同31 日（金）赤間西コ

ミセン ☎（38）9506 ＊時間はいずれも 10:00

〜 11:30 ＊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）

託無料＊②のみ、８月24 日（金）までに申込を

【フォロー講座】期 所 申８月２日（木）13:30 〜

15:00 玄海コミセン ☎（62）1642 ＊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８月８日（水）10:00 〜 11:30

河東コミセン ☎（35）1837 ＊事前申込不要

問環境課 ☎（36）1421

「むなかた世界の味横丁」
世界各国の料理でイベントを盛り上げる
外国料理出店者 （７〜８店） 募集

期９月15 日（土）11:00 〜 15:00 所グローバル

アリーナ対１品500 円以下の料理を 200 食程

度準備できる個人・団体料出店料＝売上の 10％

＊臨時営業許可申請費用は出店者で負担＊ガス

コンロの持参を（テント、机は主催側で準備）

〆７月31 日（火）申▶郵送（〒811-3492 ／住

所不要／子ども育成課あて）▶窓口（市役所西館

１階）＊申込書は窓口か市 HPでダウンロード可

問宗像地域国際交流連絡協議会事務局

（子ども育成課内） ☎（36）1214

「住民健診」電話受付を開始

　宗像医師会病院健診センターで実施する健診

の電話受け付けを開始しました。地域（メイト

ム宗像、コミセン）での健診は、先行して電話受

け付けを行っています。

＊健診日程、対象項目、料金など詳細は問合せを

 問健康課 ☎（36）1187

宗像よろず創業・経営相談窓口
「イラスト・マンガを使った販促セミナー」

期８月７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

「魅惑の鉱物・夢の化石展」
市内で採集した珍しい化石などを紹介

期 ７ 月31 日（ 火 ）

〜８月19 日（日）

所海の道むなかた館

料無料

問新修宗像市史編集

委員会

 ☎（62）0211

「花いっぱい運動」
花苗を育てる参加者を随時募集中

　正助ふるさと村と市民協働事業で今年６月に

配布した花苗が市内で見ごろを迎えています。

＊同運動参加希望者は、下記へ問い合わせを

＊ 詳 細 は、正 助 ふ る さ と 村 HP

http://syosukemura.com/

hana で確認可（右記ＱＲコード

参照） 問▶申込・詳細＝正助ふる

さと村 ☎（35）1100 ▶記事につ

いて＝維持管理課 ☎（36）7471

公売会

【期間入札公売会】＊差押動産約40 点

期▶入札期間（市役所１階・市民ロビーで物品

写真の展示）＝７月23 日（月） 〜 同27 日（金）

9:00 〜  17:00 ▶開札日時（落札者へ電話連絡）

＝７月30 日（月）9:00

▶物品引き渡し期間＝７月30 日（月）開札終了

後〜８月３日（金）17:00 ＊本人確認書類の持

参を（詳細は掲示の手引きで確認可）

【インターネット公売】＊ネット公売（不動産、

車、日用品など）＊随時開催

●出品内容・入札手続＝官公庁オークション HP

https://koubai.auctions.yahoo.co.jp

問収納課 ☎（36）5392

お知らせ・募集

ま
ち
を
彩
る
花
々

電子申請
ＱＲコード

正助
ふるさと村
ＱＲコード

大島で発見された貝化石

市防災
ホームページ
ＱＲコード

　大阪府北部を震源とする地震が６月18 日
に発生しました。宗像市周辺にも断層帯があ
ります。日頃から地震に備えましょう。
▶地震への備え＝収納や置き方に工夫を。
　耐震金具などを利用しましょう
▶地震が発生したら＝あわてず落ち着いて身
　の回りの安全確保を。頭を保護し倒れや
　すいものから離れる。ブロック塀、門扉な 
　どの倒壊に注意
＊詳細は、市防災 HP http://
　www.munakata-bousai.jp/
　（右記 QR コード参照）
問地域安全課  ☎（36）5050


