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広告主を募集広告主を募集広告主を募集 広報紙とホームページ
　市では、平成18年10月から市の広報紙とホームページに有料広告を掲載してい
ます。あなたも広告を出してみませんか。

●広告の規格と掲載料（この他にも 1/3 ページ、1/2 ページ、１ページの規格があります）
規格

１号
  広告

縦  5.9㎝
横  12㎝

1枠当たり
20,000円 白黒1色

白黒1色1枠当たり
36,000円

縦  5.9㎝
横  24㎝

２号
  広告

広告の大きさ 料金（1枠1号につき） 色数

規　格 料金（1枠1カ月につき）

＊1年間に12号以上掲載を希望する場合は10％、6号以上掲載
を希望する場合は5％を掲載料から割り引き

●締め切りは掲載希望号の2カ月前

市では今後、
印刷物などにも有料広告を
掲載し、歳入の確保に
努めていく予定です。
みなさまの理解と協力を

お願いします。

天地　縦　　50ピクセル
左右　横　 160ピクセル
データ容量　20キロバイト以内
形式　Jpeg、Gif形式のいずれかで

ALT属性テキストデータ、全角
20文字以下

トップページ
15,000円
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　秘書政策課広報報道担当　☎（36）1055

宗像市石丸 1丁目６－２７
ジュネスシティ宮の前 1-E（赤間病院さん後方）

遺言作成・相続手続
ひとり暮らしで病気になったら？
認知症になったら？相続人は誰？
何事もないうちに、お早めにご相談
ください（相続相談無料・予約制）

TEL０９４０－３６－９３４８
福地幸子行政書士事務所

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
申＝申込先  問＝問い合わせ先  ☎＝電話  Ｆ＝ファックス  ＝メール  HP＝ホームページ  FB＝フェイスブック

（広告）

平成30年8月1日号 むなかたタウンプレス ❻

【熱中症に注意しましょう】　急に暑くなった日や、湿度が高い日、風が弱い日は注意が必要です。こまめに水分を補給する、外出の際は日傘や帽子を
使用する、エアコン・扇風機を上手に使うなどの対策で熱中症を予防しましょう！　問健康課☎（36）1187

荒廃農地などを再生利用する場合の
荒廃農地等利活用促進交付金

対▶農業振興地域内の農用地区域内の農地（市

民農園などの農業体験施設を設置する場合は、

農用地区域外の農地も可）10a 当たり 10 万円

以上を要する再生利用活動であること

▶再生後５年以上営農することが必要＊同一の

農地での交付は１回のみ（他、要件あり）

問農業振興課 ☎（36)0041

差押不動産を公売します

●参加申込期間＝８月16 日（木）13:00 〜９月

３日（月）23:00 申ヤフー・ジャパン HP→「ヤフ

オク」→「官公庁オークション」で申込・入札方法

を確認し「行政機関一覧」→「宗像市」から参加

●入札期間＝９月10 日（月）13:00 〜同18 日

（火）13:00（滞納市税の完納などで、公売が中止

になる場合あり）問収納課 ☎（36）5392

物件
番号 地目 地積 （㎡） 所在・地番 備考

１

原野
宅地
雑種地
宅地
宅地

61.00
682.51
350.00
454.56
248.78

鐘崎132番
鐘崎266番１
鐘崎267番１
鐘崎267番２
鐘崎269番

持分１／４
持分１／４
持分１／４
持分１／４
持分１／４
＊５筆一括

２（注） 田 2,607.00 武丸2305番３

（注）２番の参加申込には、市農業委員会が発行

する「不動産（農地）買受適格証明書」が必要。証

明書の申請締切日は８月27 日（月）

〈証明書に関する問い合わせは、市農業委員会 

 ☎（36）0046 へ〉

事業計画書の基礎から作成まで
「女性の起業応援セミナー」
～自分らしい起業のカタチ～

期 ９月５日、同12 日、同19 日（いずれも水曜

日）10:00 〜 12:00（全３回）所メイトム宗像・

結工房対起業に関心がある女性市民（全回参加

できる人）定抽選で 20 人料無料〆８月26 日

（日）託無料（５カ月〜未就学児）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、ハガキ＝〒811-

3437 久原180、Ｆ（36）0269、電子申請＝市

HPも可

各種手当等の手続きを忘れずに

市では、手当などの更新を受け付けます。対象

者には案内を送付しますので、受付期間内に手

続きをしてください。

手当などの種類 受付期間 受付窓口・
問い合わせ先

ひとり親家庭等
医療更新 ８月１日（水） 〜

同31日（金）子ども家庭課
子ども家庭係
☎（36）1151

児童扶養手当
現況届

特別児童扶養手当
所得状況届

８月10日（金） 〜
９月11日（火）

特別障害者手当
所得状況届

８月13日（月） 〜
９月11日（火）

福祉課
障害者福祉係
☎（36）3135

障害児福祉手当
所得状況届

福祉手当（経過措
置分）所得状況届

ひとり親家庭のための就業・養育費相談

期 ８月９日（木）10:00 〜 15:00 ＊１人30 分

程度（予約制）所市役所西館1 階子ども家庭課

相談室対ひとり親家庭の市民（離婚協議中も含

む）託無し問県ひとり親家庭等就業・自立支援

センター（飯塚ブランチ）☎0948（21）0390

盆の帰省などに合わせて
各施設の駐車場を解放します

期８月13 日（月） 〜同15 日（水）終日解放

市役所 赤間コミセン

メイトム宗像 赤間西コミセン

宗像ユリックス・第６駐車場
（標識は「Ｐ６」）
＊ユリックスのみ８月11日（土・
　祝）9:00〜同16日（木）22:00

東郷コミセン

自由ヶ丘コミセン

日の里コミセン

河東コミセン

＊駐車場内の事故や災害などには一切責任を負

いません＊事故を起こした場合や見かけた場合

はすぐに宗像警察署 ☎（36）0110 か最寄の交

番に連絡を＊敷地内の施設を破損したときは損

害賠償が発生します

問財政課管財係 ☎（36）1104

海洋学の先生と学ぶ「親子で楽しむ磯観察」

期８月25 日（土）＊中止の場合は前日の午後に

連絡所うみんぐ大島（13:15 集合）＊神湊ター

ミナル発11:15 の便に乗船してください

対小学生以上定先着20 人料 520 円

●持参品＝水の中で歩きやすい靴、着替え

申 問うみんぐ大島 ☎ (72)2361

「大島臨海学校」参加者募集
タコ漁 ・ うみんぐ大島での海洋体験、Ｂ

バーベキュー

ＢＱ

期８月20 日（月）対小学４〜６年生定先着25

人 料 3,000 円 〆８月９日（木）申 問元気な島

づくり事業推進協議会事務局☎（72）2211

＊詳細は宗像観光ガイド HPで確認可

夏季休業中の「学校閉庁日」について　

本年度から、宗像市立学校では、毎年８月13 日

〜同15 日の３日間（平日に限る）を、日直など

を置かずに学校として対外的な業務を行わない

「学校閉庁日」として設定しました。理解と協力

をお願いします。期８月13 日（月） 〜同15 日

（水）問教育政策課☎（36）5099 ＊学校閉庁日

中の緊急連絡先は、同課（平日8:30 〜 17:00）

景観審議会委員募集

●業務内容＝景観施策に係る重要事項の調査

審議〆９月５日（水）必着＊詳細は市 HP「観光・

産業・まちづくり」→「まちづくり」→「都市づく

り」→「景観」→「景観審議会委員募集」で確認を

問都市計画課 ☎（36）1484

講話／障がい者を応援する
新しい取り組みを聴いてみませんか

期８月25 日（土）13:30 〜 15:00

所メイトム宗像・201 会議室定先着15 人

料一般600 円（からふる宗像の会員は 500 円）

＊人づくりでまちづくり事業

申 問からふる宗像（河村） ☎070（4740）6737

＊申込は上記応募事項を明記して sekai-

no-hajime.6@ezweb.ne.jp も可

宗像地区成年後見研究会による
❶講座 ❷無料法律相談

❶講座＝消費者被害の現状と対応〜－身上

保護と財産管理〜 期 ８月18 日（土）10:00 〜

12:00 所メイトム宗像・101 会議室定先着25

人料無料＊事前申込必要❷無料法律相談＝法

定・親族後見人の家裁への申立や報告、任意後見

移行型の解説、相続・遺言・葬儀・納骨などの死後

事務について期９月５日（水）10:00 〜 15:00

＊その他の日程も相談受付可所赤間西コミセン

＊❶❷いずれも、人づくりでまちづくり事業

問宗像地区成年後見研究会（廣塚） 

☎080（3963）0736

お知らせ・募集

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

再生利用活動の区分 交付金

再生作業（障害物除去、
深耕、整地、土壌改良等） ５万円／10a

土壌改良（２年目） ２ 万5,000円 ／
10a営農定着（作物栽培）

基盤整備等
事業費の１／２

農業用機械・施設（リース）


