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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
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

期平成31年１月４日（金） 〜同６日（日）＊その

他、事前・事後研修あり所長野県松本市対市在

住の小学校・義務教育学校４、５年生で、平成31

年度に松本市からの使節団受け入れ時に交流活

動に参加できる人定 10 人＊申込多数の場合は

面接あり料３万円〆８月20日（月）17:00

申 応募用紙を▶郵送＝〒811-3492（住所不

要）教育政策課▶窓口（本館３階）＊応募用紙は

同課窓口で入手か、市 HPから入手可（市立学校

では配布）問教育政策課 ☎（36）5099

戦没者・原爆死没者の追悼と、
恒久な世界平和の実現を祈念して
１分間の黙とうをささげましょう

ひとり親家庭のための
①養育費無料相談②就業支援無料講習会

①養育費110 番 ( 弁護士による集中電話相談 )

●相談受付 ☎092（724）2644

期８月25 日（土） 10:00 〜 16:00

②ワード、エクセルの基礎から応用まで

期 ９月３日（月） 〜 10 月15 日（月）の平日16

日間18:30 〜 21:00 所 宗像市役所 定 書類選

考で 10 人＊別途テキスト代1,000 円必要

託無料（１歳〜未就学児）〆８月16 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、宗像市子ども家庭課窓口で入手か、 

県ひとり親サポートセンター HPから入手可問同

センター （飯塚ブランチ） ☎0948（21）0390

日赤看護大 ①平成 30 年度 （後期） 科目等
履修生・聴講生募集②図書館休館

①▶大学院＝科目等履修生▶学部＝科目等履修

生、聴講生定若干名〆８月１日（水） 〜同17 日

（金）＊土・日曜日、祝日を除く問日本赤十字九

州国際看護大学学務課 ☎（35）7007

②特別整理期間のため休館期８月９日（木） 〜

同15 日（水）問同大学図書館 ☎（35）7002

日赤看護大シンポジウム開催のお知らせ

期 ８月24 日 ( 金 )13:15 〜 16:40 所 日本赤

十字九州国際看護大学●基調講演「ラーニング

アナリティクスを基にした学修成果の可視化」

●シンポジウム「専門職育成のためのディプロ

マ・サプリメント〜基礎教育と現任教育との

シームレスな接続をめざして〜」料無料

問同大学 AP 事務局 ☎（36）9552

潜在看護師の復職支援セミナー

期８月29 日（水） 〜 10 月３日（水）の水曜日、

13:30 〜 16:30 所遠賀中間医師会おんが病院

対臨床復帰に不安のある未就業の看護師・准看

護師定先着15 人程度料無料〆８月15 日（水）

申 問同病院看護部 ☎093（281）2810

＊申込は、①住所②氏名③年齢④電話番号を明

記して、Ｆ 093（283）1121 も可

「定年からのしごと探し」セミナー
応募書類作成や面接の心得など

「就活」について解説

期９月12 日（水）13:30 〜 15:30

所県立図書館・別館対 60 歳以上定先着20 人

＊事前申込必要料無料

申 問 県70 歳現役応援センター ☎092（432）

2512 ＊申込は、Ｆ 092（432）2513 も可

①レクリエーション介護士２級養成講座
②協会員募集 （地域や健康づくりをサポート）

①期▶１日目＝８月25 日（土）▶２日目＝９月

８日（土）9:30 〜 17:00（両日）所メイトム宗像

対レクリエーションを介護やボランティア活

動で生かしたい人 定 先着20 人 料 ２万1,600

円（認定費用含む）託要相談〆８月10 日（金）

②対市民か市に通勤 ･ 通学する 18 歳以上の人

①②申 問宗像市レクリエーション協会事務局

（石橋） ☎080（8950）6638

中高年求職者向け「介護職員初任者研修」

期８月27 日（月） 〜 10 月12 日（金）所福祉研

究カレッジ天神校対 40 〜 64 歳の求職者定抽

選で 24 人 料 無料 〆 ８月21 日（火）問 県中高

年就職支援センター ☎092（477）6088

家族塾「みどり」
「向精神薬は効果的か？」

講演／高柴哲次郎さん（精神科医）

期９月５日（水）13:30 〜 16:00（13:00 受付）

所ふくとぴあ３階（福津市）対市内に住む、精神

に障がいを持つ人の家族 料 200 円 〆８月31

日（金）17:00 申 問地域活動支援センター「み

どり」 ☎（34）9750

赤ちゃんのためのじいじ・ばあば講座

〜赤ちゃんの沐
もくよく

浴や育児について〜

期８月26 日（日）13:30 〜 15:30 所メイトム

宗像対近々おじいちゃんおばあちゃんになる

人定先着20 人料無料申 問一般社団法人福岡

県助産師会宗像地区（益永） ☎090(2589)0514

親子で遊ぼう！ 「きらきらくらぶ」
プール遊び、シャボン玉

期８月23 日（木）9:50 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８月21 日（火）

＊詳細は同園 HPあり問同園  ☎（48）9022

親
しんぼく

睦と健康のために
「宗像ベースボールクラブ」シニア部員募集

期２〜 11 月の土曜日か日曜日所宗像市・福津

市の野球場対 58 歳以上の野球が好きで健康な

人申 問同クラブ（岩佐） ☎090（8831）9092

初心者向け硬式テニス技術講習会 A・B

期 ９月７日〜 11 月９日の毎週金曜日10:00

〜 12:00（全10 回）所中央公園 対市民か市に

通勤する人、市テニス協会加盟クラブ員定先着

50 人料 4,250 円（保険料込み）＊スポット参加

は１日500 円〆８月24 日（金）申往復ハガキ

に①住所②氏名③年齢④電話番号を記入して

郵送（〒811-4165 広陵台4-3-9 ／武石久史あ

て）＊市教育委員会後援

問同協会（武石） ☎090（7168）9700

遅いボール、小さなコート、簡単なゲーム
で楽しく体験「夏休みキッズテニス教室」

期 ８ 月17 日（ 金 ）、同18 日（ 土 ）10:00 〜

12:00 所 中央公園 対 小学生 定 先着50 人 料

１人500 円〆８月13 日（月）申往復ハガキに

①住所②氏名、保護者氏名③学年（年齢）④電話

番号⑤テニス経験の有無を明記して（〒811-

4163 自由ヶ丘7-10-6 ／市テニス協会／兵頭

登あて）問同協会（兵頭） ☎080（3952）0394

「夏休み学習室」 として市民ギャラリーを開放

期８月31 日（金）まで 9：00 〜 17：00

＊土・日曜日、祝日、８月15 日（水）は休館

所遠賀信用金庫むなかた支店（稲元）

対小学生〜高校生定先着20 人料無料

問同支店☎（32）3104

手光ビオトープ「昆虫観察会」参加者募集

期８月23 日（木）9:30 〜 11:30

所手光ビオトープ（福津市）＊雨天時中止

定先着20 人＊小学生までは保護者同伴 料無

料〆８月13 日（月）＊持参品・詳細は問い合わ

せを申 問①住所②氏名③年齢④電話番号を明

記して、県宗像・遠賀保健福祉環境事務所地域

環境課▶ Ｆ（36）2592 ▶ munakataonga-

hhe@pref.fukuoka.lg.jp ▶☎（36）2475

１泊２日の野外キャンプ
「第 11 回わくわく釣りキャンプ」

❶参加者 ❷スタッフ 同時募集

【❶参加者】期９月16 日 ( 日 ) 〜同17 日 ( 月・

祝 ) 所大島対小学３年〜中学生定先着20 人

料 2,000 円〆８月１日 ( 水 ) 〜同31 日 ( 金 )

【❷スタッフ】対市民か近郊に在住の 30 歳代ま

での人【❶❷共通】申①郵便番号・住所②参加す

る子どもと保護者の氏
（フリガナ）

名③年齢・学年・学校名

④性別⑤電話番号を明記して▶郵送＝〒811-

3423 野坂2698-1 ／高嶋英樹あて▶ nine9-

breaker.spl-no.6@docomo.ne.jp ＊スタッフ 

の申込は電話も可問福岡県青年の会宗像ブロ 

ック ☎090（2509）7365

青空に向かって！「紙折り飛行機大会」
画用紙でよく飛ぶ紙折り飛行機をつくろう

期 ８月26 日（日）10:00 〜 12:00（当日受付

10:30 まで）所いせきんぐ宗像

料 300 円申 問日本紙飛行機協会宗像支部

（堀） ☎090（4426）2162

＊グループの場合、ルックルック講座で申込可

「子どもフェスタくらて 2018」
出店・おばけ屋敷・ビンゴ大会など

子どもたちがユニークなイベントを企画

期８月26 日（日）9:00 〜 14:30 所鞍手町中央

公民館料無料問鞍手町教育課生涯学習係（鞍手

町中央公民館内） ☎0949（42）7200

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。（10〜 11ページ）問人権対策課 ☎（36）1270

▶８月６日（月）8:15 ＝広島原爆投下の日

▶８月９日（木）11:02 ＝長崎原爆投下の日

▶８月15日（水）12:00 ＝終戦記念日

問高齢者支援課 ☎（36）9288

宗像市小学生県外交流使節団

団員
募集


