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見学・相談会ご希望の方は、
事前に電話にてお申込み下さい。

ふれあいを大切に
目指すのは「ほんとにありがとう」

ふれあいを大切に
目指すのは「ほんとにありがとう」

※土地所有者：（株）キューヘン※土地所有者：（株）キューヘン

介護入居相談受付中！
♦九友合唱団コンサート♦
９月22日（土）13:30～14:30

九電ケアタウンの介護

（広告）

平成30年8月15日号 むなかたタウンプレス ❻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

市議会定例会日程 （予定）

期 ▶市議会本会議／９月３日（月） 〜同６日

（木）・28 日（金）▶総務常任委員会／９月10 日

（月）▶社会常任委員会／９月11 日（火）▶建設

産業常任委員会／９月12 日（水）

▶予算決算特別委員会①／９月14 日（金）・

18 日（火）▶予算決算特別委員会②／９月19

日（水）・20 日（木）▶本会議予備日／９月７日

（金）▶委員会予備日／９月21 日（金）

問議事調査課 ☎（36）1119

住マイむなかたフェア
「不動産に関する何でも相談会・

リフォーム相談会・相続対策セミナー」

【相談会】期９月２日（日）10:30 〜 14:00

所宗像ユリックス●相談員＝住マイむなかた

会員（不動産・住宅建築の専門）、他 定先着順

【セミナー】 10:30 〜 11:30 ●講師＝市来道
みちひろ

啓

さん（税理士）定先着60 人

問 ▶（一社）住マイむなかた事務局 ☎（37）

2525 ▶都市再生課 ☎（36）9777

はじめての成年後見制度
〜そのポイントをわかりやすく〜

期９月８日（土）10:00 〜 11:30 所メイトム宗

像●講師＝戸丸純一さん（一般社団法人とまる

ソーシャルステーション代表）定先着18 人

料 600 円（からふる宗像会員500 円）

＊お茶菓子付き＊人づくりでまちづくり事業

〆 ９月７日（金）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
「元新聞記者が語る！　

相手の本音を引き出すセミナー」

期９月４日（火）▶セミナー＝13:15 〜 14:45

▶個別相談＝ 10:00 〜／ 11:00 〜／ 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

生ごみ堆肥化講座

【基礎講座】期 所 申①９月７日（金）日の里コミ

セン☎（37）1587 ②同19 日（水）東郷コミセン

☎（36）7711

【フォロー講座】期 所 申❶９月28 日（金）赤間

西コミセン ☎（38）9506 ❷同30 日（日）自由ヶ

丘コミセン ☎（32）5594

託無料❶のみ、９月21 日（金）までに申込を

【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９月12 日（水）河東コミセン

☎（35）1837 ＊同つどい＝事前申込不要

＊時間は各講座いずれも 10:00 〜 11:30

問環境課 ☎（36）1421

むなかた環境フェスタ 2018
リサイクルマーケット出店団体募集

定６区画程度（１区画＝間口２m×奥行２m程

度）対市内を拠点に活動する団体（市民が代表）

＊営業・個人・家族での出店不可

●出店品目＝衣類、文具、書籍、贈答品、装飾品、

子ども用品など（飲食類、家電製品不可）料無料

〆 ９月25 日（火）必着 申 ①リサイクルマー

ケット出店②団体名③団体種別（市民活動団体、

PTA、保護者会、同窓会など）④代表者氏名⑤住

所⑥電話番号⑦出店品目を明記して▶Ｆ（36）

0270 ▶ハガキ（〒811-3492 ／住所不要／環

境課あて）＊１団体１枚１区画まで問同フェス

タ実行委員会事務局（環境課内） ☎（36）1421

講演会・成年後見での「身上保護」
〜障がい者施設から見た成年後見〜

期９月８日（土）10:00 〜 12:00 所メイトム宗

像 定先着20 人 料無料＊事前申込必要＊人づ

くりでまちづくり事業申 問宗像地区成年後見

研究会（廣塚） ☎ 080（3963）0736

『宗像市史』に関する訂正とお詫び

平成11 年に市が刊行した宗像市史編
へんさん

纂委員

会編『宗像市史通史編第２巻古代・中世・近世』

746 ページ・図32「江戸末期の赤間宿町並復元

図」の屋号表記と土地区画に誤りがありました

ので、訂正し、関係者ならびに利用されたみなさ

まにお詫びします。問郷土文化課 ☎（62）2600

【正】　　　　　　　　 【誤】　

「日伊文化交流作品展」
イタリア レッジョ・エミリア市の小・中学生

と自由ヶ丘中・自由ヶ丘南小の作品展示

期 ７月28 日（土）〜９月２日（日）9:00 〜

18:00 所海の道むなかた館

問▶イベントについて＝福岡教育大学美術教

育講座（松久）☎（35）1444 ▶会場について＝

海の道むなかた館 HPで確認を

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

その言葉　思ってなくても　傷つける（川端穂
ほ の か

香・日の里西小５年）自分の手　きずつけるため　できてない（野間口颯
はやて

・赤間小５年）
そこの君　あなたの一言　世界をつなぐ（柴岡侑

ゆ う り

李・吉武小５年）

お知らせ・募集

蛭子屋

環境講座「地球温暖化と生物多様性」

期９月15 日（土）10:00 〜 12:00 所メイトム

宗像●講師＝▶アカザを守る会代表・武
たけさだたかひろ

貞誉裕

さん「生体多様性の意義と市民活動」▶県環境部

「地球温暖化に向けての福岡県の取り組み」

定 60 人料無料〆９月７日（金）

申 問宗像環境団体連絡協議会事務局（環境課

内） ☎（36）1421 Ｆ（36）0270

生涯現役で活躍するための健康づくり
60 歳からのしごと探し

「セカンドキャリア応援セミナー」

期 ９月19 日（水）13:00 〜 15:30 ＊個別相談

あり所市役所北館２階・202 会議室定先着20

人 対 60 歳以上 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、HP http://70-f.net/ も可

食廃油を再利用した
 「リサイクル石けんミニ講座」

期９月19 日（水）10:00 〜 12:00 所エコロ館

（市役所西門そば）定先着15 人（応募が３人未

満の場合は中止）料無料託無料（５カ月〜未就

園児）＊託児は９月10 日（月）までに事前申込

必要＊汚れてもよい長袖の服装、エプロン、空の

牛乳パック（１ℓ）２個の持参を。石けんは持ち

帰り可

申 問 むなかた「水と緑の会」事務局（環境課

内） ☎（36）1421

宗像市バウンドテニス協会
初心者教室受講者募集

期 10 月16 日 ( 火 ) 〜 12 月４日 ( 火 )

10:00 〜 12:00 ＊毎週火曜日＊各自スポーツ

保険に加入を所勤労者体育センター定先着20

人対市民料 1,000 円〆９月16 日（日）

申 問同協会（下妻） ☎（62）0196

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ


