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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

（広告）

平成30年9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

介護についての理解を深める
「ふくおか介護フェスタ 2018」

西川ヘレンさんの講演など観覧者募集

期 10 月28 日（日）11:00 ～ 16:30

所 FFG ホール（福岡市中央区天神）定 先着

600 人料無料＊詳細は公益社団法人福岡県介

護福祉士会 HPで確認可〆 10 月12 日（金）

申 問同会 ☎092（474）7015

高齢者のための「しごと・ボランティア
合同説明会」企業・団体の面談ブースと

専門相談員の相談ブースなど

期 10 月24 日（水）13:00 ～ 16:00

＊受付＝12:00 ～ 15:30 所 西日本新聞会館

16 階・天神スカイホール 料無料 対 60 歳以上

の人＊詳細は県70 歳現役応援センター

HP 問同センター ☎092（432）2577

「働き女子のためのキャリアデザイン
セミナー」参加者募集

期▶セミナー＝11 月７日（水）

▶フォローアップ＝11 月30 日（金）

所北九州市立男女共同参画センター・ムーヴ

定先着20 人〆 10 月31 日（水）

＊他会場（県内３カ所）の詳細は県 HPで確認可

問同セミナー事務局 ☎092（724）3226

会員募集！
あなたの経験と知識が役立ちます

「シルバー人材センター 10 月の入会説明会」

期 所▶３日（水）・17 日（水） ／東郷コミセン

▶４日（木）・18 日（木） ／河東コミセン

▶10 日（水）・24 日（水） ／同センター

＊いずれも 13:30 ～対 60 歳以上の市民

問公益社団法人宗像市シルバー人材センター 

☎（33）1151 HP http://munakata-sc.com/

宗寿園 10 月のイベント情報

期▶演奏＝３日（水）、22 日（月）▶謝恩演芸大

会＝４日（木）▶舞踊＝９日（火）、10 日（水）、

12 日（金）▶カラオケ＝11 日（木）

▶囲碁＝12 日（金）▶民謡＝18 日（木）

問同園 ☎（33）2761

介護技術の復習や施設見学
「介護のお仕事復帰セミナー」参加者募集

期 10 月 ６ 日、同13 日、同20 日 の 13:00 ～

16:00 ＊いずれも土曜日

所クローバープラザ（春日市）、他

対 介護福祉士か介護関係研修課程修了者で、 

介護分野に就業していない人

定先着20 人 料無料＊詳細は県社会福祉協議

会 HPで確認可〆９月29 日（土）

申 問同会☎092（584）3310

県営住宅入居者募集

期９月27 日（木）～ 10 月５日（金）

 ＊募集方式は抽選。募集団地と戸数など詳細

は募集案内書（市建築課、総合案内、大島行政セ

ンターで配布）で確認を

問県住宅供給公社県営住宅管理部管理課

 ☎092（781）8029

日の里大通りの活用を考える
ワークショップを開催

期９月23 日（日・祝）所日の里西小学校体育館

料無料＊事前申込必要申 問日の里地区コミュ

ニティ運営協議会☎（37）1587

歴史講演会「野村望
ぼ う と う に

東尼のひとすじの道」
太宰府天満宮特別研究員・

谷川佳枝子さんの講演

期９月29 日（土）17:30 ～（受付は 17:00）

所街道の駅 赤馬館定先着40 人程度

料 500 円申 問同館 ☎（35）4128

豪雨での川の氾濫や災害を考える
「家庭でも出来る防災計画」学習会

期９月18 日（火）10:00 ～ 12:00

所赤間西コミセン定先着50 人料無料対市民

申 問宗像市消費者交流会 ☎（37）2585

宗像・遠賀地区食生活改善推進協議会研修
料理研究家・村上祥子さんの講演

「ちゃんと食べて ちゃんと生きる」

期 10 月３日（水）14:00 ～ 15:00

所宗像ユリックス料無料＊事前申込不要

問宗像・遠賀保健福祉環境事務所健康増進課健

康増進係 ☎（36）2366

原子爆弾被爆者二世に対する健康診断

期 10 月１日（月） ～平成31 年２月27 日（水）

の月・水・金曜日13:30 ～＊事前申込必要

所宗像医師会病院・健診センター料無料

申 問同センター ☎（37）0007

＊上記以外の医療機関＝県がん感染症疾病対

策 課 ☎092（643）3267 HP http://www.pref.

fukuoka.lg.jp/contents/nisei30.html

「オレンジカフェ in 丘の上の街」
認知症の人と家族、地域の人らの居場所で　
専門職の相談コーナーや楽しい健康講話

期９月27 日（木）10:00 ～ 12:00 所丘の上の街

（田久〈旧御
みくりや

厨耳鼻咽喉科〉）料 200 円

問市社会福祉協議会 ☎（37）1300

アナタは知らない !
「住まいの保険 （火災・地震）」活用セミナー

期９月22 日（土）10:30 ～所メイトム宗像

定 先 着10 人 料 300 円 〆 ９ 月21 日（ 金 ）

17:00 まで申 問ボランティア団体がんばれ

宗像 !!（後藤） ☎080（1704）5616

「紙飛行機・凧
たこ

・紙折り飛行機・竹とんぼ」
を自分で作って外で元気に遊びましょう !

期９月22 日（土）～同24 日（月・振休）10:00

～ 15:00 ＊受付は 14:30 まで

所いせきんぐ宗像・寄合い処料 150 ～ 500 円

＊持参品など詳細は問い合わせを

申 問日本紙飛行機協会宗像支部（堀）

 ☎ 090 （4426） 2162

県立古賀特別支援学校・知的障がい
教育部門 （小中学部） の体験学習 （後期）

期▶小学部11 月７日 （水）、同９日（金）▶中学

部11 月６日 （火）、同８日（木）＊いずれも 9:30

～ 12:00 所同校〆 10 月４日（木）

申 問▶体験学習＝在園・在学中の教育機関

▶学校見学・教育相談（随時受付）＝同校 

☎092（943）8674

「ネパール山村支援活動報告・写真展」
小学校、寺院、診療所の再建に向けて

期  10 月５日 （金） ～同９日 （火） 9:00 ～ 17:00

＊土・日曜日、祝日は 16:00 まで所遠賀信用金

庫・宗像支店市民ギャラリー（稲元）料無料

問 W
ウ ィ ズ

ith L
ライフ

ife 代表 （栗森） ☎080（1722）1869

土地・建物の相続登記、遺言、境界問題など
「全国一斉！ 法務局休日相談所」開設

期 10 月７日（日）10:00 ～ 15:00 所 福岡法

務局（福岡市中央区舞鶴）料無料 〆 10 月５日

（金）問同法務局 ☎092（721）9383

初心者向けガーデニング教室
受講者募集

期 10 月24 日（水）、同25 日（木）所県緑化セン

ター定抽選で 20 人料無料対２日間参加でき

る人〆 10 月10 日（水）申①郵便番号②住所

③氏名④電話番号を明記して

▶ハガキ（〒839-1213 久留米市田主丸町益生

田1125 ／同センター「緑の教室」係あて）

▶Ｆ 0943（72）1558

問同センター

☎0943（72）1193

＊月曜日は休館

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

うめないで　自分の個性　大切に（森陽
は る な

奈・吉武小５年）
やめようよ　そのひともじが　友なくす（中西麻

ま お

桜・赤間小５年）
「大丈夫」　それは心の　傷薬（長瀬唯

ゆ い と

斗・日の里西小５年）


