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プログラム設計科、他「平成 31 年度
施設内職業訓練生 （４月期生） 募集」

所県立小竹高等技術専門校 〆 10 月１日（月）

〜 11 月26 日（月）＊詳細はハローワークに設

置の「訓練生募集要項」か、福岡県の職業訓練 HP

http://fukuoka-kunren.net/ →「小竹高等技

術専門校」で確認を問同校 ☎09496（2）6441

社労士による労働問題、年金、
社会保険などの無料相談会　

所イオンモール香椎浜、他問福岡県社会保険労

務士会福岡四支部 ☎092（414）8805

＊祝日を除く月〜金曜日の 9:00 〜 17:00

不動産の売買、 賃貸、 相続、 リフォームなど
「自由ヶ丘地区不動産相談会」

期 10 月14 日（日）13:30 〜 15:30 所 自由ヶ

丘コミセン定市民定先着20 人料無料＊事前

申込不要問住マイむなかた☎（37）2525

自由ヶ丘コミセン「秋の文化祭」

期自由ヶ丘文化まつり 10 月27 日（土）10:30

〜 18:00 ＊雨天時は翌日に順延所自由ヶ丘コ

ミセン駐車場

期▶︎芸能祭＝11 月11 日（日）10:00 〜 17:00

▶︎作品展＝11 月17 日（土）10:00 〜 18:00

＊同18 日（日）は 10:00 〜 15:00 所同コミセ

ン内問同コミセン ☎（32）5594

みつぼし幼保園　①親子運動会
②親子で遊ぼう！きらきらくらぶ

①期 10 月６日（土）9:30 〜 12:00 所グローバ

ルアリーナ・武道場

②期 10 月25 日（木）9:50 ＊いも掘りと親子制

作所同園＊お茶を持参し動きやすい服装で参

加を〆 10 月23 日（火）

【共通事項】対未就園児と保護者 定各先着15

人料無料＊詳細は同園 HPで確認可

問同園  ☎（48）9022

無料講演会「新型栄養失調から子どもを守
り才能を伸ばす食と睡眠」

期 10 月27 日（土）14:00 〜 15:00 所 宗像地

域医療センター 定 先着100 人 〆 10 月25 日

（木）申 問宗像女性医師の会 ☎（36）2453

＊祝日を除く月〜金曜日の 9:00 〜 17:00

元気な身体づくりの〝賢く食べる秘
ひ け つ

訣〟
教えます

「第１回 イキイキ健康セミナー」開催

期 10 月５日（金）▶︎１回目＝11:00 〜 11:30

▶︎２回目＝13:00 〜 13:30 所道の駅むなかた

定各回先着25 人料無料

申 問大塚製薬（株）☎092（262）6507

平成 31 年度地島校区漁村留学
留学生・指導員募集

　

期平成31 年４月１日〜同32 年３月31 日

対児童と保護者が漁村留学の趣旨を理解し、熱

意がある平成31 年度の小学４〜６年生定５〜

６人程度●保護者負担＝生活費（毎月４万円）、

学校費（各学期２万5,000 円程度）、医療・小遣

いなど（各学期１万円程度）●選考方法＝選考

委員会で決定●説明会＝平成31 年１月12 日

（土） 所地島小学校＊主催は地島校区漁村留学

を育てる会＊市教育委員会後援＊指導員を含む

詳細は同会事務局へ〆 12 月21 日（金）申 問▶︎

同会事務局 ☎（62）3394 ▶︎地島小学校 ☎（62）

1171

ホームステイ、地域見学など
「冬休み海外研修交流」参加者募集

期 12 月23 日（日・祝） 〜平成31 年１月４日

（金）のうち、６〜 10 日間 所オーストラリア、

他（全５コース）対小学３年生〜高校３年生＊

詳細は公益財団法人国際青少年研修協会 HP

で確認を 〆 11 月１日（木）申 問 同協会 ☎03

（6417）9721

認知症の人と家族、地域の人らの居場所
「オレンジカフェ in 城西ヶ丘」

専門職の相談コーナー

期 10 月12 日（金）10:00 〜 12:00 所 城西ヶ

丘公民館料１人100 円＊城西ヶ丘見守りネッ

トワーク「むすび愛」が実施

問宗像市社会福祉協議会 ☎（37）1300

県民介護講座
「認知症について考えるつどい」

期 10 月16 日（火）13:30 〜 16:10

所クローバープラザ（春日市）対認知症につい

て学びたい人定先着280 人料無料

〆 10 月2 日（火）問県社会福祉協議会介護実

習課 ☎092（584）3351

救急車を呼ぶべきか迷ったら 
短縮ダイヤル 『＃７１１９』

急な病気やケガのときに、救急車の利用や最寄

りの医療機関についてアドバイスを受けられま

す（24 時間対応）＊ IP 電話などでつながらない

場合は☎092（471）0099 へ＊重症時は迷わず

に 119 番を問県保健医療介護部医療指導課 

☎092（643）3273

ひとり親家庭のための 
①養育費無料相談　②パソコン講習会

①養育費110 番（弁護士による集中電話相談）

●相談専用電話番号 ☎092（724）2644

期 10 月27 日（土）10:00 〜 16:00

②ワード、エクセルの基礎、検定試験対策など

期 11 月２日（金） 〜 12 月20 日（木）の平日20 

日間18:30 〜 21:00 所 飯塚市立岩交流セン

ター 定 先着10 人 料 無料＊別途、テキスト代

4,000 円必要 託 無料（１歳〜未就学児）〆 10

月16 日（火）申 申込書を▶︎郵送（〒820-0004

飯塚市新立岩8-1 福岡県飯塚総合庁舎２階／ひ

とり親サポートセンター飯塚ブランチ）＊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か、同サ

ポートセンター HPから入手可

問同サポートセンター ☎0948（21）0390

式典、行政説明、講演会、活動報告など
「福岡県母子寡婦福祉大会」

期 11 月11 日（日）10:30 〜 15:00 ＊講演は

13:00 〜 14:30 所クローバープラザ（春日市）

料無料（資料が必要な人は別途200 円）託無料

（２〜６歳）〆 10 月25 日（木）12:00 ＊大会へ

の参加・託児、いずれも申込必要申 問福岡県母

子寡婦福祉連合会事務局 ☎092（584）3922

市内・市近郊で活動する
中国語の「通訳、翻訳、観光ガイド」募集

●応募条件＝▶︎ＨＳＫ、中国語検定などの上級

資格がある人▶︎中国語ネイティブで日本語が堪

能な人申①住所②氏名③電話番号を明記して

munakata.interpreter@gmail.com

問むなかた通訳サポート（森田）☎080（3904）

9876 ＊電話に出られない場合は折り返します

（メールでの問い合わせも可）

採用のためのノウハウを学ぶ
「40 歳からの２日間就職支援セミナー」

期 10 月23 日（火）、同24 日（水）

10:00 〜 15:00 所市役所・301 会議室

対 40 〜 64 歳の求職者＊履歴書、筆記用具の

持参を申 問福岡県中高年就職支援センター 

☎092（433）7780

中高年求職者向け
介護職員初任者研修　参加者募集

期 10 月29 日（月） 〜 12 月５日（水）所福祉研

究カレッジ天神校対 38 〜 64 歳の求職者定抽

選で 24 人〆 10 月22 日（月）料無料問県中高

年就職支援センター ☎092（477）6088

①構造物溶接科  ②住宅リフォーム技術科、
他「職業訓練生 （12 月入所生） 募集」

●申込期間＝①10 月１日（月） 〜 11 月15 日

（木）②10 月９日（火）〜 11 月14 日（水）

対ハローワークに求職申込をしている人

料無料（別途、教科書代など必要）

＊施設見学会、体験会あり

問①ポリテクセンター飯塚 ☎0948（22）4988

②ポリテクセンター福岡 ☎093（641）6909

敷金精算、家賃滞納などの賃貸トラブルに
司法書士が無料で電話相談に応じます

期 10 月13 日（土）10:00 〜 16:00

●相談専用電話番号 ☎092（714）0616

問福岡県司法書士会 ☎092（722）4131

＊祝日を除く月〜金曜日の 10:00 〜 16:00

司法書士・税理士による相続合同相談会

期 10 月13 日（土）13:00 〜 17:00（16:00 受

付終了）＊相談１件30 分程度。予約不要

所エルガーラホール定先着48 組料無料

＊主催は九州北部税理士会、福岡県司法書士会

問同司法書士会 ☎092（722）4131

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。（14〜 15ページ）問人権対策課 ☎（36）1270
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