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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 広陵台」

期 10 月26 日（金）10:00 〜 12:00 所 広陵台

１丁目公民館料 100 円●広陵台１丁目福祉会

が実施。専門職員の相談コーナーあり

申 問宗像市社会福祉協議会 ☎（37）1300

 介護に対する不安を払拭、
基本的な知識を学ぶ

「福岡県介護に関する入門的研修」

期 11 月〜平成31 年３月の土・日曜日

▶基礎講座（１日間）▶基礎・入門講座（５日間）

所八幡西生涯学習総合センター、他料無料

申 問県社会福祉協議会 ☎092（584）3310

「福岡県海外戦没者慰霊巡拝団員」追加募集

期平成31 年２月15 日（金） 〜同20 日（水）

＊５泊６日対慰霊巡拝の実施地域（フィリピン

南部）での戦没者の遺族

定 15 人〆 11 月20 日（火）

申 問一般財団法人福岡県遺族連合会

☎ 092 （761） 0012

お魚さばき教室参加者募集

期 11 月13 日（火）9:30 〜 12:00、13:30 〜

16:00 所メイトム宗像定各回先着15 人

料 1,500 円＊持参品は問い合わせを

申 問道の駅むなかた ☎（62）2715

2018 年漁業センサスに協力を

　同センサスは、漁業の現状を知り将来を考え

るための大切な調査です。10 月中旬から調査

員が漁業関係者を訪問しますので、調査への回

答に協力をお願いします。

＊インターネットでの回答も可能です

問経営企画課 ☎（36）1192

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 11 月の入会説明会」

期 所▶１日（木）、15 日（木） ／河東コミセン

▶７日（水）、21 日（水） ／東郷コミセン

▶14 日（水）、28 日（水） ／同センター

＊いずれも 13:30 〜対おおむね 60 歳以上の

市民＊詳細は宗像市シルバー人材センター HP

で確認可問同センター ☎（33）1151

宗寿園 11 月のイベント情報

期▶舞踊＝９日（金）、13 日（火）、14 日（水）、

15 日（木）、19 日（月）▶囲碁＝９日（金）

▶カラオケ＝ 10 日（土）▶剣舞＝ 23 日（金・祝）

問同園 ☎（33）2761

「第 17 回作品展」開催
宗像パソコン同好会の作品約 300 点展示

期 11 月３日（土・祝）〜同11 日（日）

9:30 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）

所宗像ユリックス料無料

問同会 ☎（35）4923

＊火・木・土曜日の 13:00 〜 16:00

福津市認定農業者協議会主催
 「みかん狩り」参加者募集

園内食べ放題／持ち帰りもできます

期 11 月３日（土・祝）10:00 〜 14:00

＊小雨決行所内殿みかん園（福津市）

＊駐車場（無料送迎バスあり）＝なまずの郷・夜

間駐車場、上西郷小学校（臨時駐車場）料 100 円

＊19 歳以下は入園無料＊詳細は（一財）むなか

た地域農業活性化機構 HPで確認可

問同機構 ☎（36）7883

「第 15 回 宗像チャリティー作品展」
障がい者や高齢者を支援するため
木工、陶芸、工芸品などを展示

期 11 月 ９ 日（ 金 ） 〜 同11 日（ 日 ）10:00 〜

19:00 所サンリブくりえいと宗像１階

●福祉基金と売り上げの一部は宗像の福祉のた

め寄付します問宗像手をつなぐ会（盛岡）

☎090（9584）6626

上映会 「明日へ…戦争は罪悪である」

期 11 月25 日（日）①10:30 〜②13:30 〜

所河東コミセン 料▶一般＝1,000 円（当日券

1,200 円）▶25 歳以下・障がい者＝600 円▶

18 歳以下＝無料

申 問むなかた九条の会事務局（長田）

☎090（8296）7122

あなたは知らない !
「もしも！」を守る保険のハナシ

生命保険や医療保険の選び方

期 10 月27 日（土）10:30 所メイトム宗像

定 10 人料 300 円〆 10 月26 日（金）まで

申 問ボランティア団体がんばれ宗像 !!

（後藤） ☎080（1704）5616

印象派への旅 海運王の夢
「バレル・コレクション」

期 10 月12 日（金） 〜 12 月９日（日）10:00 〜

18:00（入場は 17:30 まで）＊月曜日休館。12

月３日（月）は開館＊11 月16 日（金）は 20:00

まで開場所県立美術館料▶一般＝1,400 円

▶高校・大学生＝800 円▶小・中学生＝500 円

＊その他料金設定あり。詳細は問い合わせを

問同館☎092（715）3551

11 月は食育・地産地消月間
ワークショップや販売など

オープニングイベントを開催

期 11 月３日（土・祝）10:00 〜 17:00

所イオンモール福津

＊その他県内でイベントあり＊詳細は県 HP

https://f-ouen.com で確認を

問県食の安全・地産地消課 ☎092（643）3575

県立古賀特別支援学校 高等部文化祭開催
作品展示、作業学習製品販売など

期 10 月27 日（土）9:30 〜 14:40 所同学校高

等部（古賀市千鳥）＊公共交通機関の利用を

問同校 高等部 ☎092（942）7175

いろいろな国の言葉で遊ぼう！
親子で参加できる

多言語ワークショップ＆講座

期 11 月２日（金）10:30 〜 12:30、11 月４日

（日）14:00 〜 16:00 所河東コミセン

定 10 組＊事前申込必要料無料

託 300 円＊申込時に予約を〆 10 月26 日（金）

申 問ヒッポファミリークラブ西日本  0120

（557）761 ＊月〜金曜日10:00 〜 16:00

ポリテクフェスティバル 2018 開催

期 11 月10 日（ 土 ）、同11 日（ 日 ）10:00 〜

16:00 ●学校見学会＝同10 日（土）10:00 〜

13:00 所九州職業能力開発大学校（北九州市）

料無料問同大学校学務課 ☎093（963）8353

福岡都市圏共通の水域地域での交流事業
「水郷ひたの森づくり」参加者募集

日田市有林での植樹と豆田町散策

期 11 月25 日（日）8:30 〜 16:15 所 ▶集合・

解散＝福岡市役所▶実施場所＝大分県日田市

料無料対福岡都市圏在住の人（小学生以下は保

護者同伴）定 80 人〆 11 月９日（金）

申①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④年齢

⑤電話番号を明記（参加者全員分）して▶郵送

（〒810-8620 ／福岡市中央区天神1-8-1 ／福

岡都市圏広域行政事業組合「水郷ひたの森づく

り」あて）▶Ｆ 092（733）5005 fvgv9840@

mb.infoweb.ne.jp

問同組合事務局 ☎092（733）5004

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ Let's シェアサイクル！

　市とシェアサイクル事業を実施する e
エ コ バ イ ク

cobike 株式会

社（東京都千代田区）が連携協定を締結し、９月11 日か

ら市内で同社のサービスが始まりました。シェアサイク

ルはスマートフォンを使って利用（予約、決済）する貸自

転車です。現在、市役所・宗像ユリックス・駅周辺の市有

地などに設置されています。今後、民間施設にも設置が

広がる予定です。

＊詳細は ecobike HP https://ecobike.co.jp で確認を

【エコバイクサービス内容】

▶15 分60 円、または 1 日1,000 円

▶24 時間利用可能（設置場所によって利用制限あり）

▶同一サービスのステーションであれば福津市などでも

乗り捨て可能
問経営企画課 ☎（36）1192

市のキャラクター「キラリ姫」のキキ姫が
エコバイクを紹介しました

エコに 便利に

【当事者交流会を８月18 日、メイトム宗像で開催しました】障がいのある人やその家族、関係者を対象にした同会に 19人が参加。「はたらきたいひと
へ はたらいている ひとのはなしをきいてみよう」をテーマに就労について議論し交流を深めました。  問福祉課 ☎（36）9570


