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年に一度は健康診査を受けましょう

対後期高齢者医療制度の被保険者＊糖尿病や

高血圧などの生活習慣病で治療中の人は除く

●自己負担金（受診料）＝500 円 〆 平成31 年

３月31 日（日）申▶個別健診＝健康診査の実施

医療機関で予約▶住民健診＝市健康課で予約

＊受診時は被保険者証と受診票の持参を

問 ▶受診票の紛失など＝県後期高齢者医療

広域連合お問い合わせセンター ☎092（651）

3111 ▶住民健診＝市健康課 ☎（36）1187

世界エイズデー （12 月１日） にあわせて

「匿名無料 H
エ イ ズ

IV  迅速検査」 を実施

期 12 月６日（木）9:00 〜 13:00 所宗像・遠賀

保健福祉環境事務所（東郷）＊事前申込必要

申 問同事務所保健衛生課 ☎（36）6098

「むなかた産大豆のみそづくり」 参加者募集
テンペの講話・試食、

みそ作り体験などで大豆を知ろう

期 12 月14日（金）9:30 〜 12:00 ＊受付＝9:00 〜

所集合場所＝ＪＡむなかた本店（東郷）

料 1,000 円＊作ったみそは持ち帰り可

定 25 人＊初参加者優先（多数の場合抽選）

＊安全・衛生管理のため子どもの参加は不可

〆 11 月30 日（金）申 問むなかた地域農業活性

化機構 ☎（36）7883

ごぞんじですか「検察審査会」

検察審査会制度は、検察官が不起訴処分とした

事件に不服の申立てがあったとき、国民の中か

ら「くじ」で選ばれた 11人が審査する制度です。

＊相談や申立ての費用は無料。秘密厳守

＊福岡第一・第二検察審査会事務局で、DVD「検

察審査員」の貸出あり

問同事務局（福岡地方裁判所内）

 ☎092（781）3141

地域の介護力向上、福祉の増進を目指す
「宗像・福津介護サービス事業所事例発表会」

展示や口腔ミニセミナーなど実施

期 11 月24 日（土）13:30 〜 16:00 ＊展示会は

12:30 〜所福津市中央公民館定 500 人

料無料問社会福祉法人北筑前福祉会特別養護

老人ホームむなかた ☎（38）3910

県営住宅入居者募集（募集形式は抽選）

期 12 月17 日（月） 〜同26 日（水） ＊募集団地

と戸数など詳細は、11 月28 日（水）から配布

する募集案内書（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

平成 30 年分年末調整説明会

期 11 月20 日（火）13:30 〜 15:30

＊開場＝13:00  所宗像ユリックス・ハーモニー

ホール＊駐車台数に限りあり。公共交通機関の

利用を 対市内の源泉徴収義務者

＊事前に送付する年末調整関係資料の持参を

問香椎税務署 ☎092（661）1031

「福岡県認知症介護相談窓口」 開設
電話・面談で認知症の人や家族が抱える

介護の悩みを無料で相談

●電話＝毎週水・土曜日11:00 〜 16:00 ●面

談＝所クローバープラザ（春日市）＊事前申込

必要申 問県高齢者地域包括ケア推進課  ☎092

（574）0190 ＊詳細は県 HPで確認可

セミナー「家のメンテナンスに
火災保険が使えるハナシ」

期 11 月25 日（日）10:30 所メイトム宗像

定 10 人料 300 円（資料代含む）

〆 11 月24 日（土）申 問ボランティア団体がん

ばれ宗像 !!（後藤） ☎080（1704）5616

みんなで謡いましょう 「民謡発表会」

期 11 月25 日（日）9:30 〜 14:30

所赤間コミセン料無料問公益財団法人日本民

謡宗像楽謡会（畑） ☎（51）5168

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 12 月の入会説明会」

期 所▶５日（水）・19 日（水） ／東郷コミセン

▶６日（木）・20 日（木） ／河東コミセン

▶12 日（水）・26 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 12 月のイベント情報

期▶舞踊＝８日（土）、12 日（水）、13 日（木）、

20 日（木）▶剣舞＝３日（月）▶囲碁＝14 日（金）

問同園 ☎（33）2761

福岡教育大学特別支援教育公開セミナー
〜特別支援教育の時代に 

「通級による指導」 に求められるもの〜

期 12 月８日（土）13:00 〜 16:00

所同大学・共通講義棟●講師＝日野久美子さん

（佐賀大学教職大学院教授）定 100 人料無料

問同大学特別支援教育センター ☎（35）1559

「宗像をいのちを受けとめる町へ」
参加者とパネリストとの対話型講演会

期  12 月１日（土）13:00 〜 16:30 所 福岡教育 

大学・アカデミックホール●パネリスト＝ 

安
やすたけ

武慎吾さん （西日本新聞編集委員）、隈崎行
ゆきてる

輝

さん、他●司会＝山口覚
さとる

さん料▶一般＝500 円

▶学生・障がい者＝250 円問宗像ネットワーク

（松尾） ☎070（5495）5204

「ピティナピアノステップ」
出演者に岡田将

まさる

さんと奈良井巳
み き

城さんを
招いて楽しいトークコンサート

期 12 月８日（土）、同９日（日）所福津市文化会

館料無料＊時間などは問い合わせを

問ピティナ宗像ステーション☎（37）0857

「風の子まつり」開催
つくって楽しむ体験コーナー、バザー、

あそびの広場などで楽しもう！

期 11 月23 日（金・祝）10:30 〜 14:30 所玄海

風の子保育園問同園 ☎（62）9088

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

ロープレむなかた 2018 参加者募集

♦ロープレむなかたオープニングイベント
　「宗像の海に生きる」
宗像の漁師の話を聞き、海の幸をいただきま

す。 期 12 月８日（土）18:30 〜 20:30 所 メイ

トム宗像・結工房定先着20 人料 1,000 円

〆 12 月３日（月）申 問宗像市市民活動・NPO

ボランティアセンター ☎（36）0311

♦玄海灘産の採れたてを満喫しよう !!
　〜魚さばき体験

＆岬のね〜ちゃん特製豪華ランチ〜
魚のさばき方を教わり、自分でさばいた新鮮な

魚と岬のね〜ちゃんの料理でランチ。

期 12 月９日（日）10:00 〜 13:00 所 宗像漁

協鐘崎本所 定先着８人 料 3,000 円（小学生以

下1,000 円）＊エプロン、三角巾、あれば使い

慣れた包丁の持参を〆 12 月２日（日）申 問岬

のね〜ちゃん（八尋） ☎090（1088）3295、

misakinonechan@yahoo.co.jp

♦健康食でおもてなし
〜楽しくまなび、おいしく食べよう〜

医食同源の実践者、渡邊あつ子さんから和のお

もてなし料理のポイントを学びます。

期 12 月９日（日）10:30 〜 14:00 所メイトム

宗像・調理室定先着16 人料 1,000 円

＊エプロン、三角巾、ふきん、筆記用具の持参を

〆 12 月１日（土）

申 問 か ら ふ る 宗 像（ 河 村 ） ☎070（4740）

6737、 sekai-no-hajime.6@ezweb.ne.jp

♦「みあれ祭の船」をつくろう〜郷土の
民芸品・宗像くすのき玩具絵付け体験〜

クスノキでできた「みあれ祭の船」に、自由に絵

や字を書いて世界に一隻の船を仕上げます。

期 12 月15 日（土）13:30 〜 15:30 所 メイト

ム宗像・結工房定先着10 人＊小学校低学年以

下は保護者同伴 料 2,000 円／１隻 〆 12 月８

日（土）申 問宗像市市民活動・NPO ボランティ

アセンター ☎（36）0311、宗像郷土玩具研究会

kusunokigangu@yahoo.co.jp

♦森林保全と遊歩道散策
〜美しい里山づくりを一緒にやりましょう！〜
散策できる楽しい森づくりのための里山保全活

動体験。正月の門松用の竹をプレゼント。

期 12 月22 日（土）9:00 〜 12:30 所 福岡教

育大学森林地区 定先着15 人 料 500 円（弁当、

お茶付き）＊手袋、水筒を持参し、作業できる服

装、長靴か運動靴で参加を 〆 12 月15 日（土）

申 問 NPO 法人宗像里山の会 ☎（36）8317

＊各イベントの詳細は

ロープレむなかた HPで

確認を

情報ステーション 各イベントの申込は、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

イベント

ともだちは　いつもわたしの　そばにいる（柳生璃
り お

音・東郷小４年）
友達と　ささえているから　がんばれる（飯盛悠

ゆ う た

太・赤間西小４年）
その言葉　ホントに相手が　喜ぶの（渕本泰

た い ち

地・自由ヶ丘小４年）

同イベント
QRコード


