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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

【５月１日 （水・祝） 〜６月30 日 （日） は不正大麻・けし撲滅運動】植えてはいけない大麻やけし （背丈が１m以上、全体が白っぽい緑色で毛がない、葉の
切れ込みが浅く長楕円形、茎を巻き込むようについているなど） を見かけたら連絡してください。問宗像・遠賀保健福祉環境事務所 ☎ （36） 2045

オフィス・タナカ代表取締役社長）対女性市民
定抽選で 20 人料無料〆５月15 日（水）
●コンピュータサービス技能評価試験「エクセ
ル３級検定講座」
期６月10 日（月） ～７月４日（木）毎週月・木曜
日9:00 ～ 12:00（全8 回）＊︎検定日は７月８日
（月）所メイトム宗像・102 会議室●講師＝合資
会社アーニストカンパニー・パソコン講師
対簡単な日本語入力とマウス操作ができる市
民定抽選で 10 人料▶受講料7,360 円▶検定
料5,250 円▶教材費1,836 円＊︎締切後のキャ
ンセルは、教材費を頂きます。途中で辞める場
合、返金不可。使用ソフトはエクセル 2010。
初回に就業支援プチ講座あり（12:30 終了）
〆５月26 日（日）
●共通事項＝託無料（５カ月～未就学児）＊︎事
前申込必要 申男女共同参画推進センター 「ゆ
い」 ☎（36）0250 ＊︎申込は、左上記応募事項を
明記して、ハガキ＝〒811-3437 久原180、 
Ｆ（36）0269、電子申請＝市 HPも可

観光ガイド養成講座受講生募集
　宗像の歴史や史跡文化財のガイドをしてみま
せんか。郷土史に関心のある人や外国語ができ
る人など、みなさんの応募を待っています。
対市内に在住か通勤・通学する人で、市の郷土
史に関心のある人。全９回の講座に出席し、終
了後にガイド活動ができる人定先着15 人

回 日程 （いずれも土曜日）／場所（内容）

１ ５月11日／所メイトム宗像（開講式、宗像の歴史）

２ ５月18日／所海の道むなかた館
（宗像の文化財、現地見学）

３ ６月１日／所大島・新原奴山古墳群（現地研修）
所海の道むなかた館（世界遺産について）

４ ６月15日／所海の道むなかた館（市民参加による
史蹟整備）所神宝館（神宝館見学）

５ ７月６日／所海の道むなかた館（宗像大社社史）
所宗像大社（境内見学）

６ ７月13日／所鎮国寺（鎮国寺と仏教、境内見学）

７ ８月17日／
所太宰府（九州国立博物館、大宰府政庁跡見学）

８ ８月24日／
所宗像大社、鎮国寺（現地ガイド体験研修）

９ ９月７日所／海の道むなかた館
（ガイド研修、閉講式、懇談会）

料無料＊︎施設入館料など実費必要
〆４月24 日（水）必着 申封書で①住所②氏名
③年齢④電話番号⑤メールアドレス⑥志望動機
を明記して（〒811-3504 宗像市深田588 ／
海の道むなかた館内宗像歴史観光ボランティア
の会・山元正之あて）
問同会（山元） ☎090（2961）1112

参加者にはゴーヤの種をプレゼント
緑のカーテンの育て方講座

　緑のカーテンは日射の熱エネルギーを約
80% カット。４～５月に種を植えると７月に
花を咲かせます。 期 ４月22 日（月）10:00 ～
12:00 所市役所北館１階・103 会議室
●講師＝▶宿

しゅくり
理英彦さん（古賀市緑のまちづく

りの会）▶田中博之さん
（葉山ヘルスケア省エネ
共和国）定 40 人
●持参品＝はさみ
〆４月15 日（月）
申 問環境課 ☎（36）1421

むなかた 「水と緑の会」
●花壇コンクール参加募集
　市とむなかた「水と緑の会」では、花と緑で彩
る美しいまちづくりを目指してコンクールを開
催。自慢の花壇を応募してみませんか。団体、
個人は問いません。事業所や学校なども大歓迎
です。＊︎入賞した場合、入賞者の名前、花壇の写
真などを市広報紙や同会 HP（下記QR コード）
で掲載予定
▶審査日＝４月25 日（木）
▶審査方法＝同会が、応募者の自宅などを訪問
して実施＊︎審査前に開花のピークを迎える場合
は、審査当日に、開花ピーク時の写真を提出（３
～５枚。内１枚は全景写真必要）。写真は返却
不可
▶審査対象＝道路から見える垣根や庭、玄関
＊︎入賞者に賞品、参加者全員に記念品あり
〆４月18 日（木）
申 問同会事務局（環境課内） ☎（36）1421
＊︎申込は、①住所②氏名③電話番号を明記して
▶郵送＝〒811-3492 ／住所不要▶窓口（西館
２階）も可

●むなかた「水と緑の会」会員募集と総会
▶会員募集＝市の水と緑を守り育てることで、
住みよい生活環境を作ることを目的に、清掃イ
ベントの開催、リサイクル石けんの製造、ホタル
の放流、市民花壇の植栽、「釣川」の歌の普及など
の活動をしています　▶年会費＝500 円
▶総会開催＝期４月20 日（土）9:30 ～ 12:00
（受付9:00 ～）所市役所北館１階・103A 会議
室問同会事務局（環境課内） ☎（36）1421

まぶしい太陽も緑の
カーテンでカット

博多座市民半額観劇会
【六月博多座大歌舞伎】
▶11:00 ～金閣寺、保
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十
●出演者＝尾上菊五
郎、中村扇雀、ほか
所博多座（福岡市）
定各回抽選で 100 人
料Ａ席9,000 円
（通常18,000 円）
＊︎別途手数料必要
〆 4 月24 日（水）＊︎消印有効。４月26 日（金）
頃、当選ハガキ発送申ハガキ１通１公演のみ①
希望公演日時②郵便番号・住所③氏名④年齢⑤
電話番号⑥参加人数（ハガキ１通２人まで）を明
記して、〒810-8799 福岡中央郵便局留「市民
半額会」あて
問 ▶（公社）日本演劇興行協会 ☎092（751）
8258 ▶文化スポーツ課 ☎（36）1540

トヨタ自動車九州
スプリングフェスタ2019

　市と連携協定を結んでいるトヨタ自動車九州
が同フェスタを開催。お笑いライブなどのス
テージイベント、はたらくクルマ展示、トヨタ車
試乗体験や出店など、一日中楽しむことができ
ます。
期４月14 日（日）
10:00 ～ 15:00
（雨天決行）

所トヨタ自動車九州
宮田工場内（宮若市）
問▶同フェスタ事務局 ☎092（711）3355
　 ▶市秘書政策課 ☎（36）1055

イベント

昨年の受賞者、藤井雅子さん宅の庭水と緑の会

②誘引液を、底から７㎝程度の高
さまで入れ、キャップを閉める
③キャップの下のくびれに、ひも
を取り付けてぶら下げる
●注意点…ハチは死んでいても、
針が飛び出し毒がでることがあります。
死骸には触れないでください。

問環境課 ☎（36）1421

●材料…▶ペットボトル（炭酸系飲料1.5ℓ
程度の凹凸がないもの）▶ぶらさげるひも▶
誘引液（焼酎150mℓ、酢50 mℓ、砂糖70g、
はちみつ小さじ１）
●作り方…①ペットボトル上部の丸みのあ
る辺りに16×16㎜の穴（切り口は切り取ら
ずに×印に内側に折る）を３カ所開ける

スズメバチ取り器を作ろう

公演日 時間

６月２日（日） ▶11:00～
▶16:30～

同３日（月） 16:30～

同６日（木） ▶11:00～
▶16:30～

同７日（金）
16:30～同11日（火）

同12日（水）

尾上菊五郎

　大島では、スマートフォン型端末による観光音
声ガイドサービスを実施しています。今回、ロン
グコースのガイド音声に、「ばってん少女隊」のメ
ンバーの音声を使ったコンテンツが４月１日（月）
から登場します。島の案内を聞きながら、島内を
巡ってみませんか。
　島の周遊にレンタサイクルも利用できます。

【観光音声ガイド】
●貸出返却場所＝大島ターミナル内観光案内所
料１回1,000 円
（ガイド返却後に保証金として500円を返金）
●貸出時間＝8:00 ～ 18:00（最終受付16:00）

【レンタサイクル（電動アシスト自転車）】
●受付＝同案内所
●利用時間＝8:00 ～ 18:00　料 500円
問▶商工観光課
　　（大島行政センター）☎（72）2211
　▶同案内所 ☎（72）2226

宗像
観光大使 ばってん少女隊 による

大島観光音声ガイドサービス スタート！
大島をめぐろう！
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【おわびと訂正】市広報紙３月15日号３ページ「市職員の給与と職員数を公表します」の中で、議員の給与・報酬の月額に誤りがありました。おわびし
て訂正します。〈正〉441,000 円　〈誤〉440,000 円　問人事課 ☎ （36） 5051

交流／グローバル人材育成」→「グローバル人材
育成」で確認を問子ども育成課グローバル人材
育成係 ☎（36）1214

市営住宅入居者募集
●募集団地／南郷（原町）、平原（須恵）、原（江
口）●家賃／団地や所得に応じて異なる
対次の全てに該当する人▶住宅に困っている
▶市民か、市に通勤している▶同居しようとす
る３親等以内の親族がいる（平原の一部は高齢
者や障がいのある人らは単身入居可）
▶同居しようとする親族の収入を含め、諸控除
後の月額所得が 15 万8,000 円以下（条件に
よっては月額所得が 21 万4,000 円以下）
〆４月１日（月） ～同12 日（金）
申申込用紙・印鑑・官製ハガキ２枚を建築課（本
館２階）か大島行政センターへ持参＊︎申込用紙
は、建築課、大島行政センターで入手か、市 HPか
らダウンロード可問建築課 ☎（36）5203

「手話奉仕員養成講座」 受講生募集
　聴覚障がい者らの、日常生活上の初歩的なコ
ミュニケーションを支援する手話奉仕員養成講
座を福津市と合同で開催。
期５月７日～2020 年３月16 日までの月曜日
14:00 ～ 16:00（全45 回）＊︎曜日変更の場合
あり所福津市役所２階・大会議室
対市民か市に通勤・通学する 18 歳以上（高校
生不可）で、講座修了後に手話ボランティア活動
が可能な人 定先着10 人 料無料＊︎別途3,240
円（テキスト代）必要〆４月19 日（金）
申 問福祉課障害者福祉係☎（36）3135

「2019夏の課外授業 in むなかた」
協力事業者募集

　市立学校の夏休み期間中に
市内で実施される子ども向け
のイベントを、ガイドブック
「2019 夏の課外授業 in むな
かた」で紹介します。夏休み
期間中に多彩な体験を市内で
提供する事業者を募集。説明
会を開催しますので、関心の
ある事業者はぜひ参加してく
ださい。
期４月18 日（木）10:00 ～ 11:00
所市役所北館２階・202 会議室
問子ども育成課 ☎（36）1214

男女共同参画推進センター 「 ゆい」
受講者募集

●男性の自分力 UP 講座②洗濯表示とアイロン
のかけ方・衣類の簡単整理術
期５月18 日（土）10:00 ～ 12:00 所メイトム
宗像・結工房●講師＝里舘友子さん（暮らし美人
化計画ハウスキーピング San 代表）対男性市民
定抽選で 20 人料無料〆５月８日（水）
●女性の再就職応援セミナー①未来へのスター
ト～自分らしく働くためのヒント～
期５月29 日（水）10:00 ～ 12:00 所メイトム
宗像・結工房●講師＝田中美智子さん（トータル

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
手当額改定

　厚生労働省からの通知で、平成31 年度（平
成31 年４月分）から、次のとおり変更されまし
た。両手当は、毎
年「自動物価スラ
イド制」で手当額
が決定されます。
【児童扶養手当】

区分 全部支給 一部支給

児童１人
現行 42,500円 10,030～42,490円
改定後 42,910円 10,120～42,900円

児童２人
（加算額）

現行 10,040円 5,020～10,030円
改定後 10,140円 5,070～10,130円

児童３人以上
（１人増すご
との加算額）

現行 6,020円 3,010～6,010円
改定後 6,080円 3,040～6,070円

問子ども家庭課子ども家庭係 ☎（36）1151

ひとり親家庭のための
各種訓練給付金について

【自立支援教育訓練給付金】
　就職につながる能力開発のために受講した教
育訓練講座の受講料を助成します。受講開始前
に申請してください。
●要件＝▶当該教育訓練受講が適職に就くため
に必要であると認められる▶教育訓練給付金の
支給を受けたことがない
●対象講座＝雇用保険教育訓練給付金制度の対
象として厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
●支給額＝受講料の６割
＊︎上限20 万円。ただし１万2,000 円を超えな
い場合は支給されません
【高等職業訓練促進給付金】
　就職に有利な資格を取得するため、毎月訓練
促進給付金と、修了後に修了支援給付金を支給
します。
●要件＝▶養成機関で１年以上修業し、その資
格の取得が見込まれる▶高等職業訓練促進給付
金の支給を受けたことがない
●対象資格＝法令の定めにより養成機関で１年
以上のカリキュラムを修業することが必要とさ
れている資格（看護師・准看護師、介護福祉士、保
育士など）
●支給額＝▶高等職業訓練促進給付金①市町村
民税非課税世帯＝月額10 万円②市町村民税課
税世帯＝月額７万500 円▶高等職業訓練修了
支援給付金①市町村民税非課税世帯＝５万円②
市町村民税課税世帯＝２万5,000 円
●支給期間＝平成28 年度以降に養成機関に入
学し修業する人は３年間が対象＊︎申請した月か
ら支給
【共通事項】

対 20 歳未満の児童を扶養しているひとり親家
庭の親で、所得が児童扶養手当受給対象水準で
ある。所得などの条件あり（事前相談必要）。必
要書類などは問い合わせを。
問子ども家庭課子ども家庭係 ☎（36）1151

70歳以上の世帯で国民健康保険
高額療養費申請手続きを簡素化　

　平成30 年２月受診分の高額療養費申請
から、初回申請のみで、２回目以降の申請が
不要になります（登録口座へ自動振り込み）。 
＊︎平成30 年１月受診分までは、該当するたび
に申請が必要です対世帯主と国保加入者がい
ずれも 70 歳以上の世帯申「国民健康保険高額
療養費振込先口座確認書・承諾書」を国保医療課
へ提出問国保医療課 ☎（36）1363

「適応指導教室エール」 名称変更
　「適応指導教室エール」は、４月１日（月）から
「教育サポート室エール」に名称変更します。ま
た、2019 年度から新たに、不登校で自宅に引
きこもりがちな小・中学生と保護者を対象に、家
庭訪問相談事業を開始します。
問▶教育サポート室エール  ☎（36）8303

人間ドック受診者にも運動施設
利用料金助成券の交付対象者を拡大
　市国民健康保険に加入している 30 歳以上
で、市の基本健診か特定健診を受診した人に、対
象運動施設を利用できる助成券を交付していま
す。平成31 年４月以降に、人間ドックを受診
した人で、特定健診と同等の項目を受診してい
る人にも、助成券を発行できるようになりまし
た（申請が必要）。＊︎対象となる人間ドック実施
医療機関などは、問い合わせを
●申請に必要な物＝人間ドックを受診したこと
が証明できるもの（領収書や検査結果など）
申国保医療課窓口（本館１階）
問国保医療課国民健康保険係 ☎（36）1363

臨時職員募集 （日々任用）
【①事務補佐員（児童手当、児童扶養手当などの
窓口申請受付、電話対応、相談業務など）】
▶任用期間＝７月１日（月） ～ 2020 年３月31
日（火）〆４月19 日（金）
申 問子ども家庭課子ども家庭係 ☎（36）1151
【②調査員（障害支援区分等認定審査会に関す
る業務。訪問調査、パソコン入力など）】
▶任用期間＝５月７日（火） ～ 2020 年３月31
日（火）〆４月15 日（月）
申 問福祉課障害者福祉係 ☎（36）3135
【①②共通事項】
▶勤務日数＝週20 時間未満
詳細は、市 HP→「市政情報」→
「人事・職員採用」か、右記ＱＲ
コードで確認を

委員募集
●宗像市グローバル人材育成協議会委員
（市が実施するグローバル人材育成事業への提
案や、プランについての点検・見直しなど）
〆４月26 日（金）
＊︎詳細は、市 HP「教育・文化・スポーツ」→「国際

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

お知らせ

募  集

昨年度の
ガイドブック

【特別児童扶養手当】
区分 １級 ２級
現行 51,700円 34,430円
改定後 52,200円 34,770円

人事・職員採用


