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県小児救急医療電話相談 休日小児科・内科 休日歯科
♦平　　日＝19:00〜翌朝7:00 
♦土 曜 日＝12:00〜翌朝7:00
♦日・祝日＝  7:00〜翌朝7:00

　　　　　●短縮＝＃8000
　　　　　●専用＝☎092（661）0771（福岡）
　　　　　　　　　☎093（662）6700（北九州）
　　　　　＊電話がダイヤル回線の人は専用電話 

　　　　　番号を利用してください

宗像地区
歯科休日急患

センター（田熊）
☎（34）8080
♦日・祝日

9:00〜16:30

病  気

など

け  が
薬

応急処置

宗像地区急患センター（田熊）
　　　　　　　　☎（36）1199

♦平　  日＝19:30〜翌朝6:00
 　　　        　　　　　　（受付は5:30まで）
♦土 曜 日＝18:00〜翌朝9:00
♦日 ・ 祝日＝  9:00〜翌朝6:00
 　　　　 　       　　　　（受付は5:30まで）
＊ただし、翌日が休日の場合、翌朝9:00まで

診療時間

６月の休日外科当番医 （9:00〜17:00）

令和元年5月15日号 むなかたタウンプレス ❽

♦なんでも相談・行政相談♦
（市役所北館１階・福祉課横）
月〜金曜日8:30 〜 17:00

☎（36）2237
♦妊産婦・乳幼児の健康相談♦

（市役所西館１階）
月〜金曜日8:30 〜 17:00
☎ (36)1365 Ｆ（37)3046
♦就業相談・養育費電話相談♦
　月〜金曜日＝9:00 〜 17:00
　毎週土曜日、第１・３日曜日＝
　9:00 〜 16:00

（ひとり親サポートセンター

「飯塚ブランチ」）
　☎0948（21）0390
♦子ども相談支援センター♦

（市役所西館１階）
月〜金曜日8:30 〜 17:00
▶総合相談 ( 代表 ) ＝

☎（36）1302 Ｆ（37）3046
♦児童虐待に関する通告（相談）♦
▶全国共通ダイヤル＝

☎189（いちはやく）
♦子どもの権利相談室♦

（市役所西館１階）
月〜金曜日10:00 〜 18:30
☎（36）9094 Ｆ（37）3046
＊子ども専用＝

 0120（968）487
♦心配ごと相談♦

（宗像市社会福祉協議会）
▶市役所本館１階・相談室＝
　第１・２・４木曜日

▶自由ヶ丘コミセン＝
　奇数月の第３木曜日
▶日の里コミセン＝
　偶数月の第３木曜日
　＊いずれも 10:00 〜 15:00
　☎（37）1300
♦こころと生き方の相談♦

（市役所本館１階・相談室）
月〜金曜日13:00 〜 16:30

☎（36）1156
♦女性支援相談♦

（市役所北館２階・
男女共同参画推進課）

月〜金曜日9:00 〜 16:30
☎（36）0048

＊相談員不在時は職員対応
♦年金相談♦
▶東福岡年金事務所＝
　月〜金曜日8:30 〜 17:15
　☎092（651）7967

♦消費生活センター♦
月〜金曜日8:30 〜 17:00

☎（33）5454
♦補聴器相談♦

（市役所本館１階・第２相談室）
５月17 日（金）、５月28 日（火）
６月12 日（水）、６月21 日（金）
＊いずれも 10:00 〜 12:00

☎（36）3135
♦職業紹介・相談♦

（市役所北館２階・
宗像市ふるさとハローワーク）

月〜金曜日8:30 〜 17:00
☎ (36)1150

♦法律相談♦
▶県庁１階・県民相談室＝第１・
　３金曜日13:00 〜 16:00
　☎092（643）3333 ＊予約制
▶男女共同参画推進センター　　
　「ゆい」（メイトム宗像内）＝

　第３火曜日13:00 〜 16:00
　☎（36）0250 ＊予約制
♦住宅相談・訪問相談

（相談員の派遣）♦
（住まいと暮らしの情報センター

「住マイむなかた」）
月〜金曜日9:00 〜 17:00

☎（37）2525

市 HP →「くらし・手続き」→「くら
し・環境」→「相談」→「宗像市相談
窓口一覧」で、その他さまざまな
相談を掲載しています。

 ２日（日）

 ９日（日）

16日（日）

23日（日）

30日（日）

☎（36）3636

☎（39）3050

☎（32）2126

☎（33）5577

☎（52）1300

蜂 須 賀 病 院（ 野 坂 ）

葉山クリニック（ 葉 山 ）

平塚胃腸科外科医院（自由ヶ丘）

林 外 科 医 院（ 田 久 ）

中 島 外 科 医 院（福津市）

■平成21 年／コミュニティバス試験運行
　交通不便地区の問題解消のため、地域住
民が主体となって市内初の試験運行開始。
２年後から本格運行がスタート
■平成22 年／吉武地区総合防災訓練開始
　同地区の自主防災・防犯推進会を設立。
住民の防災意識向上につながっています

■平成26 年／市内初の学童保育所運営スタート
　「地域の子どもは地域で守り育てる」ことを基本とした子育て支援を、
同地区コミュニティ運営協議会が市の指定管理者として実践しています

■平成17 年／宗像市・大島村合併
　明治22 年に大島村が誕生。その 116 年
後、宗像市と合併しました
■平成23 年／うみんぐ大島オープン
　宗像湾岸地域の振興・魚食普及・雇用力増
大を目的に建設。現在、老若男女に愛され
る海洋体験施設として人気です

■平成26 年／九州オルレ「宗像大島コース」オープン
　県内で認定１号のオルレ。大島の大自然に触れながらウォーキングで
きる人気スポットには、県内外からたくさんの人が訪れます

協定書調印式

■平成４年／田熊山笠が完全復活
　中止・復活を繰り返していた戦後生ま 
れ の 伝 統 行 事 は、こ の 年 か ら 完 全 復 活。 

「オイサ」の掛け声が響きます
■平成25 年／東郷村跨

こ せ ん き ょ う

線橋が開通
　尾園踏切での渋滞など、近隣住民の問題
が解消。利便性がアップしました

■平成27 年／田熊石畑遺跡歴史公園（いせきんぐ宗像）オープン
　国史跡指定の歴史公園が東郷地区の中心に誕生。子どもたちのための
寺子屋事業やコミセン主催の夏まつりも開催しています

跨線橋の開通式

■平成20 年／「南の風大学」開校
　大人の居場所づくりの場として、桑野副
市長（当時）を学長に迎え、世代を超えた 84
人の第1 期生が誕生しました
■平成22 年／南郷小学校創立100 周年
　明治19 年に簡易小学校として開校した
同校が創立100 周年を迎えました

■平成25 年／南郷コミセンリニューアル
　同年２月に完成した南郷会館（南郷コミセン）は、バリアフリーに対応
した多目的トイレやエレベーターなどを設置しました

空撮で100周年を記念

■平成24 年／玄海地区コミュニティ誕生
　田島、神湊両協議会と地島が合併し、玄海
地区コミュニティ運営協議会が誕生
■平成25 年／「玄海夏まつり」開催
　新コミュニティ誕生を記念し住民の交流
を深めるため開催。毎年盛り上がります

■平成29 年／みあれ祭陸上神幸
　世界遺産登録決定後、玄海コミセンから宗像大社までのコースで開催
されるようになりました

多くの住民で盛り上がります

■平成13 年／
　日本赤十字九州国際看護大学開学
　冨地原地区に隣接するアスティに開学。
地域との交流が盛んになりました
■平成26 年／街道の駅 赤馬館
　　同28 年／出光佐三展示室が開館
　両施設が唐津街道赤間宿に開館し、赤間

地区の立ち寄り所が増えました。地域の祭りや赤間宿まつりの時期は多
くの人が訪れます

街道の駅 赤馬館

■平成９年／産廃施設反対運動の和解
　昭和の暮れから続いた産業廃棄物処理施
設の住民反対運動が和解成立した年です
■平成10 年／イノシシ集団出没！
　猟友会が行った駆除が、全国ニュースで
報道されました

■平成16 年／日の里中学校駅伝部 全国大会優勝
　第12 回全国中学校駅伝大会で、男子チームが大会新記録という快挙
とともに優勝しました

優勝報告の様子

学童保育所の新築お披露目会

平成30 年間をふり返って、
各地域のみなさんの心に残るニュースや

イチオシの出来事などを発表します
（各記事内は時系列）

後編私たちの

日の里地区

東郷地区

大島地区

玄海地区

吉武地区

南郷地区

赤間地区

平成ビッグニュース大集合


