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期６月９日（日）10:00 〜 15:00
所 赤間コミセン（ワークショップ、喫茶コー
ナーあり）問赤間コミセン ☎（39）7051

親子で遊ぼう！ 「きらきらくらぶ」
おもちゃ作り （コップおばけ）

期６月20 日（木）９:50 所みつぼし幼保園
対未就園児と保護者定先着15 人
料無料＊水筒持参〆６月18 日（火）＊詳細は
同園 HPで確認を申 問同園☎（48）9022

はじめのはじめのいっぽセミナー

期６月12 日 〜７月17 日10:00 〜 12:00
＊毎週水曜日（全６回）所自由ヶ丘中学校（子育
てサロン）＊学校への問い合わせはしないでく
ださい対第１子を育てているママと赤ちゃん
（開催日の時点で生後２〜４カ月）定先着12 組

料 1,000 円（６回分のおやつ、ベビーマッサー
ジオイル代）〆開催日の８日前
申 問 子ども支援ネットワークW

ウ ィ ズ ウ ィ ン ド

ithWind （宮
﨑）☎（36）5559

県立古賀特別支援学校
知的障がい教育部門  体験学習

期 次の日程のうち１日のみ参加可。9:30 〜
12:00 ●前期＝小・中学部８月21 日（水）、同
22 日（木）●後期＝▶中学部11 月５日（火）、７
日（木）▶小学部11 月６日（水）、同７日（木）
〆●前期＝７月４日（木）●後期＝10 月３日（木）
申在園・在学中の教育機関＊学校見学・教育相
談は県立古賀特別支援学校 ☎092（943）8674
で随時受付問同支援学校 ☎（上記）

第31回宗像・福津・古賀・新宮地区母親大会
「こどもたちにいのち輝く平和な未来を」

期６月23 日（日）13:00 〜 16:00
所リーパスプラザこが（古賀市）
●講演＝「子どもの貧困、虐待、いじめなぜ起こ
る」●講師＝國嶋洋伸さん（弁護士）料 500 円
託無料＊事前申込必要問同大会実行委員会（川
内）☎080（6174）9591

母と女性教職員の会 2019 講演会

期６月15 日（土）13:30 受付、14:00 開演
所福津市中央公民館●テーマ＝「あなただから
〜であいを生きる力へ〜」●講師＝吉田祥吾さ
ん（ミュージシャン）料一般500 円、小・中学生
無料＊当日券あり託無料＊市・市教育委員会後
援問宗像地区母と女性教職員の会（宗像教育会
館内）☎（36）2203

宗像地区成年後見研究会

【無料講座「成年後見制度とケアマネジャーの
役割について〜事例検討〜」】
期６月15 日（土）10:00 〜 12:00
所メイトム宗像●講師＝小川健一郎さん（ケア
プランほくと代表社員）定先着25 人
申 問 宗像地区成年後見研究会（廣塚）☎080
（3963）0736 ＊申込はＦ（32）6919 も可
【無料法律相談】
●内容＝法定後見の家庭裁判所への申立、親族
後見人の家庭裁判所への報告、任意後見移行型
の解説、相続（遺産執行）、遺言書作成、葬儀・納骨
などの死後事務について
期 ６月13 日（木）9:00 〜 12:00（その他の日
程も相談受付可）所自由ヶ丘コミセン＊事前予
約不要問同研究会（廣塚）☎（上記）

ひとり親家庭のための就業支援講習会

【パソコン（Word・Excel）基礎〜応用】
期７月16 日（火） 〜８月30 日（金）のうち指定
された火・金曜日の 14 日間／ 9:30 〜 12:30
所県直方総合庁舎定書類選考で 10 人
料無料＊別途テキスト代1,000 円必要
託無料（１歳〜未就学児）〆７月３日（水）
申 申込書を▶郵送（〒820-0004 飯塚市新立
岩8-1／県ひとり親サポートセンター飯塚ブラ
ンチあて）＊締切日必着▶Ｆ 0948（21）0391
＊申込書は、市子ども家庭課窓口で入手か、同ブ
ランチ HPから入手可
問同ブランチ ☎0948（21）0390

養育費ひとり親 110 番

【弁護士による集中電話相談（離婚前相談可）】
期６月15 日（土）10:00 〜 13:00
●相談受付＝☎092（724）2644 ＊当日のみ利
用可料無料問県ひとり親サポートセンター
 ☎092（584）3931

新大学生のみなさんへ「アルバイトの労
働条件を確かめよう！」キャンペーン

期７月31 日（水）まで
●福岡労働局の相談対応＝▶キャンペーン期
間中に県内13 カ所の総合労働相談コーナーに
「若者相談コーナー」を設置▶大学などへの出
張相談・講座
●労働条件相談ほっとライン＝ 0120（811）
610 ＊月〜金曜日の 17:00 〜 22:00、土・日曜
日・祝日の 9:00 〜 21:00
＊詳細は同局 HPで確認を
問福岡労働局 ☎092（411）4763

放送大学 10 月入学生募集

●教養学部＝科目履修生、選科履修生、全科履修生
●大学院＝修士科目生、修士選科生
●出願期間＝６月15 日（土）〜８月31 日（土）、
９月１日（日）〜同20 日（金）＊インターネッ
ト出願可。詳細は「放送大学」HPで確認を
問同大学▶福岡 ☎092（585）3033
▶北九州 ☎093（645）3201

消費税の軽減税率制度説明会

　10月からの消費税率引き上げに伴い実施され
る軽減税率制度の説明会を香椎税務署が実施。
期６月12 日（水）①10:30 〜 12:00
②13:30 〜 15:00 所市役所北館１階・103 会
議室問香椎税務署 ☎092（661）1031

 事業主のみなさん 「労働保険料の申告と
納付など年度更新の手続き」 を

期６月３日（月）〜７月10 日（水）
所最寄りの金融機関、労働基準監督署、他
＊申告は電子申請や郵送も可。詳細は厚生労働
省 HPで確認を問福岡労働局労働保険徴収課
 ☎092（434）9833

特産品開発経費の一部を助成します

対次の全てを満たしていること▶宗像市か福
津市産の農産物が主材料▶新規で開発する商品
であること（既存商品の改良可）▶他の助成事業
の交付を受けていない・受ける予定がない＊経
費の助成金を交付（上限20 万円）
〆６月20 日（木）＊詳細は、むなかた地域農業
活性化機構 HPで確認を問同機構 ☎（36）7883

令和元年度福岡県介護支援専門員
実務研修受講試験申込書配布中

期７月２日（火）まで配布
所介護保険課（北館１階16 番窓口）
〆７月２日（火）＊消印有効。詳細は、市 HPか（公
社）福岡県介護支援専門員協会 HPで確認を
問同協会☎092（431）4590

富士登山や野外活動で全国の仲間と
共に学ぶ 「青少年国際交流キャンプ」

期７月30 日（火）〜８月３日（土）所静岡県立
朝露野外活動センター対小学３〜６年生
定日本人80 人、外国人20 人〆７月５日（金）
＊詳細は（公財）国際青少年研修協会 HPで確認
を申 問同会  ☎03（6417）9721

国内留学フレンドシップ募集

期８月２日（金）〜同４日（日）所海の中道青
少年海の家（福岡市）対小学２年生〜大学生、一
般、教員料２万円（宿泊費、食費、英語学校など）
〆６月30 日（日）
＊詳細は「カナダ友好協会」HPで確認を
申 問同協会事務局☎092（934）3553

宗像市バウンドテニス協会
初心者教室　受講者募集

期７月２日〜９月３日10:00 〜 12:00 毎週火
曜日（全８回）＊７月16 日（火）、８月13 日（火）
は休み
所勤労者体育センター対市民定先着20 人
料 1,000 円＊別途保険加入
〆 ６月20 日（木）申 往復ハガキを〒811-
3406 稲元5-2-1 市民体育館事務局あて
▶往信欄裏＝①バウンドテニス初心者教室受講
希望②住所③氏名④年齢⑤性別⑥電話番号
▶返信欄表＝住所、氏名を明記
問市バウンドテニス協会事務局（下

しもづま

妻）
▶☎（62）0196 ▶ ashimozujp@ybb.ne.jp

【豊かな人権感覚を培おう！】平成30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、人権について考えてみませんか。（10〜 11ページ）問人権対策課 ☎（36）1270

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

Munakata photo gallery


