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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

やさしさを　つかってみよう　みんなでね（永島璃
り か

果・日の里東小６年）
なぐさめて　心の中が　ポッカポカ（野瀬光

こうりゅう

隆・赤間小5年）
弱い子を　助ける君は　救世主（保坂蓮

れ ん た

太・地島小５年）
言葉はね　人の気持ちを　変えられる（迫木穂

ほ の か

乃果・吉武小５年）

料無料＊事前申込不要
●内容▶砂アート▶砂浜でのアクティビティ
▶ビーサン飛ばし選手権など
＊主催＝ B&G 財団
問文化スポーツ課 ☎（36）1540

夏の始まりはグローバルアリーナで
「七夕キャンドル＆ダンスフェスタ」
　子どもから大人まで楽しめる毎年人気の同
イベント。全戸配布しているチラシにはお得な
クーポンも掲載しています。
期６月29 日（土）16:00 〜 21:00
＊キャンドル点灯＝17:30 〜
●内容▶短冊コーナー▶縁日出店▶ダンスフェ
スタ（ヒップホップ、バトントワリングなど）
問グローバルアリーナ ☎（33）8400

生ごみ堆肥化講座
【基礎講座】期 所 申
①７月４日（木）14:00 〜 15:30 玄海コミセ
ン ☎（62）1642
②７月11 日（木）10:00 〜 11:30 岬コミセン
☎（62）2656 ＊ダンボールコンポストセット
をプレゼント（年間１世帯１セット限り）
【ダンボールコンポストの

つどい（堆肥化の相談受付）】
期 所 7 月10 日（水）10:00 〜 11:30 河東コミ
セン＊事前申込不要
【夏休み親子講座】期 ７月25 日（木）10:00
〜 11:30 所 メイトム宗像 対 小学生（親子） 
＊少量のごみの持参を〆 7 月22 日（月）
託環境課へ 7 月18 日（木）までに申込を
申 問環境課 ☎（36）1421

市民水泳大会参加者募集
期８月５日（月）10:00 〜 13:00
所宗像ユリックス・アクアドーム対市民（年齢
別の種目あり）●種目＝自由形、平泳ぎ、バタフ

ライ、背泳、個人メドレー、リレー 料 一般700
円＊高校生以下500 円〆７月19 日（金）申 上
記情報ステーション応募事項と参加種目、年
齢、ベスト記録を明記して▶Ｆ（36）0270 ▶窓
口（西館２階）問文化スポーツ課 ☎（36）1540

砂浜で海に親しもう
「砂 A

ア ソ ビ ー チ

SOBeach in 宗像」
　「水着にならな
くても海で遊べ
る」をコンセプト
に、昨年は全国６
カ所で開催された
同イベント。親子
で楽しく海に親し
むことができるイ
ベントに参加して
みませんか。
期７月28 日（日）
10:00 〜 16:00（予定）
所神湊海水浴場（北斗の水くみ海浜公園近く）

生涯現役！ 60 歳からのしごと探し
 「セカンドキャリア応援セミナー」開催

期７月12 日（金）13:00 〜 15:30
＊個別相談あり所市役所北館２階・202 会議室
対 60 歳以上の人定 20 人＊事前申込必要
＊個別相談は３人まで料無料
申 問県70 歳現役応援センター ☎092（432）
2540 ＊申込はＦ 092（432）2513、HP http://
70-f.net/ も可

宗像の文化・自然に関わる体験活動を！
 「宗像少年の翼」団員募集

期▶事前研修＝７月14 日（日） 〜同15 日（月・
祝）▶本研修＝８月10 日（土） 〜同13 日（火）
所宗像周辺対宗像・福津市在住の小学４年生か
ら中学３年生で、全ての研修に参加できる人
定 30 人料 2 万4,000 円〆６月20 日（木）
申学校で配布される申込用紙に必要事項を記
入し、事務局へ郵送
問同団体事務局（小原） ☎090（7985）7062

赤ちゃんのためのじいじ・ばあば講座
「赤ちゃんの沐

もくよく

浴や育児について」
期 ６月30 日（日）9:30 〜 11:30 所 メイトム
宗像対近々おじいちゃん・おばあちゃんになる人
定先着20 人料無料申 問（一社）福岡県助産師
会宗像地区（益永） ☎090（2589）0514

高次脳機能障がいについての相談会

期７月10 日（水）13:00 〜 16:00
＊事前申込必要所クローバープラザ（春日市）
申 問福岡県障がい者リハビリテーションセン
ター ☎092（944）1041

宗寿園７月のイベント情報

期 ▶舞踊＝６日（土）、９日（火）、10 日（水）、
18 日（木）、19 日（金）▶演奏＝24 日（水）
▶体操＝３日（水）、10 日（水）、17 日（水）、
24 日（水）、31 日（水）▶囲碁＝12 日（金）
問同園 ☎（33）2761

シルバー会員大募集
楽しく生き生きと就業しませんか

【宗像シルバー人材センター７月の入会説明会】
期 所▶３日（水）・17 日（水） ／東郷コミセン
▶４日（木）・18 日（木）／河東コミセン
▶10 日（水）・24 日（水） ／同センター＊いずれ
も 13:30 〜 対 60 歳以上の市民＊詳細は同セ
ンター HPで確認を問同センター ☎（33）1151

ヨット、カヤック体験会参加者募集！

期７月１日（月） 〜 10 月31 日（木）＊土・日曜
日、祝日、夏休み期間中でインストラクターなど
の配置ができる日所勝浦浜海洋スポーツセン
ター（福津市）対宗像市・福津市在住で６人以
内のグループ＊代表者は 20 歳以上の人に限る
料 600 円（傷害保険は各自で加入を）
●持参品＝水着、上着、帽子（あごひものあるも
の）、濡れてもよい運動靴、着替え、タオル、水筒
〆希望日の２週間前申代表者と参加者の①住
所②氏名③年齢④電話番号⑤希望の日程を明記
して katsuura-kaiyo@lily.ocn.ne.jp（勝浦浜
海洋スポーツセンターあて）
問文化スポーツ課 ☎（36）1540

ひとり親家庭のための介護事務講習会

期 ７ 月31 日 〜 10 月16 日18:30 〜 21:00 
＊全12 回（いずれも水曜日）所宗像市役所
定 12 人（書類選考）＊中止の場合あり 料無料
＊テキスト代5,000 円は自己負担託無料（１歳
〜未就学児）＊事前申込必要〆７月18 日（木）
必着 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）▶Ｆ 0948（21）0391
＊申込書は、市子ども家庭課で入手か同ブラン
チ HPからダウンロード可
問同ブランチ ☎0948（21）0390

再就職専門のアドバイザーがサポート
 「40 歳からの無料個別就職相談」

所県内18 カ所＊詳細は問い合わせを
対 40 歳〜 64 歳の求職者 申 問福岡県中高年
就職支援センター ☎092（433）7780

県民体育大会 （水泳競技） 出場者募集

期８月18 日（日）所筑豊緑地プール（飯塚市）
対県民 （年齢別の種目あり）＊自由形、平泳ぎ、
背泳ぎ、バタフライ〆６月30 日（日）
申 問 ①住所②氏名③電話番号④生年月日
（学年）⑤参加種目・ベスト記録を明記して 
（一社）宗像市スポーツ協会へ▶Ｆ（32）1231
▶ ☎（32）1230

県営住宅入居者募集

期６月26 日（水）〜７月４日（木）＊募集団地
と戸数など詳細は、６月26 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

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

イベント

募  集

会場を約3,000本の

ドローンで砂アートを撮影
（他県での様子）

キャンドルが彩ります


