
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

県小児救急医療電話相談 休日小児科・内科 休日歯科

令和元年6月15日号 むなかたタウンプレス ❽

緊急連絡先
＊私有地内工事有料

24時間
受付

宗像管工事協同組合 ☎（37）0435 

そうだん
休みなど、詳細は
各問い合わせ先で
確認を。

 （ＱＲコード）

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

７月の休日外科当番医 （9:00〜17:00）

広報紙への意見・要望を
右記に寄せてください

発行：宗像市　〒811-3492　福岡県宗像市東郷1-1-1
編集：秘書政策課広報報道担当　☎0940（36）1055　FAX0940（37）1242
　　：特定非営利活動法人グロウ
印刷：株式会社 西日本新聞印刷

市では、収集した個人情報を、収集の目的以外で利用することはありません。
広報紙は、古紙が配合された紙を使用しています。

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）
６月21 日（金）、６月25 日（火）
７月10 日（水）、７月19 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。

＊申込・詳細は、世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連 
遺産群 HP（右記 QR コード）で確認を

＊同イベントでは、セミナー（事前申込必要）、大島周遊船
やバスツアーや海の道むなかた館体験など盛りだくさ
ん。イベント内容は市広報紙７月１日号で掲載

問県世界遺産室 ☎092（643）3162

　ジャパンラグビートップ
リ ー グ カ ッ プ 2019 が 6 月
22 日（土）から開幕します。
同カップはこれまでのリーグ
戦とは別にトップリーグチー
ムと地域リーグが合同で行う
大会で、24 チームが４グルー
プに分かれて試合を行いま
す。県内でも３試合が行われ
ます。ラグビーワールドカッ
プが日本で開催される今年、
スタジアムにラグビーを見に行きましょう！

  7日（日）

14日（日）

15日（月・祝）

21日（日）

28日（日）

☎（36）5511

☎（42）0089

☎（43）5055

☎（37）8013

☎（62）5233

日の里クリニック（日の里）

上妻整形外科医院（福津市）

松野脳神経 クリニック （福津市）

高橋整形外科医院（日の里）

ひさだ脳神経外科（赤間西）

期日程詳細は下表参照
申①住所②氏名③電話番号④ファンクラブ会員
の有無を明記して文化スポーツ課あて

期 7 月13 日（土）17:00 キックオフ
所グローバルアリーナ
＊対戦相手＝九州電力キューデンヴォルテクス
〆７月３日（水）
申 ①住所②氏名③電話番号④チケットの希望枚数 

（大人・子ども）を明記して文化スポーツ課あて
＊当日は混雑します。赤間駅南口発の無料シャトルバスの利用を

昨シーズンの入れ替え戦で相手を
抜き去る屋

や ぎ
宜ベンジャミンレイ選手

申 問文化スポーツ課（市役所西館２階）▶ ☎（36）1540 ▶Ｆ（36）0270

【バスツアー試合日程】
日程 対戦チーム 場所など 申込締切日

６月 29 日 
（土）
14:00

キックオフ

NTT
コミュニ

ケーションズ
シャイニング

アークス

ミクニワールド
スタジアム北九州

＊無料バス
　＝グローバルアリーナ 11:30 発

６月 25 日 
（火）

７月 20 日
（土）
19:00

キックオフ

ヤマハ発動機
ジュビロ

レベルファイブスタジアム
＊無料バス

＝宗像市役所 16:30 発
７月 16 日 

（火）

　世界遺産構成資産の魅力をたっぷり味わえる同イベントの中で「沖
ノ島遠望船」 を実施。この機会に普段行くことのできない沖ノ島を体
感してください。

市公式フェイスブックでは、
さまざまな記事を紹介して
います。
ぜひチェックしてください。

「いいね！してね★」

ＱＲコード→

【2019 年５月27 日投稿】
　昨年好評だった世界遺産登録記念ポ
テトチップスがバージョンアップ！今
年は「海への感謝」をテーマに「宗像産あ
なご」が加わったぜいたくな逸品です。
ぜひ食べてみてください。
●販売スケジュール▶５月27 日コンビ
ニエンスストア先行発売▶6 月3 日全国一斉販売
＊売上1 袋につき 1 円が、宗像の海の環境保全活動に寄付されます

問秘書政策課広報報道担当 ☎（36）1055

海をイメージした青いパッケージが目印です♪

市フェイスブック情報
湖池屋×宗像市 コラボ第２弾発売！

「JAPAN PRIDE POTATO 焼のり醤油」

♦︎市民向け特別チケットを用意しています！♦︎

♦︎無料バスツアーで声援を届けに行こう！♦︎

宗像サニックスブルースを応援しよう！
ジャパンラグビートップリーグカップ2019開幕

７月15日（月・祝）「海の日」は世界遺産イベント
沖ノ島遠望船に乗って世界遺産の海を体感！

カイトくん

コース 大島漁港出発 → 沖ノ島から約２km の海域（小屋島付近）
＊上陸はしません

集合時間
（各回の所要時間
は３時間半程度）

① 6:45 ② 10:00 ③ 14:30
＊各回出航前に 45 分間の講習あり

対象者
中学生以上 80 歳未満＊ 2 〜 4 人一組で申し込む

前日、大島での
宿泊者限定 - 当日、希望者へ大島

での宿泊先を案内

備考 宿泊費・弁当代 （昼食） は別途負担
＊１泊２食 （朝・夕） 付き 8,000 円〜１万円程度

定抽選で 300 人程度＊事前申込必要
●申込期間＝6 月15 日（土） 〜同30 日（日）

＊ 詳 細 は サ ニ ッ ク
スブルース HP（上記
QR コード）で確認を


