
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）
７月19 日（金）、７月23 日（火）
８月７日（水）、８月16 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。

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7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
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応急処置

広報紙への意見・要望を
右記に寄せてください
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宗像地区
歯科休日急患
センター（田熊）
☎（34）8080
♦日・祝日・盆
（8月13日〜同15日）
　9:00〜16:30

♦平　　日＝19:00〜翌朝7:00 
♦土 曜 日＝12:00〜翌朝7:00
♦日・祝日・盆（8月13日〜同15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

宗像地区急患センター（田熊）
　　　　　　　　☎（36）1199
♦平　日＝19:30〜翌朝6:00 （＊1）
♦土曜日＝18:00〜翌朝9:00
♦日・祝日＝  9:00〜翌朝6:00（＊1）
＊翌日が休日の場合、翌朝9:00まで
♦盆＝ 8月13日（火）19:30〜　同16日（金）6：00《連続診療》（＊1）
（＊1＝受付は5:30まで）

８月の休日外科当番医 （9:00〜17:00）

診療時間

　オリンピック聖火をつなぐランナーの募集が
福岡県でもスタートしています。県内では令和
２年5 月に実施され、宗像市も通過市町村の一つ
に選ばれています。ぜひ応募してください。

●県内実施日程＝令和２年5 月12 日（火）、 同13 日（水）
●応募要件▶平成20 年4 月1 日以前に生まれた人
▶国籍・性別は不問〆８月31 日（土）
申▶専用応募用紙を郵送（応募用紙は市役所、各地区コ
ミセンに設置）▶応募専用 HP（右記 QR コード）から申し
込む＊詳細は、東京2020 オリンピック福岡県聖火ラン
ナー応募専用 HP か、専用応募用紙を参照
問東京2020 聖火リレー福岡県実行委員会ランナー応募窓口

0120（420）203

  4日  （日）
11日（日・祝）
12日（月・振休）
13日（火・盆）
14日（水・盆）
15日（木・盆）
18日  （日）
25日  （日）

☎（42）0020
☎（36）5511
☎（36）3636
☎（34）3355
☎（34）3111
☎（37）8013
☎（32）2600
☎（34）3111

桑原整形外科医院（福津市）
日の里クリニック（日の里）
蜂 須 賀 病 院 （野　坂）
荒牧整形外科医院（福津市）
宗像水光会総合病院（福津市）
高橋整形外科医院（日の里）
渡辺整形外科医院（稲　元）
宗像水光会総合病院（福津市）

　宗像産天然あなごを堪能できる「宗像あなごちゃん
祭り」を市内外約30 店舗の飲食店で開催します。定番
の天ぷら・丼に加え、産地ならではの鮮度を生かした刺
し身など、料理人が趣向を凝らしたあなご料理でみな
さんの来店を待っています。

７月20日（土）から９月30日（月）まで開催
宗像あなごちゃん祭り2019

参加店舗はこの
「のぼり」が

目印です！

＊店舗情報などの詳細は、玄海もん HP
「宗像あなごちゃん祭り 2019」
（右記 QR コード）で確認を
問宗像観光情報コーナー
( 宗像観光おみやげ館内 ) ☎（62）3811

期７月27 日（土）9:00 〜 15:00
所宗像市鐘崎・
　鐘の岬活魚センター周辺
●内容
　あなごの蒲焼き丸ごと一匹を 980 円（税込）で販売！
問同活魚センター ☎（62）1570

特別販売

「あなごの蒲焼き」

期７月28 日（日）10:30 〜 13:30
所道の駅むなかた
●内容
①先着200 人限定！
　あなごの蒲焼き試食会と販売
②あなご天丼（限定20 食）、あなごめんべい、
　あなごの刺し身など販売
問宗像観光情報コーナー

（宗像観光おみやげ館内） ☎（62）3811

館内あなごデー

あなご商品大集合！

道の駅
むなか

た

　宗像産サザエのうま味を存分
に感じられる「サザエ飯」をメ
インに、「宗像産の天然ワカメの
サラダ」「あまちゃんの気まぐれ
汁物」「宗像産天然魚の漬け」を
セットにした暑い夏にぴったり
のメニューは 1 日限定 20 食で
す。お早めにご賞味ください！

【メニュー】

▶サザエ飯セット／ 1,000 円
▶アナゴのかき揚げ丼／ 650 円
＊いずれも税込価格

あ ま 食 堂ちゃん

新メニュー 
「サザエ飯セット」 登場！

期毎週日曜日10:00 〜 14:00
＊第２日曜日を除く
所宗像漁業協同組合
　 鐘崎本所前

玄海もん HP
QRコード

あなごちゃん祭りにあわせてイベント開催！

むなかた応援大使の
アンちゃんも遊びに来ます

活魚セ
ンター

ふっくらあなごを
召し上がれ！

宗像のあなごを
一緒に楽しみま
しょう！

問▶食堂について＝宗像漁業協同組合 ☎（62）1500
▶記事について＝水産振興課 ☎（36）0031

東京2020オリンピック
聖火ランナー募集中！

応募専用 HP
QRコード

７〜８月の営業日 

７月 21 日、28 日、
８月４日、18 日、25 日

（いずれも日曜日）


