
令和元年8月1日号 むなかたタウンプレス ❻期＝日時、開催日、期間  所＝場所  対＝対象  定＝定員  料＝料金、費用  託＝託児  〆＝申込締切日
申＝申込先  問＝問い合わせ先  ☎＝電話  Ｆ＝ファックス  ＝メール  HP＝ホームページ  FB ＝フェイスブック

＊名もなき家事とは、「掃除」「洗濯」「料理」など
の代表的な家事に含まれにくい作業のことです
【コンピュータサービス技能評価試験

エクセル 2 級検定講座】
　あなたのスキルアップを応援します。
期 10 月10 日（木）〜 11 月28 日（木）毎週月・
木曜日（全13 回）9:00 〜 12:00 所 メイトム
宗像・102 会議室●講師＝（資）アーニストカン
パニーパソコン講師●使用ソフト＝エクセル
2010 ●検定日＝12 月２日（月）対エクセル 3
級程度の操作ができる市民定抽選で 10 人
料▶︎受講料11,960 円▶︎検定料6,710 円▶︎教
材費2,090 円〆９月23 日（月・祝）
＊開講日に就業支援プチ講座あり（12:30 終
了）＊締切後のキャンセルは、教材費を頂きます
＊自己都合での途中退会は、受講料、検定料、教
材費の返金はできません
【共通事項】

託無料（５カ月〜未就学児。事前申込必要）
申 問男女共同参画推進センター「ゆい」☎（36）
0250 ＊申込は上記情報ステーション応募事項
を明記して、ハガキ（〒811-3437 久原180）、
Ｆ（36）0269、電子申請（市 HP）も可

子どもフェスタくらて 2019
　鞍手町子ども会連絡協議会では「子どもフェ
スタくらて 2019」を開催。今年も地域の子ども
たちがユニークなイベントを企画しています。
期８月25 日（日）9:00 〜 14:30
所鞍手町中央公民館
●内容／カレー・焼きそば・
かき氷の販売、おばけ屋敷、
ビンゴ大会など問鞍手町教育課生涯学習係（鞍
手町中央公民館内） ☎0949（42）7200
＊直方・鞍手・宗像連携地域情報

第 52 回大島納涼花火大会
期８月15 日（木）
▶︎花火大会＝20:00 〜
▶︎盆踊り＝20:30 〜
▶︎各種出店＝
　　17:00 〜 21:00
●渡船
▶︎行き（神湊港発）15:30、17:10、19:00
▶︎帰り（神湊港行き／貸切便）20:40 から随時
＊帰り（貸切便）のチケットは、神湊港、大島港
ターミナルで 16:00 ごろから販売（１便ごとに
人数制限あり。先着順）問大島コミセン ☎（72）
2321 ＊当日のみ ☎080（5247）9874（佐藤）

市民活動交流館（メイトム宗像）
令和２年度 年間利用申請受付開始

●受付開始日時／▶︎多目的ホール、多目的ホー
ルと合わせて利用する貸館施設＝９月１日
（日）8:30 〜▶︎貸館施設（結工房、スモールオ
フィスを除く）＝12 月１日（日）8:30 〜
●申請できる団体／１カ月に１回以上（平成31
年４月〜令和２年３月で 10 回以上）の利用計
画が明らかな「宗像市市民活動団体の登録に関
する要綱」に基づく登録を受けた市民活動団体
＊宗像市市民活動団体の登録は、市民活動・
NPO センター（メイトム宗像内）で受付
●決定方法／先着順＊受付初日のみ、8:30 時
点の到着者全員でのくじ引きで申請順決定
●申請方法／所定の申請書をメイトム宗像窓口
（１階受付）へ提出する＊申請書は同窓口かメ
イトム宗像 HP、市 HPから入手可
●年間利用ではない一般の利用申請／利用希望
日の３カ月前から受付。「多目的ホール」と「多目
的ホールを併せて利用する貸館施設」は、６カ月
前から受け付けます＊詳細は、メイトム宗像 HP
で確認を問コミュニティ協働推進課政策係（メ
イトム宗像） ☎（36）0311

アンちゃんの特別講座
お互いを理解せないかんバイっ！

　和製英語などの研究で活躍している市内在住
の「アンちゃん」ことアン・クレシーニさんを講
師に迎え、異なる文化や習慣を理解し合うこと
の大切さについて学びます。
期９月１日（日）
14:00 〜 15:30
所河東コミセン・多目的ホール
定先着100 人料無料
〆８月23 日（金）17:00
申▶︎市 HP→電子申請
▶︎宗像地域国際交流連絡協議会事務局（子ども
育成課内）☎（36）1214 ▶︎Ｆ（37）3046
問同事務局（子ども育成課内）☎（上記）

地域政策の担い手を育成
キックオフイベント参加者募集

　地域課題を解決する担い手育成のため、講演
会とパネルディスカッションを開催します。
期８月20 日（火）18:00 〜 20:00
所リーパスプラザこが（古賀市）
●講演＝石丸修平さん（FBC 事務局長）
●登壇者＝谷口竜平さん（「バー洋子」オーナ 
ー）、原﨑智仁市長（福津市）、他
対 新宮町、古賀市、福津市、宗像市に在住か通
勤・通学している 18 歳以上の人定 200 人
料無料〆８月16 日（金）
申 上記情報ステーショ
ン応募事項と参加人数
を明記し machizukuri@city.fukutsu.lg.jp（福
津市まちづくり推進室あて）
問詳細・受付終了のお知らせなど＝
▶︎同推進室 ☎ (43)8121 ▶︎福津市 HPで確認可

子ども支援ボランティア養成講座
　子育てサロンやプレーパークなどで子育て支
援に関わる人材を育成する講座です。受講後、
ボランティアとして多数の人が活躍していま
す。地域での実践活動に参加してみませんか。
また「フォローアップ講座」も開催。修了生のみ
なさんもぜひ参加してください。
期９月３日〜 10 月８日の毎週火曜日（現地研
修含め全７回）10:30 〜 12:30 所メイトム宗
像（別途、現地研修有）●内容／人間関係の作り
方・子どもとの接し方に関すること、他対市民
定先着20 人料無料託無料（事前申込必要。５
カ月〜未就学児）●申込期間／８月１日（木）〜
同20 日（火）申 問 子ども育成課 ☎（36）1214
＊申込は上記情報ステーション応募事項を明記
してＦ（37）3046 も可

赤間宿まつり花嫁道中の
花嫁 ・ 花婿 募集

　毎年多くの人でにぎわう赤間宿まつりで、沿
道の観光客のみなさんから祝福を受けて思い出
に残る結婚式をしませんか。
期令和２年２月23 日（日・祝）
所赤間宿まつり会場（花嫁道中）、須賀神社（神
前結婚式）＊披露宴は含まれません
●応募用件／未婚か、平成27 年４月以降に結
婚し、まだ挙式をしていない夫婦で、市広報紙・
コミュニティ広報紙などへ写真・記事の掲載を
了解する人＊事前打ち合わせ３回程度あり
定１組＊応募多数の場合は選考 料８万円（挙
式・衣装・着付代含む）〆 11 月30 日（土）
申申込用紙▶︎郵送＝〒811-4146 赤間４-1-8
街道の駅 赤馬館あて▶︎同館窓口へ提出
＊申込用紙と募集要項は同館で配布。他薦も
可。結果は 12 月中旬に申込者へ連絡
問街道の駅 赤馬館 ☎（35）4128

市スポーツサポートセンター
【体力測定会】
体組成測定、棒反応など 5 種目
期８月21 日（水）▶︎11:00 〜▶︎14:00 〜
定各先着10 人料無料
【月例スポーツ教室】
「楽しく！足踏み教室〜コツコツ、骨貯筋〜」
リズムに合わせた簡単な全身運動
期８月28 日（水）13:30 〜 14:30
定先着30 人料 500 円
【共通事項】

所市民体育館・多目的室ＡＢ対市民優先
申 問同センター （宗像市民体育館内） ☎（72）
1112 ＊申込は、上記情報ステーション応募事
項を明記して、Ｆ（32）3772 も可

男女共同参画推進センター 「ゆい」
【私らしく生きるために

〜「名もなき家事」について考える〜】
期９月11 日（水）10:00 〜 12:00 所メイトム
宗像・結工房●講師＝武藤桐子さん（NPO 法人
福岡ジェンダー研究所・研究員）対市民定抽選
で 20 人料無料〆９月１日（日）
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