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マレーシア人留学生の
長期ホストファミリー募集

期５月～６月＊期間中２週間のみの受入も可
（謝金1,500 円／１泊）対英語かマレー語で簡
単な日常会話が可能＊中・高校生がいる家庭優
先〆３月15 日（金）申 問東海大学付属福岡高
校（早見）☎（32）3311

日赤看護大学　図書館休館のお知らせ

期特別整理期間／３月８日（金）～同14 日（木）
問同大学図書館 ☎（35）7002

県ひとり親サポートセンター
「無料相談券」を配布中

　電話相談の結果、さらなる助言が必要と判断
された人へ、弁護士に相談できる１時間無料相
談券を配布しています。まずは来所か電話で相
談を（離婚前相談も受付中）。
【県ひとり親サポートセンター】▶月～金曜日
9:00 ～ 17:00 ▶土曜日、第１・３日曜日9:00
～ 14:00 問  ・相談＝☎092（584）3931
【県ひとり親サポートセンター飯塚ブランチ】
月～金曜日9:00 ～ 17:00
問・相談 ＝☎0948（21）0390

平成 30 年度 腎臓疾患患者福祉給付金
（後期 10 ～３月分）の申請

対県内在住の身体障害者手帳の交付を受けて
いる人で、夜間の人工透析（17:00 以降開始）を
月５回以上受けている人＊要件、交通手段で区
分あり●給付金／月額2,000 円 〆 ３月29 日
（金）申①申請書②世帯全員の住民票の写し（続
柄記載）③源泉徴収票など、受給資格者と扶養義
務者の前年の所得を証明するもの④通院証明
書を、福祉課障害者福祉係窓口へ提出＊郵送可
（〒811-3492 住所不要／同課あて）＊申請書・
通院証明書は同課に様式あり。問福祉課障害
者福祉係 ☎（36）3135 Ｆ（36）5856

食廃油を再利用「リサイクル石けんミニ講座」

期３月14 日（木）10:00 ～ 12:00 所エコロ館
（市役所西門そば）定先着15 人＊応募が３人未
満の場合は中止料無料託無料（５カ月～未就園
児）＊託児は３月７日（木）16:00 までに事前申
込必要●汚れてもよい長袖の服装、エプロン、空
の牛乳パック（１ℓ）２個を持参申 問むなかた
「水と緑の会」事務局（環境課内） ☎（36）1421

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

【豊かな人権感覚を培おう！】平成29 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、人権を考えてみませんか。（14 〜 15 ページ）問 人権対策課 ☎（36）1270

春休み「犬の育て方セミナー」
災害対策、飼い主の基本知識

期３月26 日（火）13:30 ～ 16:00 所県宗像総
合庁舎 定 先着20 人 料 無料 〆 3 月15 日（金）
申 問県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 ☎（47）
0344 ＊申込は、①住所②氏名③年齢④電話番
号を明記してＦ（47）0031 も可

認知症の人・地域住民の居場所 
「オレンジカフェ」

【オレンジカフェ in 玄海】
期３月13 日（水）10:00 ～ 12:00 所ハイマー
ト杏（田野）＊ボランティア団体「花いちもん
め」が実施料 200 円
【オレンジカフェ in 宗像高校】
期３月20 日（水）14:00 ～ 16:00 所宗像高校
＊同校在校生が実施料 100 円
【オレンジカフェ in 丘の上の街】
期 3 月28 日（木）10:00 ～ 12:00  所丘の上の
街（田久）＊健康講話やギター演奏会料 200 円
【共通事項】専門職への相談コーナーあり。上履
き持参問宗像市社会福祉協議会 ☎（37）1300

宗像市商工会主催　無料セミナー

【従業員の雇用関係に使える！助成金活用セミ
ナー】期 ３月13 日（水）19:00 ～ 21:00 定 先
着30 人〆３月11 日（月）
【実践！筆ペンで手描き P

ポ ッ プ
OP セミナー基本編

（お店・商品の魅力を的確に伝える P
ポ ッ プ
OP の作成

方法）】期３月22 日（金）14:30 ～ 16:30 定先
着20 人〆３月18 日（月）
【10 月から制度スタート！消費税軽減税率制
度対策セミナー】期 ３月22 日（金）19:00 ～
21:00 定先着50 人〆３月18 日（月）
【共通事項】所メイトム宗像＊詳細は、同会 HPで
確認を申 問同会 ☎（36）2268、同会 HP

「セカンドライフに向けた終活デビュー」
❶弁護士無料セミナー❷各種専門家無料相談会

期３月21 日（木・祝）❶10:00 ～ 11:00（9:30
受付）❷11:00 ～ 13:00 ＊いずれも事前申込
必要所東郷コミセン定先着30 人＊市後援
申 問（株）フクモト工業 ☎（39）3805

親子で参加 多言語ワークショップ＆講座

期▶３月13 日（水）10:30 ～ 12:30 ／ 18:00
～ 20:00 ▶同15 日（金）10:30 ～ 12:30 所河
東コミセン 定５組 料無料 託 300 円＊申込必
要〆３月11 日（月）＊市・市教育委員会後援
申 問ヒッポファミリークラブ西日本  0120
（557）761 ＊月～金曜日10:00 ～ 16:00

県宗像児童相談所　非常勤職員募集

【保護業務支援員（一時保護児童の生活支援）】
月10 日程度。17:15 ～翌8:30 ＊休憩・仮眠あり
【施設庁務支援員（調理・清掃、他）】月15 日程度
＊１日４時間
【代替臨時職員（調理・清掃）】週２日程度、年末
年始含む土・日曜日、祝日勤務、他。9:45 ～
18:30、他
【共通事項】任用期間／５月～ 2020 年３月
申 問同相談所 ☎（37）3255

不妊治療費の一部を助成します

対平成30 年４月１日以降に治療が終了・中断
し、助成申請に該当する人＊対象治療、所得制限
あり〆３月29 日（金）問県宗像・遠賀保健福祉
環境事務所健康増進係 ☎（37）4070

テニス初心者教室受講者募集

期４月２日（火） ～６月28 日（金）の火・金曜日
10:00 ～ 12:00 ＊祝日休み所中央公園（稲元）
対 市民か市に通勤する人、市テニス協会加盟
のクラブ員で初級レベルの人 定先着50 人 料
7,250 円（保険代含む）＊スポット参加可＊市
教育委員会後援 〆３月12 日（火）申往復ハガ
キに①住所②氏名③年齢④電話番号を明記し
て、〒811-3406 稲元5-2-1 宗像市体育協会事
務局あて問同協会（榎本） ☎090（8350）0768

混合ダブルステニス大会参加者募集

期４月７日（日）9:00 ～ （受付8:30）＊雨天時
は同14 日（日）に延期。当日現地で確認を
所宗像ユリックス 対市民か市に通勤・通学す
る人、協会加盟のクラブ員料ペア▶会員、高校
生以下＝2,000 円▶一般＝4,000 円＊各自で
保険に加入を＊市教育委員会後援 〆 ３月28
日（木）申①住所②氏名③年齢④電話番号を明
記して▶ハガキ＝〒811-4165 広陵台1-2-
37 テニス協会事務局倉本一夫あて▶ Ｆ（35）
0560 ＊クラブ員はクラブ代表者へ申込を
問同協会（倉本） ☎090（4990）9928

「宗像五行歌会」参加者募集

期 ３月16 日（土）奇数月の第３土曜日13:00 
～ 16:00 所広陵台２丁目集会所料 500 円
＊見学無料問同会（杉本）☎（35）0883

宗像少年少女劇団　ミュージカル

期３月31 日（日）13:00（開場）～ 16:30 ＊「龍
神の剣ムナカタより愛を込めて」、他所宗像ユ
リックス料 500 円（当日券あり）＊市教育委員
会後援申 問同劇団（小島） ☎090（3321）0448


