
平成31年3月15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

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

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

対食と健康に興味がある人定 50 人
料 2,000 円程度（テキスト代）
〆３月29 日（金）申上記応募事項を明記して
▶郵送（〒811-3492 ／住所不要／健康課あ
て）▶Ｆ（37）3046
問健康課 ☎（36）1187

「歩こう会」 東郷地区／桜めぐりコース
示
じ げ ん

現神社〜宗像ユリックス （3.5km）
期 ４月２日（火）9:30 受付（東郷コミセン）、
9:45 出発、11:30 終了・現地解散（宗像ユリッ
クス）＊雨天中止。
当日実施の有無は
8:30 以降に問い合
わせを＊水筒・タオ
ル・帽子持参、歩き
やすい靴・服装で参
加を
問東郷地区コミュニティ ☎（36）7711

「宗像の食と魅力堪能フェア」開催　
　むなかた牛や鮮魚、野菜など宗像の食材満載
のランチビュッフェとディナーのフェアです。
期３月16日（土）〜４月30日（火・国民の休日）
所ホテルレオパレス博多（福岡市博多区）
＊詳細は同ホテル HPで確認を
問商工観光課 ☎（36）0037

委員募集
●宗像市男女共同参画推進センター運営委員会
委員（同センターの運営に関する審議）
〆４月10 日（水）＊詳細は市 HP→「くらし・手
続き」→「くらし・環境」→「人権・男女共同参画」
で確認を問男女共同参画推進課 ☎（36）0048
●宗像市市民文化・芸術活動審議会委員
　広報紙３月１日号５ページの掲載に誤りがあ
りました。締め切り日を３月22 日（金）に訂正
します。問文化スポーツ課 ☎（36）1540

昔遊びなどで歴史文化に親しもう
「村っ子づくりいせきんぐ」

期 4 月以降の
毎週火、木曜日
の 15:30 〜
17:00
＊祝日、春・夏・
冬休みを除く
所 いせきんぐ
宗像寄合い処
（田熊）
●内容＝石畑遺跡村づくりの会や学生ボラン
ティアによる見守り、宿題指導、体験学習など
対市内小学生＊事前申込必要料無料
＊詳細＝いせきんぐ宗像 HPで確認を
申 問いせきんぐ宗像 ☎（37）0182

資源集団回収を始めませんか
　市では、ごみの資源化・減量化を推進するた
め、資源集団回収を実施。回収量に応じて支給さ
れた奨励金は各実施団体の活動費用として活用
されています。●奨励金の対象となる資源物＝ 
①古紙類（新聞、雑誌、ダンボール）②古布③びん
対子ども会、自治会、老人会、PTA などの団体
申団体登録申請書に、各実施団体の収集場所と
日時を明記し環境課に提出
問環境課 ☎（36）1421

食と健康について学びませんか
「市食生活改善推進教室受講生募集」
　市内で食に関する活動を行う宗像市食生活改
善推進会（会員約200 人）。受講後、修了者は食
生活推進員として地域で活動できます。

日程 （いずれも木曜日） 内容

① 5月 23日 10:00 〜 12:00 開講式など

② 5月 30日  9:00 〜 14:00 調理実習など

③ 6月 27日 10:00 〜 14:00 食育など

④ 7月   4 日 10:00 〜 14:00 年代別食育など

⑤ 7月 25日 10:00 〜 12:00 理論・実技など

⑥ 9月   5 日 10:00 〜 12:00 食品衛生など

⑦ 9月 26日   9:00 〜 15:00 実習、閉講式など

所メイトム宗像 ＊⑥＝りんご館（アスティ内）

イベント

募  集

ふれあいの森 「春の犬のマナー教室」
期 3 月23 日（土）14:00 〜 15:00 ＊雨天中止
所ふれあいの森総合公園・スケートボード場横
芝生広場料無料申同公園 HPから申し込む
問宗像緑地建設株式会社 ☎（72）4110

市長杯ダブルステニス大会参加者募集
期 ４月21 日（日）9:00 〜＊雨天時は同28 日
（日）に延期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
【種目】一般・シニア・初心者（男子・女子）料ペア
▶一般4,000 円▶会員、高校生以下2,000 円
〆４月11 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に申
込む＊市教育委員会後援
問同協会（倉本）☎090（4990）9928

陶芸初心者募集
基礎 （成形など） から１年間指導します
期第２、４火曜日10:00 〜 12:00 ＊４月９日
（火）開講 所宗像市陶芸施設（勤労者体育セン
ター横）定 ５人程度 料 2,000 円／月額（別途 
焼成代必要）〆４月８日（月）
申 問宗像陶芸サークル  ☎（33）5336

宗像の豊かな自然を後世に残すための
竹林・枯木除去などのボランティア募集
所市内各所対 50 〜 75 歳（男女問わず）
定 5 〜 10 人〆３月31 日（日）
申 問森林再生の会（安松） ☎090（7984）9188

宗寿園4月のイベント情報
期 ▶舞踊・カラオケ＝５日（金）▶舞踊＝６日
（土）、 10 日（水）、 18 日（木）、 19 日（金）
▶演奏＝24 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

【シルバー人材センター４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 〜対おおむね 60 歳以上の
市民＊詳細は宗像市シルバー人材センター HP
問同センター ☎（33）1151

クラシックカーラリーイベント「Tour 
de MUNAKATA」 ボランティア募集

期 イベント開催日＝５月25 日（土）、同26 日
（日）所宗像大社など〆４月15 日（月）
申 問同イベント事務局 ☎（36）5859

宗像ウインドアンサンブル
第８回定期演奏会

期４月14 日（日）14:00 〜 （13:30 開場）
所宗像ユリックス料無料＊入場整理券など詳
細は宗像ウインドアンサンブル HPで確認可
申 問同団体（方

ほう し
志）☎090（1927）7317

優良運転者表彰申請
対運転免許証の住所が宗像警察署管内の人
〆受付期間＝①４月１日（月） 〜同26 日（金）
▶全日本交通安全協会長表彰（緑十字銅章）
▶九州管区警察局長・九州交通安全協会長連名
表彰
②４月22 日（月） 〜５月17 日（金）
▶宗像警察署・宗像交通安全協会長連名表彰
▶県警察本部長・県安全協会長連名表彰
③５月13 日（月） 〜６月７日（金）
▶全日本交通安全協会長表彰（緑十字銀章、 
同金章）申 問▶宗像警察署 ☎（36）0110
▶宗像交通安全協会 ☎（36）0610

地域交流９人制バレーボール大会
参加者募集

期４月29 日（月・祝）９:00 〜 18:00 所市民体
育館、他対①同じ自治公民館区域在住の中学生
以上のチーム②前述（①）で編成不可の場合、コ
ミュニティ地区内の合同チーム可
＊高校・大学生のバレー部員不可料無料
〆４月２日（火）申申込書（市民体育館で入手
可）を郵送（〒811-3406 ／稲元5-2-1 ／宗像
市体育協会事務局あて）問宗像市バレーボール
協会（許斐） ☎（36）1647

宗像パソコン同好会見学会
期 ３月26 日（火）、同28 日（木）、同30 日（土）
13:00 〜 16:00 所 同 会（ 土 穴1-2-21-201） 
料無料＊初心者歓迎。体験入会可
申 問同会 ☎（35）4923
＊火・木・土曜日の 13:00 〜 16:00

守ろうよ　自分の命は　世界の宝（清水こはる・玄海小３年）
うれしいな　ニコニコえがお　ありがとう（次郎丸 佑

ゆ う

・南郷小１年）
いっしょにしよう　ありがとう　うれしいことば（佐藤来

ら い と

飛・大島小１年）
どうしたと？　ないてる顔が　ニコニコに（井土歩

あ ゆ む

弥・玄海東小１年）

いせきんぐ宗像寄合い処


