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休日小児科・内科 休日歯科

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5:30
♦土 曜 日＝18:00〜翌朝9:00
♦日・祝日＝  9:00〜翌朝5:30
＊ただし、翌日が休日の場合、
翌朝9:00まで

受付時間

県小児救急医療電話相談

♦︎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

平成30年4月15日号 むなかたタウンプレス ❽

♦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
♦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 〜 17:00
☎（36）1156
＊相談受付は原則 16:30 まで
♦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
♦補聴器相談♦
（市役所本館１階・第２相談室）
４月 20日 （金）、24日 （火）、
５月９日 （水）、18日 （金）
＊いずれも 10:00 〜 12:00
☎（36）3135
♦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
▽発達相談室☎(36)9098
♦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
0120（968）487（子ども専用）

♦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
♦ひとり親家庭等就業相談・

養育費電話相談♦
（ひとり親サポートセンター

「飯塚ブランチ」）
▽就業相談＝市役所本館１階・
　第１相談室／第１・３水曜日
　10:00 〜 15:00
▽養育費電話相談＝月〜金曜日
　9:00 〜 16:00
　☎ 0948（21）0390
　Ｆ 0948（21）0391
　＊就業相談のみファクスも可

♦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
♦消費生活センター♦
月〜金曜日 8:30 〜 17:00
☎（33）5454
♦年金相談♦
▽東福岡年金事務所＝
　月〜金曜日 8:30 〜 17:15
　☎ 092（651）7967

♦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
＊受付は 16:00 まで
☎（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（平成 30年度）」
で、その他さまざまな
相談を掲載しています。

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）

ママ・パパレポーターが行く

●販売価格　１枚 1,080 円

●販売場所

▶宗像観光情報コーナー （道の駅むなかた内） 

▶街道の駅 赤馬館　▶宗像ユリックス

▶とくとくチケット参加店舗・施設の一部

▶コンビニエンスストア （商品番号＝ 0239590） 

＊店頭端末の JTB レジャーチケットで購入を

　市公式フェイスブック HP htt 
ps://www.facebook.com/
munakata.city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。

さつき松原再生プロジェクトに
参加しました！

【2017年４月29日投稿】

　現在、池野コミセンのグラウンド

では、約 50匹のこいのぼりが青空

を悠々と泳いでいます。こいのぼり

は地元の人から寄贈されたもので、

毎年子どもたちの健やかな成長を

願って揚げられています。

　ぜひ、お子さんを連れて足を運んで

ください♪

＊こいのぼりは、毎年４〜５月に飾ら

れます。今年の詳細は、池野コミセ

ン ☎（62）2003 に確認してください 

問秘書政策課広報報道担当

☎（36）1055

　宗像ならではの体験やイベントを、と

てもお得な価格で利用できる「宗像とく

とくチケット」が、今年も登場！

　「食べる」「泊まる」「買う」「遊ぶ・体

験」が盛りだくさんの 132 メニューの

中からあなた好みのメニューを選んでく

ださい。この春も「おトク」に宗像を楽

しみましょう。

　宗像の観光スポットや、一押しのイ

ベント情報などを紹介した観光ガイド

ブック「むなタビ」。好評開催中のイ

ベントやグルメを「おトク」に楽しめ

る「宗像とくとくチケット」を紹介し

ます。

問▶宗像観光情報コーナー

　　（道の駅むなかた内） ☎ （62） 3811

　 ▶商工観光課 ☎ （36） 0037

青空を泳ぐこいのぼり「端午の節句」

☎（42）0020
☎（36）4146
☎（34）3111
☎（36）3636
☎（42）0089
☎（43）5055
☎（32）2126

桑原整形外科医院（福津市）
東 郷 外 科 医 院  （田　熊）
宗像水光会総合病院（福津市）
蜂 須 賀 病 院（野　坂）
上妻整形外科医院 （福津市）
松野脳神経クリニック （福津市）
平塚胃腸科外科医院 （自由ヶ丘）

  3日（木・祝）
  4日（金・祝）
  5日（土・祝）
  6日  （日）
13日  （日）
20日  （日）
27日  （日）

５月の休日外科当番医　（9:00〜17:00）

６月３日（日）まで開催！

無料のガイドブック「むなタビ」は、
市役所、各コミセン、道の駅むなか
た、街道の駅 赤馬館などで入手で
きます

　近年、松枯れ被害

が発生し松の本数が

減ってきた「さつき

松原」で、枯れた枝

を松原の外に出して

松原を守るプロジェ

クトが３月４日に開

催され、多くの団体・

企業のみなさんが参

加していました。

　受付でごみ袋２種類と枝を束ねる

ひもを受け取り、松原へ。乾燥した松枝は簡単に折れるので小さく

してごみ袋に入れ、１ｍほどの枝はまとめてひもで結びます。大き

すぎる枝はそのまま集積所に運びます。

　「ごみもいっぱいあるよ！　でも、みんなでやれば早いね」と

子どもたちはどんどん集めていました。今回のプロジェクトでは

466 人が参加し、４ｔトラックのパッカー車で２台分の松枝とご

みを集めることができました。

　子どもたちは自分で松枝を拾うことで、さつき松原や宗像に愛着

が持てると思います。先人から受け継いだ環境や景色、思いを次の

世代につないでほしいです（庄野朋子）。

＊子育て中のレポーターが取材したさまざまな記事は、市 HP → 

「むむハグ。」→「イベントレポート」で見ることができます

問秘書政策課広報報道担当 ☎ （36） 1055 

宗像とくとくチケット

市フェイスブック情報

色とりどりのこいのぼりが
泳いでいる姿が見られます

「いいね！してね★」
市公式フェイスブック

ＱＲコード→

松枝やごみをたくさん拾いました


