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　市民のみなさんに本物の文化芸術に

触れてもらうために博多座「市民半額

観劇会」を案内します。

 ●出演者＝花
は な ふ さ

總まり、笹本玲奈、他

所博多座（福岡市）定各回抽選で 50 人

料Ａ席7,750 円（２枚まで）

＊別途各手数料必要

〆７月25 日（水）＊消印有効

申１通１公演のみ①希望公演日時②郵便番

　 号・住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥参加人

　 数（２人まで）を明記して、〒810-8799 ／

　 福岡中央郵便局留／「市民半額会」あて

問▶（公社）日本演劇興行協会市民半額会事務局 ☎092（751）8258

　 ▶文化スポーツ課 ☎（36）1540

学校の日に 「道徳の時間 ・ 学級活動」 を公開

期７月10 日 （火） ＊時間は下表参照。表以外の

時間は通常授業を公開。その他の学校は通常授

業を公開＊詳細は、市 HP →「教育・文化・スポー

ツ」→「教育」→「市立学校」→「学校の日」年間予

定表で確認を問教育政策課  ☎（36）5099
【道徳の時間】

学校名 開始時間

東郷小 ①  9:45
② 10:50

自由ケ丘小 10:45
大島学園 10:55
河東小 13:55

日の里西小 13:55

【学級活動の時間】
学校名 開始時間
玄海中   8:55
地島小 10:40

自由ケ丘南小 10:45
玄海小 13:35

玄海東小 14:10
城山中 14:20

自由ケ丘中 14:20
赤間西小 ☆

☆学年で開始時刻が異な
　るため、詳細は直接学
　校へ問い合わせを

自分に合ったストレス対処法を探る
「『わたし』のためのストレスケア」

期８月28 日（火）所メイトム

宗像・結工房対市民定 20 人

料無料〆８月19 日（日）

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

医療事務検定講座受講生募集
〜資格を取って就職に生かそう〜

期 ９ 月 ７ 日（ 金 ） ～ 10 月30 日（ 火 ）9:00 ～

12:00（全16 回）＊検定日は 11 月11 日（日）

所メイトム宗像・202 会議室定抽選で 20 人

料 1 万4,500 円（ 受 講 料 ）、1 万1,000 円（ 教

材費）、7,000 円（検定料）＊締切後のキャンセ

ルは教材費を頂きます。講座途中の退会は返金

不可〆８月26 日（日）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

子どもの居場所情報交換会の参加募集
日頃の活動を１分間でPR ！

期 ７ 月15 日（ 日 ）10:00 ～ 12:00 所 発 達 支

援センター （メイトム宗像）対子どもの居場所

づくり活動をしている人料無料＊差し入れ歓

迎。マイカップ持参を問子どもの居場所ネッ

トワーク（藤原）☎090（9407）3432

外国の人と英語を使って体験活動
「2018イングリッシュ・サマーキャンプ

in むなかた」参加者募集

期 ８月23 日（木） ～同25 日（土）所 グローバ

ルアリーナ対市内在住の小学校・義務教育学校

５、６年生＊英語が話せなくても応募可

定抽選で 50 人料１万円

〆７月20 日（金）17:00 申応募用紙を▶郵送

（〒811-3492 子ども育成課グローバル人材育

成係あて／締切日必着）▶Ｆ（37）3046 ▶窓口

（西館１階）に持参

＊応募用紙は同課窓口か、市 HP →「むむはぐ。」

→「目的でさがす」→「学ぶ」→「国際交流・グロー

バル人材育成」からダウンロード可

問子ども育成課 ☎（36）1214

働きたい障がい者をサポート
「宗像市就労セミナー」

期７月７日（土）13:30 ～ 16:30 所市役所北館

１階・103 会議室対就労を考えている障がい者

や学校卒業後の進路に不安を持つ高校生または

その家族、関係者（福祉、医療、教育など）料無料

申 問障害者就業・生活支援センターはまゆう

☎（34）8200

市営住宅入居者募集

対次の全てに該当する人▶住宅に困っていて、

市民か市に通勤する人▶同居しようとする３親

等以内の親族がいる人▶同居しようとする親

族の収入を含め、諸控除後の月額所得が 15 万

8,000 円以下の人

●募集団地＝ゆり団地（自由ケ丘）、平原団地（須

恵）、原団地（江口）、荒開団地（深田）＊平原団地

の一部は、高齢者や障がいのある人などは単身

入居可●家賃＝団地や所得に応じて異なる

●申込期間＝７月２日（月）～同13 日（金）

申申込用紙と官製ハガキ２枚を建築課（本館２

階）か大島行政センターへ持参＊申込用紙は、建

築課、大島行政センターで入手か、市 HP →「くら

し・手続き」→「くらし・環境」→「住まい」→「平成

30 年度第２回市営住宅入居者募集」からダウ

ンロード可問建築課 ☎（36）5203

市内の小規模事業者の受注機会拡大のため
「小規模契約事業者登録」を随時受付中

対次の全てに該当する人▶市内に主たる事務

所を置いている人▶市競争入札参加資格審査申

請をしていない人▶登録業種を履行するために

必要な資格、免許などを有する人▶市税を滞納

していない人▶市暴力団等追放推進条例に該当

しない人

●対象業務＝30 万円未満の業務（主に修繕業

務）●対象業種＝建築一式、左官、ガラス、板金、

建具、畳●有効期間＝登録完了日～平成32 年

８月31 日

申所定の申請書を契約検査課窓口（本館２階）

に 提 出 ＊ 申 請 書 は、契 約 検 査 課 窓 口 か 市 HP

http://www.city.munakata.lg.jp/ →「契約・入

札情報」→「宗像市小規模契約事業者登録申請に

ついて」から入手可

問契約検査課 ☎（36）1161

あなたの作品が唐津街道の観光ＰＲグッズに！
赤間宿・原町の写真・絵画を募集

●テーマ＝赤間宿・原町の風景、イベントなど観

光地としての魅力を伝えるもの

＊応募要件など詳細は、市 HP →「観光・産業・ま

ちづくり」→「観光」で確認を

〆７月１日（日） ～８月31 日（金）申作品と①

タイトル②対象物③住所④氏名⑤電話番号を別

紙に明記して▶郵送＝〒811-3492 住所不要

／都市計画課あて▶電子申請＝市 HP

問唐津街道むなかた推進協議会事務局（都市計

画課内） ☎（36）1484

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

お知らせ・募集

講師の
新開よしこさん
（臨床心理士）

　直方市・鞍手町・宗像市の埋
もれた名所や風景、特産品を
多くの人に知ってもらうため
SNS でフォトコンテストを実
施します。スマホを使って、
SNS 映えする写真などを投稿
してみませんか。

●応募要件＝宗像市、直方市、鞍手町で撮影された、テーマに沿った写真

●テーマ＝観光名所、おもしろスポット、イベント、ご当地ものなど

〆７月１日（日） ～９月25 日（火）

申①各 SNS の公式ページをフォロー▶ Instagram ＝ fukuoka.route29

　 ▶ Facebook ＝ @fukuoka.Route29 ▶ Twitter ＝ @fukuoka_route29 

　 ②撮影場所によって「# るーと 29 のおがた夏」「# るーと 29 くらて夏」

　　「# るーと 29 むなかた夏」と、ハッシュタグをつけて写真を投稿

　＊「#」と「29」は半角、それ以外は全角。詳細は問い合わせを

問直方宗像線沿線自治体連絡会議事務局

　（鞍手町役場政策推進課内） ☎0949（42）2111

博多座市民半額観劇会
ミュージカルマリー・アントワネット

公演日 時間

９月22日（土） 12:00

16日（日）

17:0018日（火）

24日（月・振休）

夏

【各証明書のコンビニ交付サービス休止のお知らせ】定期保守点検のため、７月14 日（土）は終日利用できません。翌日6:30 以降の利用をお願いしま
す。詳細は市 HP→「くらし・手続き」→「届出・証明」→「住民票」で確認を。問市民課市民係 ☎（36）1126


