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宗像管工事協同組合 ☎（37）0435 
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県小児救急医療電話相談 休日小児科・内科 休日歯科

♦︎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
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受付時間
宗像地区

歯科休日急患
センター（田熊）
☎（34）8080

♦︎日・祝日・盆
（8月13日〜同15日）

　9:00〜16:30

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
＊翌日が休日の場合、翌朝9:00まで
♦︎盆＝ 8月13日（月）19:30〜
　同16日（木）5：30《連続診療》

♦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）
７月20 日 （金）・24 日 （火）・
８月８日 （水）・17 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
▽発達支援室 ☎ (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 ＊予約制
▽養育費電話相談＝月〜金曜日
　9:00 〜 16:00

　☎0948（21）0390
　Ｆ0948（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。

８月の休日外科当番医　（9:00〜17:00）

  5日  （日）
11日（土・祝）
12日  （日）
13日（月・盆）
14日（火・盆）
15日（水・盆）
19日  （日）
26日  （日）

☎（42）0020
☎（32）2126
☎（36）5511
☎（33）8180
☎（34）3355
☎（36）3636
☎（35）6440
☎（34）3111

桑原整形外科医院（福津市）
平塚胃腸科外科医院（自由ケ丘）
日の里クリニック（日の里）
山本整形外科医院（くりえいと）
荒牧整形外科医院（福津市）
蜂 須 賀 病 院 （野　坂）
あかま整形クリニック（栄　町）
宗像水光会総合病院（福津市）

　七夕伝説発祥の地といわれる宗像市大島では、鎌倉時代から続

く伝統ある祭事、七夕祭を開催。当日は、竹灯籠の演出で会場が幻

想的に彩られます。

期 ８月７日（火）

　 18:00 〜 21:00

＊少雨決行。天候に

よって中止の場合

あり

所 宗像大社中津宮、

　 大島港湾緑地公園

【内容（予定）】

▶ステージイベント

▶お楽しみ抽選会

▶七夕祭神事▶結婚奉告祭▶七夕踊り▶出店、他

＊内容変更の場合あり

問 元気な島づくり事業推進協議会事務局

　（大島行政センター内）  ☎ （72）2211

七夕飾りが幻想的な宗像大社中津宮

大空高く飛ばそう！

　いせきんぐ宗像では、日本紙飛行機協会宗像支部が紙飛行機教室を開催。翌日は作成し

た紙飛行機で、全日本紙飛行機選手権大会の予選会に出場します。ぜひ参加してください。

【紙飛行機教室】

期 ８月11 日（土・祝）10:00 〜 12:00

料 500 円（紙飛行機代含む）

【全日本紙飛行機選手権大会（予選会）】

期 ８月12 日（日）9:30 〜 12:30

＊9:00 〜受付開始

料 300 円（参加賞あり）

【共通事項】

所 いせきんぐ宗像・寄合い処（田熊）

HP http：//tougou-cc.net/iseki で確認を

問 ▶いせきんぐ宗像 ☎（37）0182

　 ▶日本紙飛行機協会宗像支部 

       ☎（堀）090（4426）2126

いせきんぐ宗像で紙飛行機を飛ばそう！

大島七夕まつり

♥カップルでのイベント参加者募集

ママ・パパレポーターが行く

　「天気のいい日は外に遊び

に行こう！」ということに

なり、今年の春にリニュー

アルしたふれあいの森総合

公園へ遊びに行ってきまし

た。

　久しぶりに来た遊具広場

は、老朽化していた遊具が

撤去され、新しい遊具が数

台ありました。広場の横

には、ベンチと日除けも

設置されていました。日差しが強い時の熱中症対策にも日

よけがあるのはうれしいですね。

　スポーツなどが楽しめるグラウンドの周囲にも大きな日よけが設置され

ていました。スポーツの休憩時などに利用できるようです。

　芝生広場の一部には駐車場が増設されていて、広場前に駐車が多くできる

ようになっていました。

　ベビーカーやレジャーシートなどのレンタルも行っているそうです。遊

び用品としてソフトフリスビーやバドミントンセットなどのレンタルもあ

ります。手ぶらで遊びに行っても楽しめますね。散歩コースもあるのでゆっ

くり公園を周遊するのもいいですよ。（中原レポーター）

●ふれあいの森総合公園（山田 1619-8）＊同公園管理事務所 ＝☎ （35） 6548

問 秘書政策課広報報道担当 ☎（36）1055

新しい遊具もあって楽しい！

ふれあいの森総合公園が
リニューアル

【帰りの船のお知らせ】

　まつり終了後、大島港

ターミナル発（21:30 ご

ろ）の渡船チャーター便

（有料）を運航予定。浴衣

を着た来場者は、帰りの

チャーター便に無料で乗

船できます。

　中津宮で結婚奉告を行う夫婦か婚

約中のカップルと、七夕にちなんだ

カップルイベントの参加者をそれぞ

れ募集します。＊詳細は、宗像観光

ガ イ ド HP http://www.muna-tabi.

jp/ で確認を


