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広告主を募集広告主を募集広告主を募集 広報紙とホームページ
　市では、平成18年10月から市の広報紙とホームページに有料広告を掲載してい
ます。あなたも広告を出してみませんか。

●広告の規格と掲載料（この他にも 1/3 ページ、1/2 ページ、１ページの規格があります）
規格

１号
  広告

縦  5.9㎝
横  12㎝

1枠当たり
20,000円 白黒1色

白黒1色1枠当たり
36,000円

縦  5.9㎝
横  24㎝

２号
  広告

広告の大きさ 料金（1枠1号につき） 色数

規　格 料金（1枠1カ月につき）

＊1年間に12号以上掲載を希望する場合は10％、6号以上掲載
を希望する場合は5％を掲載料から割り引き

●締め切りは掲載希望号の2カ月前

市では今後、
印刷物などにも有料広告を
掲載し、歳入の確保に
努めていく予定です。
みなさまの理解と協力を

お願いします。

天地　縦　　50ピクセル
左右　横　 160ピクセル
データ容量　20キロバイト以内
形式　Jpeg、Gif形式のいずれかで

ALT属性テキストデータ、全角
20文字以下

トップページ
15,000円
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　秘書政策課広報報道担当　☎（36）1055
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（広告）

平成30年9月1日号 むなかたタウンプレス
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

「育休女性のスキル再起動セミナー」
参加者募集

期▶講座・交流会＝︎９月26 日（水）▶保育所見

学︎＝︎10 月２日（火）所北九州市立男女共同参画

センター・ムーブ 対育児休業中の女性 定先着

10 人 託無料 〆９月19 日（水）＊他会場（県内

５カ所）の詳細は、県 HPで確認可問県男女共同

参画推進課女性活躍推進室 ☎092（643）3399

若年無業者の就業支援家族セミナー
「ひきこもりから就労へ～ご家族と共に歩
む」講師／髙橋祐子さん （産業カウンセラー）

期 ９ 月20 日（ 木 ）14:00 〜 15:30（13:45 受

付）所宗像ユリックス対 15 〜 44 歳の若年無

業者の自立を希望する家族、関係者ら料無料

申 問福岡若者サポートステーション 

☎092（739）3405

第 13 回 定期演奏会
レディースハーモニー・ユリックス

期９月22 日（土）14:00 〜 16:00

所宗像ユリックス料 800 円

問同団体（田中）☎（36）2303

第 26 回 宗像教職員文化作品展
「生活と文化のいぶきが結晶」

期 ９ 月15 日（ 土 ） 〜 同22 日（ 土 ）10:00 〜

17:00 ＊同18 日（火）休館。同15 日13:00 開

始。同22 日16:00 まで所宗像ユリックス

料無料問同展実行委員会事務局 ☎（36）2203

＊祝日を除く、月〜金曜日の午後

司法書士による
「全国一斉 子どものための養育費相談会」

期９月８日（土）10:00 〜 16:00

●相談専用 0120（567）301 料無料

問福岡県司法書士会事務局 ☎092（722）4131

＊月〜金曜日の 10:00 〜 16:00

境界問題無料相談会

期９月19 日（水）13:00 〜 16:00 ＊12 月まで

毎月第３水曜日開催（事前申込不要）所福岡県

土地家屋調査士会境界問題解決センター

問同会事務局 ☎092（741）5780

お魚さばき教室参加者募集

期９月27 日 （木） 13:30 〜 16:00

所メイトム宗像定各先着15 人料 1,500 円

＊包丁 （出刃） 、持ち帰り用パック、保冷バッグ、

エプロンの持参を

申 問道の駅むなかた ☎ （62） 2715

成年後見制度についての無料相談会

期９月22 日（土）10:00 〜 15:00

所河東コミセン＊成年後見制度とは、認知症な

どで物事を判断する能力が十分でない人の援

助者を選ぶことで、その人の権利を守る法律的

な支援制度問 NPO 法人高齢者・障害者安心サ

ポートネット（廣塚） ☎080（3963）0736

犬や猫の手入れやしつけについて
「犬や猫との付き合い方講座」

期 ９ 月22 日（ 土 ）13:30 〜 16:00（13:00 受

付）所県宗像総合庁舎定先着30 人料無料

〆９月14 日（金）申 問県宗像・遠賀保健福祉環

境事務所保健衛生課生活衛生係 ☎（47）0344

作品の展示、食品販売、利用者の活動紹介
「第３回 くすの木園まごころギャラリー」

期９月17 日（月・祝） 〜同21 日（金）

10:00 〜 15:00 所社会福祉法人宗像会くすの

木園（用山）問同園 ☎（37）2555

親子で遊ぼう！ 「きらきらくらぶ」
おもちゃ制作・牛乳パックパズル

期９月13 日（木）9:50 〜 11:20 所みつぼし幼

保園対未就園児と保護者定先着15 組料無料

＊お茶、水着などの持参を〆９月11 日（火）

＊詳細は同園 HPで確認を問同園  ☎（48）9022

 「古墳の話　古典と考古学」受講者募集

期９月29 日（土）、10 月12 日（金）、同27（土）

＊全３回所講義（南郷コミセン）、見学︎（みやこ

町歴史民俗博物館、他）定先着10 人

料 2,000 円（資料・バス・昼食代）

〆９月25 日（火）

申 問南郷地区コミュニティ ☎（36）3465

「歩く唐津街道の旅」 10 周年
道で学ぶ歴史や文化

期９月23 日（日・祝）9:00 〜 15:30 所古賀駅

に集合し、青柳宿から赤間宿まで定先着40 人

料 500 円（グッズ、保険代）〆９月18 日（火）

申 歩く唐津街道の旅（桝谷）☎090（7460）

6219 問同団体（出光） ☎090（9491）3045

市長杯シングルステニス大会参加者募集

期 ９月30 日（日）9:00 〜 （受付8:30 〜）＊雨

天時は 10 月７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＊各自で保険に加入

を料会員・高校生以下（1,500 円）、一般（2,000

円）＊市教育委員会後援〆９月20 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

問同協会（倉本） ☎090（4990）9928

書類作成基礎、画像入りハガキなどを作成
宗像パソコン同好会見学会

期 ９月25 日（火）、同27 日（木）、同29 日（土）

13:00 〜 16:00 所 同会（土穴1-2-21 徳ビル

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

むなかた金
き め

海の会 「ハングル講座」 参加者募集

期 ９月22 日（土）から、毎月第４土曜日の

10:30 〜 12:00（全10 回）●講師／姜
カンヒョンシル

賢実さ

ん所メイトム宗像料 1 回500 円（10 回分を前

納）＊別途、テキスト代1,300 円必要〆９月10

日（月）申①郵便番号②住所③氏名④年齢⑤電

話番号を、留守番電話 ・Ｆ（36）8244 で申し込

む問同会（東出）☎090（3196）6694

「宗像五行歌会」参加者募集

期９月15 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（広陵

台入り口バス停側）料 500 円＊見学︎無料

問同会（杉本）☎（35）0883

手光ビオトープ
「秋の草花観察会」参加者募集

期 ９月29 日（土）9:00 〜 11:30 所 手光ビオ

トープ（福津市）＊雨天時は福津市中央公民館

定先着30 人（小学︎生は、保護者同伴）料無料

＊詳細は、宗像・遠賀保健福祉環境事務所 HPで

確認可〆９月18 日（火）申 問①住所②氏名③

年齢④電話番号を明記して、県宗像・遠賀保健福

祉環境事務所地域環境課

▶Ｆ（36）2592 ▶ munakataonga-hhe@p 

ref.fukuoka.lg.jp ▶☎（36）2475

北九州いのちの電話
45 期生「ボランティア電話相談員」募集

●養成期間＝︎10 月６日（土） 〜 2020 年２月

所北九州勤労青少年文化センター対講座で認

定を受け、相談員として活動ができる 20 〜 68

歳の人定先着30 人料３万円（テキスト代、他）

＊詳細は、社会福祉法人北九州いのちの電話 HP

で確認可〆９月30 日（日）

申 問北九州いのちの電話 ☎093（652）6628

【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。（10〜 11ページ）問人権対策課 ☎（36）1270

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ


