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【11 月はエコドライブ推進月間です】ゆっくり止まって、ゆっくり走り出す。やさしいアクセルが地球にも財布にもやさしい運転になります。
不要な荷物を下ろすと燃費もアップします。問環境課 ☎（36）1421

問県70 歳現役応援センター内「ふくおか子育

てマイスター」☎092（481）1312

福岡県出身戦没者の人々の追悼と平和祈念
「福岡県沖縄地域戦没者慰霊巡拝団員」募集

期平成31 年１月17 日（木）～同18 日（金）＊

２日間所福岡慰霊の塔（沖縄県）対沖縄地域で

戦没した県内在住の遺族 定 20 人 〆 11 月22

日（木）＊参加資格、参加費用などの詳細は問い

合わせを申 問（一財）福岡県遺族連合会☎092

（761）0012

ひとり親家庭のための就業支援講習会
「介護事務講習会」受講生募集

期 12 月15 日（土）～平成31 年２月23 日（土）

の毎週土曜日9:30 ～ 12:30 所飯塚市立岩交

流センター定 15 人（書類選考）＊中止の場合あ

り料無料＊テキスト代5,000 円は自己負担

託無料（１歳～未就学児）＊事前申込必要

〆 11 月29 日（ 木 ）必 着 申 申 込 書 を 郵 送

（〒820-0004 飯塚市新立岩8-1 ／県ひとり親

サポートセンター飯塚ブランチあて）

＊申込は Ｆ 0948（21）0391 も可＊申込書は、

市子ども家庭課で入手か同ブランチ HPからダ

ウンロード可問同ブランチ ☎0948（21）0390

「創造」 × 「想像」 アートで福祉をソウゾウする
「しょうぶ学園」福森伸　講演会

期 11 月23 日（ 金・祝 ）14:00 ～ 17:00 所 市

役所 定 先着80 人 料 無料 〆 11 月19 日（月）

申 ▶申込フォーム＝ goo.gl/k3N78z ▶ ＝

art1@fwu.ac.jp（①氏名②連絡先〈メールアド

レス・電話番号〉③宗像市在住か否か④所属〈任

意〉を明記）問公立大学法人福岡女子大学文化

芸術推進事業事務局☎092（692）3202

「肢体不自由高校奨学生」募集

対身体障害者手帳（１～５級）を持つ高校１、２

年生と、平成31 年度に高校に進学を希望する

中学３年生●奨学金＝年額３万5,000 円

●必要書類＝奨学生採用願書、在学している学

校長の推薦書、前年度課税所得証明書（または源

泉徴収票）

申 11 月10 日（土）～ 12 月10 日（月）

問 財団法人福岡県肢体不自由児協会（クロー

バープラザ内） ☎・Ｆ 092（584）5723

「全国障がい者ボウリング大会」参加者募集

期平成31 年２月16 日（土）、同17 日（日）所博

多スターレーン対身体障害者手帳・療育手帳・

精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ中学

生以上の人料▶個人戦予選＝1,000 ～ 2,000

円▶個人戦決勝＝1,000 円▶団体戦＝3,000

円＊障がい者ボウリング福岡実行委員会主催

〆 11 月２日（金）～同30 日（金）申 問福岡市

障がい者スポーツ協会 ☎092（781）0561

自分が望む場所で
最期まで自分らしく生きることを知る
「在宅ホスピスを語る会 in むなかた」

期 12 月15 日（土）14:00 ～ 15:45

所宗像地域医療センター定先着60 人

料無料〆 11 月30 日（金）申▶宗像医師会在宅

医療連携拠点事業室（むーみんネット） ☎（37）

5020 ▶①住所②氏名③電話番号を明記して

国税局からのお知らせ
７月の豪雨で被害を受けた人へ

７月の豪雨で被害を受けた人は、国税の申告・申

請・請求・納税など、期限の延長や納税の猶予が

できる場合があります。詳細は福岡国税局 HP

か、最寄りの税務署で確認を。

問香椎税務署 ☎092（661）1031

労働力調査に協力を

総務省と県が、毎月、労働力調査を実施していま

す。この調査は、失業率や雇用の実態を明らか

にする重要な統計調査です。統計調査員がみな

さんの自宅を訪問したときは、調査への回答に

協力をお願いします。

問県調査統計課 ☎092（643）3186

職場いじめ、解雇、雇止めなど
労働トラブル無料相談会

期 11 月11 日（日）▶電話相談＝10:00 ～ 18: 

00 ▶弁護士相談＝14:00 ～ 18:00 所県労働

者支援事務所●相談員＝県福岡労働者支援事務

所職員（秘密厳守、予約不要）●相談・問同事務

所 ☎092（735）6149

就職希望の ①登録者②求人企業を 募集

対①60 歳以上の求職者②経験豊かなベテラン

を採用したいと考えている求人企業＊詳細は公

益社団法人福岡県高齢者能力活用センター HP

で確認可問同センター ☎092（451）8621

「高齢者のための職種別 （調理補助） 講習会」
食品衛生の基礎知識、調理の基本など

期 ▶11 月27 日（火）10:00 ～ 16:00 ▶同28

日（水）10:00 ～ 15:30 ＊講習会終了後、個別

相談あり所県立ももち文化センター （ももちパ

レス／福岡市）対 60 歳以上定先着25 人料無

料＊詳細は福岡県70 歳現役応援センター HPで

確認可申 問同応援センター☎092（432）2540

＊申込はＦ 092（432）2513 も可

中小企業経営者のためのライフプランセミナー
～事業資金・節税から事業承継まで～

期 11 月21 日（水）▶昼の部＝受付13:30、セ

ミナー 14:00 ～ 16:00 ＊医療・介護と老後資

金について▶夜の部＝受付17:30、セミナー

18:00 ～ 20:00 ＊税金と事業承継について

所宗像ユリックス定各回先着50 人料無料

〆 11 月16 日（金）申宗像市商工会 HP

問宗像市商工会 ☎（36）2268

地域に貢献してみませんか
「ふくおか子育てマイスター」認定研修会

期 12 月11 日（火）・14 日（金）・18 日（火）・19

日（水）・26 日（水）、１月８日（火）・10 日（木）＊

全７回所県立ももち文化センター （ももちパレ

ス／福岡市）対 60 歳以上定抽選で 50 人

料無料〆 11 月21 日（水）申申込方法などの詳

細は、ふくおか子育てマイスター HP→「認定研

修会」→「申込方法」で確認を

Ｆ（37）5021、 mumin-net@munakata-me

d-hp.gr.jp 問同事業室 ☎（37）5020

不動産の売買、 賃貸、 相続、 リフォームなど
東郷地区不動産相談会

期 12 月９日（日）13:30 ～ 15:30

所東郷コミセン対市民定先着20 人料無料

問住マイむなかた ☎（37）2525

第 8 回「ふれあい凧
たこ

あげ大会」参加者募集

期 11 月24 日（土）13:00 ～ 16:00 所 ふれあ

いの森対４歳（年少）以上、大人のみの参加も可

＊小学４年生未満は保護者同伴料 600 円

申 問宗像緑地建設株式会社☎（72）4110

＊申込はふれあいの森総合公園 HPも可

〝遊び〟 を通して犬や猫とより良い関係を築く方法
 「犬や猫との付き合い方 （秋） 講座」受講者募集

期 11 月15 日（ 木 ）13:30 ～ 16:00(13:00 受

付）所県宗像総合庁舎１階・講堂（東郷）

定先着20 人 料無料 申 問県宗像・遠賀保健福

祉環境事務所 ☎（47）0344

みつぼし幼保園
親子で遊ぼう！きらきらクラブ

期 11 月22 日（木）9:50 ～ 11：00 所同園

定 先着15 人 料 無料（おもちゃ製作、魚釣り

ゲーム。お茶の持参を）〆 11 月20 日（火）＊詳

細は同園 HPで確認を申 問同園 ☎（48）9022

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

　JR 九州クルーズトレイ

ン「ななつ星」のミュージッ

クディレクター岩崎大輔さ

んと、スペシャルデュオメ

ンバー橋口武史さんが贈

る、旅心誘う極上のしらべ

をどうぞ。
ピアノ：岩崎さん

期 11 月16 日 （金）18:30 ～ 19:30

所海の道むなかた館

料無料＊事前申込不要

＊企画は「NPO 法人

　コラボむなかた」

問同館☎（62）2600

平成３０年度 文化庁
文化芸術創造拠点形成事業

ギター：橋口さん

贅
ぜ い た く

沢な大人時間…
海の道むなかた館 ミュージアムコンサート

　グローバルな視野を持った人

材を育成することを目的とした

「宗像国際育成プログラム」で

は、和製英語などの研究で活躍し

ている〝アンちゃん〟ことアン・ク

レシーニさんを講師として迎え、その講義の一

部を特別公開します。

期 11 月11 日（日）9:00 ～ 11:00

所メイトム宗像 / 多目的ホール

定先着50 人 〆 11 月９日（金）申 問▶子ども

育成課 ☎（36）1214 ▶市 HP→「電子申請」

宗像国際育成プログラムに
アンちゃんがやってくる！

公開講座 聴講者募集

アン・クレ
シーニさん

（北九州市立大
学准教授）


