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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

会議室５にて無料相談を実施

自宅　宗像市

困ったことは
何でも

ご相談下さい。

遺言、相続、離婚、その他お困りごと

宗像ユリックス 受付 13時～16時

行政書士合同事務所ロイテック 行政書士 伊藤弘幸

事務所　古賀市中央1-1-50

☎ 092-692-1151
携帯 090-7980-1240

1/24（木）・2/8（金）・2/22（金）・3/5（火）・3/19（火）

相談は 17 時まで
予約不要・先着順
お気軽にどうぞ

（広告）

平成31年1月15日号 むなかたタウンプレス ❻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

助け合う　まずは一歩でも　ふみ出す（尾園友
ともはる

陽・自由ヶ丘小３年）話そうよ　友だちたくさん　できるから（宮地愛
あ い り

梨・玄海小３年）
かえそうよ　やさしいこころに　やさしさを（木村駿

しゅんさく

作・玄海東小３年）

宗寿園２月のイベント情報

期▶舞踊＝12 日（火）、13 日（水）、19 日（火）
▶囲碁＝８日（金）▶歌謡＝９日（土）
▶カラオケ＝23 日（土）問同園 ☎（33）2761

認知症の人と家族、地域の人らの居場所
オレンジカフェ in 自由ヶ丘第３区

期２月27 日（水）13:00 〜 15:00 所自由ヶ丘
第３区会公民館料 100 円＊自由ヶ丘第３区会
サロンが実施。専門職員の相談コーナーあり
申 問宗像市社会福祉協議会 ☎（37）1300

あなたの経験と知識が役立ちます
シルバー人材センター２月の入会説明会

期 所▶６日（水）・20 日（水） ／東郷コミセン
▶７日（木）・21 日（木） ／河東コミセン
▶13 日（水）・27 日（水） ／同センター
＊いずれも 13:30 〜

対おおむね 60 歳以上の市民
＊詳細は（公社）宗像市シルバー人材セン
ター HP http://munakata-sc.com/ で確認可
問同センター ☎（33）1151

地域のイベントや介護施設で役立つ
レクリエーション ワンコイン講座

期２月16 日（土）10:00 〜 12:00
（受付は 9:30 〜）所メイトム宗像定先着50 人
料 100 円＊上履きの持参を〆２月15 日（金）
申 問宗像市レクリエーション協会（日野）
☎090（8663）7713

平成 31 年度県立北九州
視覚特別支援学校幼児・生徒募集

期募集期間＝１月28 日（月）〜２月４日（月）
対▶幼稚部＝平成27 年４月２日〜平成28 年
４月１日に生まれた視覚に障害のある幼児
▶高等部（専攻科・理療科）＝あんまマッサージ指
圧師、はり師、きゅう師の国家取得を目指し高校
を卒業している人（平成31 年３月卒業見込可）
＊視覚の程度や入学審査などは問い合わせを
申 問同学校 ☎093（651）5419

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

税や市・県民税の「障害者控除」の対象となる場
合があります。期随時受付＊該当者には障害
者控除対象者認定書を交付。確定申告時などの
障害者控除確認書類として使用可対 65 歳以上
で、寝たきりの状態か、中度以上の認知症の人
申①障害者控除対象者認定申請書②指定の診
断書を窓口（北館１階）へ持参＊①②の書類は窓
口か市 HP→「申請書ダウンロード」で入手可
問介護保険課介護認定係 ☎（36）5186

国保の高額療養費外来年間上限
対象者へ１月中旬に案内文書を送付
対上の国民健康保険加入者 ( 所得区分が一般
世帯 ) で平成29 年８月から平成30 年７月ま
でに医療費の一部負担額合計が高額療養費年間
上限額14.4 万円を超えた人
問国保医療課国民健康保険係 ☎（36）1363

生ごみ堆肥化講座
【基礎講座】期 所 申２月19 日（火）
18:30 〜 20:00 ／河東コミセン ☎（35）1837
＊ダンボールコンポストセットをプレゼント
（年間１世帯１セット限り）
【フォロー講座】期 所 申２月22 日（金）10:00
〜 11:30 ／自由ヶ丘コミセン ☎（32）5594
＊基材をプレゼント（年間１世帯１基限り）
【ダンボールコンポストのつどい（堆肥化の
相談受付）】期 所 申 ２月13 日（水）10:00
〜 11:30 ／河東コミセン ☎（35）1837
問環境課 ☎（36）1421

アジア太平洋こども会議・イン福岡
ホストファミリー大募集！

　同会議に参加するこども大使・引率者と一緒
に、約5 日間生活する家庭を募集します。
期７月17 日（水）〜同22 日（月）対▶市内在
住の来年度小学４〜６年生がいる家庭＊引率者
受入のみ、子どものいない家庭も可▶同会議研
修会・イベントに参加できる〈５月12 日 ( 日 )、
６月29 日 ( 土 ) 実施〉＊市主催のミーティング
も３回程度実施▶４家庭（こども大使）▶１家庭
（引率者）〆２月15 日（金）

申 申込書（市 HP からダ
ウンロード可）を▶郵送
（〒811-3492 ／住所不
要／子ども育成課グロー
バル人材育成係あて）
▶窓口問子ども育成課
 ☎（36）1214

糟屋・宗像地区合同公売会
 in イオンモール福津

　糟屋・宗像地区の市町と県税事務所が合同で
公売会を開催します。出品予定数は約120 品。
売却代金は滞納税に充当します。事前申込不要
です。気軽に立ち寄ってください。
期１月26 日（土）13:30 〜開場・受付開始
所イオンモール福津・２階イオンホール
●出品物＝テレビ、日用生活雑貨など
●持参品＝印鑑、代金、本人確認ができるもの　
（運転免許証、健康保険証など）
＊出品物は市 HPで
随時公開
問市収納課 
☎（36）5392
＊当日は
☎090(2714)9417

ひとり親家庭のための養育費相談
　ひとり親サポートセンターでは、弁護士が相
談に応じる「養育費110 番」を開催。匿名での
受付も可能です。気軽に電話を。

期 ２月２日（土）10:00 〜 16:00 ●相談番号
（当日のみ） ☎092（724）2644 料無料
＊離婚前の相談可問県ひとり親サポートセン
ター（飯塚ブランチ） ☎0948（21）0390

特設人権相談 　　

　隣近所とのトラブル、学校や職場のいじめ・差
別、家庭内の悩みなど人権に関わる問題の相談
に応じます。
期１月23 日 （水） 10:00 〜 15:00 所市役所１
階・第１、第２相談室＊相談担当は市人権擁護委
員料無料問人権対策課 ☎（36）1270

成年後見の任意後見移行型と
身上保護について 

期２月16 日（土）10:00 〜 12:00 所メイトム
宗像・102 会議室＊講師＝廣塚道治さん
定先着25 人料無料
＊人づくりでまちづくり事業申 問宗像地区成
年後見研究会（廣塚） ☎ 080（3963）0736

障害者控除対象者認定申請受付中
　65 歳以上の人は所得税法施行令などの規定
で、各種障害者手帳の交付がある人以外でも、
同程度の障がいだと市長の認定があれば、所得

お知らせ

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

出品予定の物品

昨年の様子


