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いじめは　やめようよ　みんななかよく（金川歩
あ る ば

羽・大島小３年） さようなら　きょうもありがとう　また　あした（山崎亨
きょうま

馬・赤間西小２年）

宗寿園３月のイベント情報

期▶演奏＝９日（土）▶舞踊＝２日（土）、12 日
（火）、13 日（水）、19 日（火）、21 日（木・祝）
▶囲碁＝８日（金）▶剣舞＝29 日（金）
＊玄海地区の同園バスは２月から第２・４水曜
日に変更します
問同園 ☎（33）2761

「スミセイ助成金プロジェクト
乳がん啓発セミナー」開催

期 ３月３日（日）13:00 〜 16:30 ＊受付＝
12:50 〜所宗像ユリックス●講師＝塩

しおたに

谷聡子
医師（宗像医師会病院乳腺外科）、他対 20 歳以
上の女性定先着60 人料 300 円
〆 ３月１日（金）申 問 すこやかライフサポー
ター （太田） ☎090（2858）0242
＊申込＝①氏名②電話番号を明記して yoga.
prari@gmail.com も可

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３月入会説明会」

期 所▶６日（水）・20 日（水） ／東郷コミセン
▶７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 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

年に一度は健康診査を受けましょう

対後期高齢者医療制度の被保険者＊糖尿病や
高血圧などの生活習慣病で治療中の人は除く
料 500 円（自己負担金）〆３月31 日（日）
申健康診査の実施医療機関で個別に予約
＊受診時は被保険者証と受診票の持参を
問県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセ
ンター ☎092（651）3111

農業経営者のみなさん
青色申告は３月15日 （金） までです　

期３月15 日（金）まで＊新たに青色申告を始め
る人は、香椎税務署に「青色申告承認申請書」を
提出。この申告を行った年の所得から青色申告
を行うことが可能です＊青色申告を行う農業者
は、農作物を対象にした収入保険に加入可。詳
細は最寄りの県農業共済組合に相談を
問農林水産省九州農政局福岡県拠点
 ☎092（281）8261

道の駅むなかた新規出品者募集

期３月１日（金） 〜同８日（金）9:00 〜 16:00
対 宗像・福津市に住所や事務所がある個人か 
団体＊詳細は道の駅むなかた HPで確認を
申 問道の駅むなかた ☎（62）2715

お魚さばき教室参加者募集

期３月13 日（水）9:30 〜 12:00、13:30 〜
16:00 所メイトム宗像定各回先着15 人
料 1,500 円＊持参品は問い合わせを
申 問道の駅むなかた ☎（62）2715

認知症の人と家族、地域住民の居場所
「オレンジカフェ in メイトム宗像」

期 ３月６日（水）14:00 〜 16:00 所 メイトム
宗像料 200 円●認知症サポーター協議会が実
施。認知症の相談、薬剤師会の講話などあり
申 問宗像市社会福祉協議会 ☎（37）1300

アクティブシニアしごと合同説明会

期３月16 日（土）12:00 〜 15:00 所福岡国際
会議場（福岡市）●内容＝企業ブース、相談コー
ナー、就職活動セミナー対 60 歳以上
＊詳細は県70 歳現役応援センター HPで確認可
問同センター ☎092（432）2540

保育施設への就業支援
マッチングサイト「ほいく福岡」開設

対保育士資格を持つ人●求職登録・求人検索、
面接申込など詳細は「ほいく福岡」HP https://
www.hoiku-fukuoka.jp/ で確認を料無料問福岡
県保育士就職支援センター ☎092（582）7955

市民目線での災害対策 「地域、大学、医療、
行政をつなぐキックオフシンポジウム」

期３月２日（土）13:00 〜 16:00 所日本赤十字
九州国際看護大学●シンポジスト＝地域コミュ
ニティ、行政、大学、学生、災害看護専門看護師
料無料＊事前申込必要 申 問▶同大学 ☎（35）
7001 ▶同大学 HP▶ soumu@jrckicn.ac.jp

第４回市民交流まつり参加団体募集

期 開催日＝６月９日（日）所 メイトム宗像 
●内容＝団体の活動展示・発表、体験コーナー、
食品バザーなど 対 事前の実行委員会（3 回） 
に参加できる団体・個人＊第1 回実行委員会は 
３月18 日（月）19:00 からメイトム宗像で実施
料 1500 円（予定） ／１団体 〆３月10 日（日）
申①住所②氏名③団体名④電話番号を明記して
▶Ｆ（33）8520 ▶ kimiko1111genki@gmail.
com 問 宗像まちづくりを楽しむ会（牟田）  
☎090（9651）0887

福岡教育大学 「卒業・修了制作展」

期３月12 日（火） 〜同17 日（日）10:00〜18:00
（入場は 17:30 まで）所福岡県立美術館料無料
問同制作展代表（平井） ☎050（5885）1537

臨床心理士や経験者との茶話会
「不登校を考えるかたつむりの会」 開催

期２月23 日（土）10:00 〜 12:00 所メイトム
宗像対不登校や行き渋りの子どもの保護者
料 100 円問同会（黒木） ☎090（1515）1267

笑顔のフラで楽しい時間を
「プアリリア フラフェスティバル」開催

期 ３月10 日（日）14:00 〜 17:30 所 宗像ユ
リックス 料 無料 問 同 NPO 法人えふネット 
福岡（福地） ☎090（5478）6633

「短歌友の会」会員募集

期毎月第４土曜日13:00 〜 16:00
所河東コミセン料 500 円／月（資料代など）
申 問同会（巻桔

ききょう

梗） ☎090（8393）3299

宗像の姉妹都市・金
き め
海市（韓国）への

市民訪問団と伽
か や
耶祝祭ボランティア募集

期❶訪問団（２泊３日）＝４月18 日（木） 〜同
20 日（土）❷ボランティア（５泊６日）＝４月
18 日（木） 〜同23 日（火）所韓国金海市
●内容＝❶金海市庁訪問、伽耶祝祭開幕式参加
など❷同祭宗像ブースの手伝いなど
定 ❷のみ各１人▶和服の着付けができる人 
▶ハングルが話せる人
料❶❷いずれも上限５万円 〆３月10 日（日） 
申 問 ①住所②氏名③年齢④電話番号（携帯）
⑤パスポートの有無⑥❶❷のいずれか参加を
明記して▶むなかた金海の会☎（留守番電話）・ 
Ｆ（36）8244 ▶同会（東出）☎090（3196）6694

「さくらまつり」出演者募集
大人も子どもも桜と一緒に共演しませんか

●練習日程＝ 期 所 ①毎週水曜日▶10:00 〜
11:30 自由ヶ丘コミセン▶16:00 〜 17:00、
18:00 〜 19:10 赤間コミセン②毎週土曜日▶
17:00 〜 18:30 自由ヶ丘コミセン
●さくらまつり＝ 期 ３月31 日（日）11:00 〜
12:00 所貴船神社（宮田）料無料
申 問風と踊ろう（大塚） ☎090（1920）4554

展示会場 （ギャラリー） を無料で貸し出します

期毎月▶１日〜 15 日▶16 日〜月末のいずれ
か所 NPO 法人丘の上の街ふれあいサロン（田
久1090-83）対絵画、写真、書、手芸など展示開
催希望者申 問同サロン ☎（51）4325

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ


