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見学・相談会ご希望の方は、
事前に電話にてお申込み下さい。

九電ケアタウンで始まるセカンドライフ九電ケアタウンで始まるセカンドライフ

※土地所有者：（株）キューヘン※土地所有者：（株）キューヘン

見学・相談会開催中！
トランペットコンサート
５月18日（金）
13:45～14:45

（広告）

平成30年5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＝ファクス  ＝メール  HP＝ホームページ  FB＝フェイスブック

インターネット消費者トラブル 110 番
（無料電話相談）　

期５月 27 日 （日） 10:00 〜 16:00 ●相談専用

電話番号＝☎ 092 （724） 9505 ＊相談は福岡

県青年司法書士会協議会 HP  https://internet-

syouhisyatrouble.jimdo.com/ でも相談可

問同会  ☎ 0942 （65） 4512

自動車税は５月 31 日（木）までに納付を

納付書は５月初旬に県から発送。金融機関、指

定のコンビニエンスストアの他、インターネッ

トを利用してクレジットカードでの納税も可能

です。

問県東福岡県税事務所 ☎ 092 （641） 0236

「くらし・事業なんでも相談会」
弁護士や税理士など専門職が応じます

期 ６月２日 （土） 10:00 〜 16:00 ＊受付終了

15:30 所福岡市健康づくりセンターあいれふ 

定先着 100 人（１件 30 分まで）料無料問福

岡専門職団体連絡協議会  ☎ 092 （473） 8761

＊当日は☎ 090 （9483） 5407 まで

①犬との付き合い方講座（トイレ編）
②犬のしつけ方教室

①期５月 31 日 （木） 13:30 〜 16:00 所県宗像

総合庁舎１階 定 先着 20 人 料 無料 〆 ５月 25

日 （金） ② 期 ▶講義＝６月７日 （木） 13:30 〜

15:30 ▶実技＝６月 14 日 、21 日、28 日  （い

ずれも木曜日） 9:30 〜 11:30 所 ▶講義＝県

宗像・遠賀保健福祉環境事務所遠賀分庁舎▶

実技＝ふれあいの里 （遠賀町） 対全日程に参加

できる人 定先着 10 組 料 1,000 円 〆５月 31

日 （木）①② 申 問同事務所保健衛生課生活衛生

係 ☎ （47） 0344

国が実施する工業統計調査に協力を

同調査は、統計法に基づく報告義務がある重要

な統計です。調査結果は中小企業施策や地域振

興などの基礎資料として利活用されます。調査

時点は６月１日 （金） です。調査への協力をお

願いします。

 問経営企画課 ☎ （36） 1192

県営住宅入居者募集

期５月 31 日 （木） 〜６月８日 （金）

 ＊募集方式は抽選。募集団地と戸数など詳細

は募集案内書（市建築課、総合案内、大島行政

センターで配布）で確認を問県住宅供給公社

県営住宅管理部管理課 ☎ 092 （781） 8029

河東地区歴史研究会の歴史講演会
「誇れる宗像歴史年表説明」

期５月 27 日 （日） 19:00 〜 21:00

所山田地蔵尊本堂料 200 円 申 問白山城址を

守る会 （花田） ☎ 090 （5471） 1949

宗寿園６月のイベント情報

期▶舞踊＝９日 （土） 、13 日 （水） 、19 日 （火） 、

21 日 （木）  ▶囲碁＝８日 （金） 

問同園 ☎ （33） 2761

小型ヨットに乗り海の安全を学ぶ
「ジュニアヨット教室」参加者募集

期５月 27 日 （日） 10:00 〜 16:00 （予定） 所勝

浦浜海洋スポーツセンター （福津市） 対小学３

年生〜中学生の子どもと保護者定先着９組料

１人 1,000 円 （保険代含む） 〆５月 22 日 （火）

 申①住所②氏名③年齢④電話番号を明記して、

同センター  katsuura-kaiyo@lily.ocn.ne.jp

問同センター☎ （39） 3165

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 メイトム」

期６月５日 （火） 10:00 〜 12:00

所メイトム宗像・結工房料 200 円

●福祉ボランティア団体「花いちもんめ」が実

施。専門職員による相談コーナーもあり

問宗像市社会福祉協議会 ☎ （37） 1300

平成 30 年度調理師試験
 〈10 月 13 日（土）実施〉
 受験案内配布と申請受付

●申込期間＝６月25 日（月）まで＊詳細は宗

像・遠賀保健福祉環境事務所で配布の受験案

内か、公益社団法人調理技術技能センター HP

http://www.chouri-ggc.or.jp/09_chourishi.

htm で確認を問同事務所 ☎（36）2366 

県立古賀特別支援学校ボランティア
説明会を開催

期６月 12 日 （火） 10:00 〜 12:00 所同校

申 問同校 ☎ 092 （943） 8674 

①県戦没者追悼式②全国戦没者追悼式

① 期 ８月 15 日 （水）  所 県立福岡武道館 （福

岡市中央区）  対 先の大戦での福岡県出身の

戦没者と一般戦災死没者の遺族 定 900 人

料 無料 〆 ６月７日（木） 申 問 市高齢者支援

課 ☎ （36） 9288 ② 期 ８月 14 日 （火） 、同 15

日 （水） 所日本武道館 （東京都） 対先の大戦で

の戦没者、一般戦災死没者と原爆死没者の遺

族で初めて参加する人定 107 人料旅費の一部

補助あり〆６月１日 （金） 申 問▶市高齢者支援

課 ☎ （36） 9288 ▶原爆死没者遺族県原爆被害

者相談所 ☎ 092 （631） 1508

庭木の剪
せんてい

定と管理
「緑化講習会」受講者募集

期６月 16 日 （土） ① 9:30 〜 12:00 ② 13:30

〜 16:00 所宗像ユリックス定先着 25 人

料無料〆６月 15 日 （金） 

申 問県緑化センター ☎ 0943 （72） 1193

＊月曜日は休館

北九州市を拠点に活動の画家
「森山安英 解体と再生」

期 ５月 19 日 （土） 〜７月１日 （日） 9:30 〜

17:30 （入館は 17:00 まで） 所北九州市立美術

館本館 （北九州市戸畑区） 料▶一般＝ 1,100 円

▶高校・大学生＝ 600 円▶小・中学生＝ 400

円問同館 ☎ 093 （882） 7777

CAD ／ CAM 科他
「職業訓練生（７月入所生）募集」

期７月３日 （火） 〜 12 月 26 日 （水） 対ハロー

ワークに求職申込をしている人料無料（別途

教科書代など必要） 〆６月 13 日 （水）

問 ポリテクセンター福岡 ☎ 093 （641） 6909

＊施設見学会、説明会あり

専門的知識や技能を学ぶ「再就職希望者の
ための職業訓練（７月入所生）」募集

期７月３日 （火） 〜 12 月 21 日 （金） 対ハロー

ワークに求職申込をしている人料無料（別途

教科書代など必要） 〆６月 13 日 （水）

問 ポリテクセンター飯塚 ☎ 0948 （22） 4988

＊施設見学会、説明会あり

人権に関わるさまざまな悩みや問題を
気軽に相談「人権よろず相談所」開設

弁護士 ･ 人権擁護員が応対します

期６月１日 （金） 10:00 〜 15:00 ＊受付時間＝

9:30 〜 14:00  所宗像ユリックス

定相談時間＝ 1 人 20 分程度＊弁護士への相

談は先着 16 人 料無料

＊例年開催してい

る宗像地区「法務

相談所」を「人権

よろず相談所」に

改め開設します

問福岡法務局

☎ 092 （739） 4151

一言で　友達救う　『大丈夫』（正野快
かい

・日の里東小６年）

見たいもの　それはみんなの　ほほえむ姿（八尋釉
ゆ う り

理・河東小６年）

こころの栄養　たっぷりで　自分の人生すごそうよ（福崎海
み な ぎ

凪・大島小６年）

大丈夫？　その一言で　救われる（上野来
ら い き

稀・河東西小６年）

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ


