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食廃油を再利用した
 「リサイクル石けんミニ講座」

期６月18 日（月）10:00 ～ 12:00 所エコロ館

（市役所西門そば）定先着15 人（応募が３人未

満の場合は中止）料無料託無料（５カ月～未就

園児）＊託児は６月８日（金）までに事前申込必

要＊汚れてもよい長袖の服装、エプロン、空の牛

乳パック（１ℓ）２個の持参を。石けんは持ち帰

り可申 問むなかた「水と緑の会」事務局（環境課

内）☎（36）1421

雑貨、洋服、お菓子などを販売
「手作り One day market（vol.7）」

期６月10 日（日）10:00 ～ 15:00 所赤間コミ

セン＊ワークショップや喫茶コーナーもあり

問赤間コミセン ☎（39）7051

親子で遊ぼう！「きらきらくらぶ」
水遊び用おもちゃ製作

期６月21 日（木）9:50 所みつぼし幼保園

対未就園児と保護者定先着15 人料無料

＊お茶の持参を〆６月19 日（火）＊詳細は同園

HP http://www.mituboshiyouhoen.com/ で

確認を問同園☎（48）9022

第 30 回宗像 ・ 福津 ・ 古賀 ・ 新宮地区母親大会
〜こどもたちにいのち輝く平和な未来を〜

期６月17 日（日）13:00 ～ 16:00 所リーパス

プラザこが（古賀市）料 500 円

＊無料保育あり（事前申込必要）問同大会実行

委員会（川内）☎080（6174）9591

新しい特産品を開発してみませんか？
「特産品開発経費の一部を助成します」

●助成対象要件＝宗像か福津市産の農産物を

主材料にしていること、他●助成金＝上限20

万円 〆６月18 日（月）申必要書類をむなかた

地域農業活性化機構に提出＊詳細は、同機構

HP http://i-mra.jp/blog/2018/04/post-250.

html で確認を問同機構 ☎（36）7883

お魚さばき教室参加者募集

期６月12 日（火）9:30 ～ 12:00、同28 日（木）　

13:00 ～ 15:30 所メイトム宗像定先着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

初心者歓迎「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●指導＝巻桔
ききょう

梗料 500 円／月申 問同会

（巻）☎090（8393）3299

富士登山や野外活動で全国の
仲間と共に学ぶ「青少年国際交流キャンプ」

期７月31 日（火）～８月４日（土）所静岡県立

朝霧野外活動センター対小学３年～中学生定

先着100 人〆７月５日（木）＊詳細は公益財団

法人国際青少年研修協会 HP http://www.kskk.

or.jp で確認可申 問同会 ☎03（6417）9712

ひとり親家庭のための就業支援講習会
「医療事務」

期７月６日（金） ～８月３日（金）のうち指定さ

れた月・火・金曜日の 12 日間（9:30 ～ 15:30）

所県直方総合庁舎定書類選考で 15 人料無料

（別途、自己負担あり）託無料〆６月20 日（水）

申 所定の申込書を提出＊詳細は、HP http://

www.fukuoka-kenboren.jp/support_

session/iizuka.html で確認を＊申込書は、子

ども家庭課（西館１階）でも入手可

問ひとり親サポートセンター （飯塚ブランチ）

☎0948（21）0390

気軽に相談してください
県が設置する「就職支援センター」

▶若者しごとサポートセンター ☎092（720）

8830 ▶30 代チャレンジ応援センター ☎092

（720）8831 ▶中高年就職支援センター ☎092

（292）9250 ▶子育て女性就職支援センター 

☎092（725）4034 ▶障害者就業・生活支援

センターはまゆう ☎（34）8200 ＊その他相談 

窓口あり問県労働政策課 ☎092（643）3592

40 〜 64 歳の求職者向け無料セミナー

▶介護職員初任者研修期７月３日（火） ～８月

10 日（金）所福祉研究カレッジ天神校（福岡市）

定 抽選で 24 人 〆 ６月25 日（月）問 県中高年

就職支援センター☎092（477）6088

▶２日間就職支援セミナー期６月26 日（火）、

同27 日（水）10:00 ～ 15:00 所 市役所北館・

204 会議室＊履歴書、筆記用具の持参を

申 問県中高年就職支援センター 

☎092(433)7780

事業主のみなさん 「労働保険料の申告と納付
など年度更新の手続き」 をお願いします

期６月１日（金）～７月10 日（火）

所最寄りの金融機関、労働基準監督署、他

＊申告は電子申請や郵送も可

問福岡労働局総務部☎092（434）9833

福岡県介護支援専門員実務研修受講試験の
受験申込書を配布中

所 市介護保険課17 番窓口＊詳細は、市 HP →

「健康・保険・福祉・子育て」→「年金・医療・介護」

→「介護保険」か、（公社）福岡県介護支援専門員

協会 HPで確認を〆６月26 日（火）消印有効申

同協会 ☎092（431）4590 問市介護保険課介護

保険係 ☎（36）4877

県グローバル青年の翼参加者募集

期 ９月上旬～平成31 年３月下旬＊海外研修

は、11 月４日（日）～同11 日（日）所マレーシ

ア、ミャンマー 対 18 ～ 35 歳の県民（平成30

年４月１日現在）定 24 人 料▶一般（12 万円）

▶学生（10 万円）〆６月28 日（木）＊詳細は、県

HP http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents 

/globalandlocalleadershipprogram2018.

html で確認を

問県青少年育成課☎092（643）3386

ファイナンシャルプランナー２級、
パソコン （エクセル、イラストレーター）

などの講習受講生募集

期７月中旬から 所福岡地区職業訓練協会、他

料 26,000 ～ 30,000 円 申 ６月４日（月）から

申 問同協会 ☎092（671）6831

①住宅CAD科、 他  ②ものづくりCAD科、 他
「職業訓練生（８月入所生）募集」

●申込期間＝①６月８日（金） ～７月13 日（金）

②６月１日（金） ～７月13 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）＊施設見学会、体験会あり

問①ポリテクセンター福岡 ☎093（641）6909

②ポリテクセンター飯塚 ☎0948（22）4988

明るく楽しく学ぶ消費者講座
高齢者の食事について

「食で元気にバランス食生活」

期６月19 日（火）10:00 ～ 12:00

所赤間西コミセン対市民定先着50 人

料無料〆６月15 日（金）申 問宗像市消費者

交流会（生
い き み

見）☎（37）2585

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

【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


