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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。

自然豊かな空間で安らぎのある暮らし自然豊かな空間で安らぎのある暮らし
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見学・相談会開催中！

（広告）
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医師らが肢体不自由の補装具に関する
相談などを受け付けます

期 ９ 月 ４ 日（ 火 ）9:30 〜 11:30、12:30 〜

14:00 所市役所北館１階・103 会議室 〆８月

３日（金）＊補装具の交付・修理は事前申込必要

＊電動車椅子、座位保持装置、重度障害者用意思

伝達装置は相談のみ●持参品＝▶印鑑▶身体障

害者手帳▶再交付の場合は前回交付補装具▶修

理の場合は修理が必要な補装具

申 問福祉課 ☎（36）3135 Ｆ（36）5856

「～むなかたに人権の輪を～差別の現実に
学ぼう・若い世代とともに学ぼう」
宗像地区 「同和」 教育研究集会開催

期９月２日（日）所日本赤十字九州国際看護大

学・オーヴァルホール、他料 500 円問同実行委

員会（新谷）☎090（9565）0368

「健康長寿特別講演会」でロコモ予防運動と
長尾和宏さんの講演「平穏死 10 の条件

～穏やかな最期を迎えるために～」

期９月28 日（金）13:00 〜 15:30 所アクロス福

岡（福岡市）定 900 人料無料＊入場整理券必要

申 問同講演会受付事務局  0120 （50） 1679

①「８ ・ ６むなかた平和のつどい」参加者募集
②ボランティアスタッフ募集

【①平和のつどい】期 ８月５日（日）14:00 〜

16:00 所宗像ユリックス

●講師＝高校生平和大使料無料

【②布芝居の色塗りと当日準備スタッフ募集】

対７月24 日（火） 〜８月５日（日）に参加できる

小学生以上〆７月20 日（金）

申 問同つどい実行委員会 ☎（36）2203

中卒程度認定試験願書受付

期８月20 日（月）〜９月７日（金）

対やむを得ない理由で義務教育諸学校への就

学義務を猶予か免除された人

＊試験日＝10 月25 日（木）

問 県教育庁教育振興部義務教育課学事企画

係 ☎092（643）3908

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
世界遺産登録一周年記念水彩画展

期７月31 日（火）までの 9:30 〜 17:00 ＊日曜

日、祝日、７月14 日（土）、同28（土）は休館

所旧御
みくりや

厨耳鼻咽喉科（田久）問 NPO 法人「丘の

上の街」地域ふれあいサロン☎（51）4325

夏休み犬の育て方セミナー
「モデル犬を使っての実技と

犬の問題行動の講習」

期 ８月２日（木）13:30 〜 16:00（13:00 受付

開始）所県宗像総合庁舎１階定先着30 人料無

料〆７月27 日（金） 申 問県宗像・遠賀保健福祉

環境事務所 ☎（47）0344

宗像市シルバー人材センター８月入会説明会

期 所▶１日（水）／東郷コミセン

▶２日（木）・16 日（木）／河東コミセン

▶８日（水）・22 日（水）／同センター

＊いずれも 13:30 〜

対おおむね 60 歳以上の市民問公益社団法人

宗像市シルバー人材センター ☎（33）1151

研究テーマの成果をグラフなどであらわす
「統計グラフコンクール」作品募集

対 小学生以上 〆 ９月５日（水）申 B2 用紙

(72.8㎝×51.5㎝ ) を 使 用した作品を郵送

（〒810-0001 ／福岡市中央区天神1-8-1 ／

県統計協会福岡支部福岡市総務企画局企画調

整部統計調査課あて）＊詳細は、ふくおかデー

タウェブ HP http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

dataweb/ で確認を

 問県統計協会 ☎092（711）4081

大迫力の 1000m ナイアガラ花火と
6000 発の花火が夜空を彩る
「のおがた夏まつり 2018」

期７月29 日（日）＊20:00 〜花火大会

＊予備日＝７月31 日（火）、８月６日（月）

所直方リバーサイドパーク（遠賀川河川敷）

問直方商工会議所 ☎0949（22）5500

福岡県美術展覧会（９月開催）出品者募集

対日本画、洋画、彫刻、工芸、写真、デザイン

料▶一般（4,000 円）▶高校・大学生（3,000 円）

〆８月４日（土）、同５日（日）10:00 〜 17:00

申作品、出品申込書、出品料を県立美術館（福岡

市）へ搬入問同美術館 ☎092（715）3551

①「紙飛行機・凧・紙折り飛行機・竹とんぼ」
　　を自分で作って元気に遊びましょう !
②スペースシャトル型折り紙飛行機教室

①期７月28 日（土）・29 日（日）、８月１日（水）

〜同15 日（水）10:00 〜 16:00 ＊ ８ 月 ５日

（日）・11 日（土・祝）・12 日（日）は午後から開

始 所いせきんぐ宗像 料 150 〜 500 円 〆参加

日の２日前まで② 期 ７月31 日（火）10:00 〜

12:00、13:00 〜 15:00 所メイトム宗像

料 500 円＊作り方を覚えて今年開催の子ども

まつりでリーダーとして参加可申 問日本紙飛

行機協会宗像支部（堀） ☎090（4426）2162

まちの伝言板
詳細は各問い合わせ先へ

望む声　その子の気持ち　感じよう（井上由
ゆ ら

羅・吉武小５年）
「言わないで」　その一言が言えなくて（上田翔

しょうた

太・日の里西小５年）
その言葉　ちゃんと選んで　言ってみよう（小早川聖

せ い あ

愛・地島小５年）

「おもちゃ花火は危険物」です
ルールを守って楽しく遊びましょう

●注意事項＝▶時間と場所は他の迷惑にならな

いようにしましょう▶事前にバケツと水を用意

しましょう▶風向きを考えて煙で迷惑にならな

いようにしましょう▶花火のごみは必ず持ち帰

りましょう

問県商工部工業保安課 ☎092（643）3439

乳がん椅子ヨガ講座と参加自由の茶話会

期７月19 日（木）、８月30 日（木）10:30 〜 12:00

（受付は 10:15 まで）＊平成31 年３月まで毎月

実施予定所メイトム宗像対乳がん罹
り か ん

患者

定先着20 人料 500 円申開催前日までに①氏

名②メールアドレス③電話番号を明記して

pranarika15yoga@gmail.com（電話で申

込も可）問宗像市ボランティア団体すこやかラ

イフサポーター（太田） ☎080（6453）2089

写真展「岩
いわごう

合光昭の世界ネコ歩き」

期８月26 日（日）まで 9:30 〜 17:30（入館は

17:00 まで） 所北九州市立美術館本館

料▶一般＝1,000 円▶高校・大学生＝600 円

▶小・中学生＝400 円問同館 ☎093（882）7777

宗寿園８月のイベント情報

期▶舞踊＝20 日（月）、22 日（水）、25 日（土）

▶夏祭り＝18 日（土）▶囲碁＝10 日（金）

問同園 ☎（33）2761

 アナタは知らない!暮らしのお役立セミナー
「住まいの保険(火災保険 ･ 地震保険)」活用編

期７月23 日（月）19:00 〜所メイトム宗像

定 10 人料 300 円〆７月22 日（日）

申 問ボランティア団体がんばれ宗像 !!（後藤）

☎080（1704）5616

 福祉のしごと就職フェア 2018 
in FUKUOKA

期８月４日（土）11:00 〜 16:00

所クローバープラザ（春日市）

対社会福祉施設などへの就職希望者料無料

託無料（３カ月〜未就学児）＊事前申込必要

申 問県社会福祉協議会 ☎092（584）3310

「福岡県町村会職員採用試験」
行政事務（大学卒業程度）

期試験日＝９月16 日（日）〆８月10 日（金）

所福岡県自治会館（福岡市博多区）

対平成４年４月２日〜平成９年４月１日生まれ

定１人問県町村会 ☎092（651）1121


