
平成30年8月15日号むなかたタウンプレス❼

●集合場所　　　
　▶釣川河口両側海岸
　＊活動は、毎週日曜日8:00から約１時間
　　（雨天中止）
　▶深浜海岸（鐘崎から岡垣町の境に至る海岸線）
　＊活動は、毎月第４日曜日11:00から約１時間
　　（雨天中止）

問環境課☎（36）1421

　資源物受入日

　家庭の燃やすごみ量の推移

　海岸を散歩しながら
ごみ拾いをしてみませんか　

宗像市家庭用
燃やすごみ袋

●北側（宗像清掃工場前）
　▶土・日曜日9:00〜17:00
●西側（ゆ〜ゆ〜プール横）
　▶土・日曜日9:00〜17:00
　▶水曜日9:00〜19:00

【10月１日（月）まで】
●第４期国民健康保険税
　問国保医療課国民健康保険係

☎ （36）1363
●第３期後期高齢者医療保険料
　問国保医療課
　　後期高齢者医療係

☎ （36）1348
●第３期介護保険料
　問介護保険課介護保険係

☎ （36）4877

【献血】
▶宗像市役所
　期８月31日（金）＝
　　10:00 〜 16:00
▶サンリブくりえいと宗像
　期９月23日（日・祝）＝
　　10:30 〜 12:30
　　13:30 〜 16:00

▶宗像漁協大島支所
　期９月25日（火）＝
　　10:30 〜 12:00
　　13:00 〜 15:00
　対男性17〜69歳、女性18〜 
　69歳（65歳以上の人は、
　60歳代での献血経験者のみ）
　問健康課 ☎（36）1187

【宗像医師会病院健診センター
健康教室・健康相談 ( 無料 )】

期所９月13日（木） 
宗像地域医療センター （田熊）
▶健康教室＝14:00 〜 15:00
　（３階・講堂）
▶健康相談＝15:00 〜 16:00
　（２階・健診センター） 
問宗像医師会病院
　健診センター ☎（37）0007

●メイトム宗像休み＝
　９月１日（土）・２日（日）
●道の駅むなかた休み＝
　８月15日（水）・16日（木）・
　17日（金）・27日（月）、
　９月25日（火）
●９月の市民図書館休み
▶全館＝27日（木）
▶えほんのへや＝
　１日（土）・２日（日）
▶中央館、深田分館＝
　３日（月）・10日（月）・
　18日（火）・25日（火）・
▶須恵分館＝３・10・17・24日
　 　　　　  （いずれも月曜日） 
●９月の宗寿園休み
　２日（日）・９日（日）・
　16日（日）・17日（月・祝）
　23日（日・祝）・
　24日（月・振休）・30日（日）

●累計
　▶参加人数=113,736人
　▶収集量＝28,359袋

●平成30年６月
　▶参加人数＝60人
　▶収集量＝112袋

　海岸線清掃活動「クリーンアップむなかた」の 
平成30年６月までの清掃状況を紹介します。

平成30年６月　1,440ｔ
６月前年度比　51ｔ
前年度累計比　4ｔ

ありがとう　そのひと言が　励みです（山口　彩
あや

・河東中２年）
知っても　止めなかった無関心が　一番怖い（白石棋

き ひ と

仁・日の里中２年）
逃げないで　「関係ない」の　一言で（杉山ふたば・自由ヶ丘中２年）
おはようと　あいさつかわし　笑顔咲く（権田光

み こ

虹・玄海中２年）

お魚さばき教室参加者募集

期 ９月６日（木）9:30 〜 12:00 ＊申込受付は

８月18 日（土） 〜所メイトム宗像定先着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

宗像地区 「同和」 教育研究集会
「～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」

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

高齢者の権利を守るための
演劇「いつまでもここで暮らしたい」
講演会「自分らしく生きるために」

期９月２日（日）▶14:00 〜 15：15 赤間西地

区住民の演劇、講演●講師＝酒井久仁子さん（社

会福祉士・主任介護支援専門員）▶15:15 〜地

域包括支援センターの相談コーナー

所赤間西コミセン料無料＊事前申込不要

問赤間西コミセン ☎（38）9506

講演会「みんなで語り合おう～これからの
人生を豊かにする方法～どんなときも、
笑顔で支えあえる２つのステップ～」

期▶10 月20 日（土）▶11 月10 日（土）

＊各日13:30 〜 16:00 ＊いずれか１日のみ参

加可所宗像地域医療センター・３階講堂

対市民 定先着30 人程度 料無料 〆９月14 日

（金）託無料（事前申込必要）

申宗像医師会在宅医療連携拠点事務室（むーみ

んネット） ☎（37）5020、上記応募事項を明記し

てＦ（37）5021 か  mumin-net@munakata-

med-hp.gr.jp 問同会事務室 ☎（37）5020

「職場のハラスメント集中相談会」
パワハラ、セクハラ、マタハラなど
電話・面談で受付 （秘密厳守）

期９月12 日（水）、同13 日（木）9:00 〜 20:00

（受付は 19:30 まで）●弁護士相談＝同13 日

（木）15:00 〜 19:00 所県福岡労働者支援事務

所（福岡市）料無料

問  同事務所 ☎092（735）6149

シルバーパソコン教室
ワード・エクセル初級ゆっくりコース

期９月６日（木） 〜 11 月８日（木）＊毎週木曜日

13:00 〜 15:00（全10 回・継続あり）

＊やり直し、実用など他クラスあり

所シルバー人材センター （赤間）対 55 歳以上

料 5,500 円＊別途テキスト代必要

〆９月３日（月）申 問同センター ☎（33）1151

宗像市シルバー人材センター
９月の入会説明会

期 所▶５日（水）・19 日（水） ／東郷コミセン

▶６日（木）・20 日（木） ／河東コミセン

▶12 日（水）・26 日（水） ／同センター

＊いずれも 13:30 〜対 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

秋季軟式野球大会参加チーム募集

期９月２日（日） 〜同23 日（日・祝）間の土・日曜

日、祝日所市内各球場対市民＊各自傷害保険に

加入を料一般（5,000 円）、小・中学生（1,000 円）

申 ８月27 日（月）18:30 から実施するメイト

ム宗像での監督会議で申込を問宗像市軟式野

球連盟事務局（梶谷） ☎（32）8891

「ハロートレーニング～急がば学べ～」
公的職業訓練

　希望職種への就職やキャリアアップのための

さまざまな分野のコース（ものづくり、事務、介

護サービス、ＩＴ関連、他）を実施＊受講や説明

を希望する人は問い合わせを

問ハローワーク福岡東 ☎092（672）8609

雇用状況と生活水準を向上するため
目標に向かう女性を支援

「女性のための教育・訓練賞」募集

対家計を支えながら高校・大学・専門学校・職業

訓練校などに在籍中か入学許可を持ち、経済的

支援を必要とする女性＊1 人10 万円支給

定１人〆９月15 日（土）申 問国際ソロプチミ

スト宗像（黒木） ☎（36）5057

平成 30年度宗像地区消防本部
消防吏員採用試験案内

期 10 月14 日（日）定６人程度採用

申８月９日（木）〜９月５日（水）＊詳細は同消

防本部 HP http://www.munakata119.jp で確

認を問同消防本部総務課 ☎（36）2872

カメラ・撮影の初心者、スマホ写真も丁寧
に指導「自由ヶ丘写真クラブ員」募集

期毎月第２、第４金曜日所自由ヶ丘コミセン、

他料 1,000 円／月申 問自由ヶ丘写真クラブ

 ☎（51）4325 Ｆ（51）3779

宗寿園９月のイベント情報

期▶舞踊＝11 日（火）、12 日（水）、19 日（水）、

20 日（木）、26 日（水）▶カラオケ＝８日（土）

▶囲碁＝14 日（金）▶剣舞＝28 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
「生命保険」ホントの話

期８月24 日（金）19:00 所メイトム宗像 定先

着10 人料 300 円〆８月23 日（木）17:00 まで

申 問ボランティア団体がんばれ宗像 !!

 （後藤） ☎080（1704）5616

乳ガン啓発セミナー
～予防について・体験者講話・椅子ヨガ体験・
自宅でできる簡単リンパセルフケア～

期９月９日（日）13:30 〜 16:00（13:15 受付）

所メイトム宗像対 20 歳以上の女性

定先着30 人料 300 円申①氏名②参加人数③

電話番号を明記して▶ yoga.prari@gmail.

com▶☎090（2858）0242（太田）

問宗像市ボランティア団体すこやかライフサ

ポーター ☎（前述）

「不登校を考えるかたつむりの会」
臨床心理士や経験者との茶話会

 

期９月１日（土）10:00 〜 12:00 所東郷コミセ

ン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

施 設

健 康

納 期


