
1 木○
2 金○
3 土 なか森で遊ぼう（10：00～14：00）[自小]
4 日
5 月 休館日
6 火○小中一貫あいさつ運動
7 水
8 木○いきいき健康教室(14:00～15:30)
9 金○自由ヶ丘南子育てｻﾛﾝ（10：00～12：00）[自中]

役員会(13:30～)
市総合防災訓練
中高生の居場所づくり（19：30～21：30）[自中]

11 日 青少年育成部会役員全体研修会
12 月 休館日
13 火○ワクワクWORK（16日まで）
14 水

自由ヶ丘子育てｻﾛﾝ(10:00～13:00)
心配ごと相談（10：00～15：00）

16 金○
17 土 ふれあい自遊塾（9：00～12：00）[南４区公民館]
18 日 文化講演会（13：30～15：00）
19 月 休館日

Jまちカフェ（11:00～15:00)
放課後プレーパーク(15:00～17:00)[11号公園］

21 水 シルバーコーラス(10:00～11:30)
22 木○
23 金○健康づくり運動教室（13：30～15：00）
24 土 中高生の居場所づくり（19：30～21：30）[自中]

25 日 みんな集まれ！遊びの広場（13：30～16：30）
26 月 休館日
27 火○
28 水
29 木○男性料理教室
30 金○
      ◯印は資源物受け入れ実施日です　
 　火・木・金の週３回です。時間：１０時～１７時
　   《受け入れ５品目》
　  　①飲食物の缶（アルミ・スチール）
    　②プラスチック容器・包装
    　③白色トレイ
    　④ペットボトル
    　⑤紙パック
　      　お間違えのないように！！

10 土

20 火○

15 木○

すくすくコンサート

コミセンからの
コミセンへのお問い合わせ・お申し込みは、

火～日曜日の９時～１７時にお願いします。

☎３２－５５９４ FAX３５－３２５０

メール：jiyuugaoka-cc@oboe.ocn.ne.jp

《主催》ふれあい自遊塾の会

【日時】９月17日（土） 9：00～12：00

【場所】自由ヶ丘南４丁目公民館

＊自由学習 ＊マジックで遊ぼう

＊昔遊び ＊クロリティ（わなげ）

【持参するもの】

水筒・タオル・筆記用具・宿題など

★小学生対象

★事前申し込み、参加費は不要

【問い合わせ先】ふれあい自遊塾の会

会長 中島田 純一 ☎080-5245-1381

文化講演会
『神宿る島』宗像・沖ノ島

と関連遺産群について
《主催》公民館活動部会

身近にある世界遺産（暫定）を学ぶとともに、

“ふるさと・宗像”を感じましょう！

【日 時】９月１８日（日）13:30～15:00

【受 付】13:00～

【場 所】自由ヶ丘コミセン ホール

【参加費】無料

【問い合わせ先】自由ヶ丘コミセン

☎３２－５５９４
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行政書士による無料相談会
遺言作成、相続手続、その他ご相談ください。

＊お時間の都合がつかない場合もご連絡いた

だければ柔軟に対応します。

【日時】9/11(日) 10/9(日) 11/6(日)

毎月第2日曜(9:00～12:00)

【会場】自由ヶ丘コミセン

カルチャールームB

【主催】行政書士 梅﨑 元

【連絡先】 0940-33-7799

090-9796-4184

なか森で遊ぼう！
《主催》青少年育成部会

大好きな“なか森”へおいで～！

【日時】９月３日（土）10：00～14：00

【場所】自由ヶ丘小学校の校舎裏

＊雨天の場合は自由ヶ丘小学校体育館

バンブー広場で遊ぼう！
《 主催》青少年育成部会

【日時】10月1日（土）10：00～14：00

【場所】自由の森遊歩道南入口

＊雨天の場合は自由ヶ丘南小学校の体育館

【なか森・バンブー共通】

＊育成部会でご飯を準備します。

＊おにぎりを作って食べようね！！

＊就学前のお子さんが参加される場合は、

保護者同伴。

＊ケガと事故については自己責任のもと

でお願いします。

第４回 いきいき健康教室
《主催》ヘルス推進員

～笑いの中で心も体もリフレッシュ～

【日時】9月8日（木）

14:00～15:30（受付:13:３0～）

【講師】添田 譲二

【場所】自由ヶ丘コミセン・ホール

【持参するもの】

水筒・タオル・上靴・

動きやすい服装・筆記用具

【参加料】無料

【問い合わせ先】自由ヶ丘コミセン

☎32-5594

♪みんな集まれ！
遊びの広場♪

《主催》青少年育成部会

コミセンのホールで
思いっきり遊ぼう

【日 時】９月２５日（日）
1３：３0～1６：３0

【対 象】小・中・高校生
※未就学児は保護者同伴

未使用品の贈答品（器・タオル・

シーツ・石鹸・洗剤など）や料

理道具、小物手芸品など

＊衣類・書籍・食品は除きます。

※直接コミセンにお持ちくださる方は下

記日程にてお願いします。

10月2０日（木）13:00～17:00

（会議室Ｂ）

10月2１日（金）9:00～17:00

（和室A・B）

【問い合わせ】

福祉会 伊藤 ☎３５－６９８８

自由ヶ丘南小給食試食会
【日 時】10月13日（木）

12:00～14:00

【場 所】 自由ヶ丘南小学校２Ｆ和室

【参加費】 ２５０円

＊お釣りのないように。

【献 立】 お・た・の・し・み

【申込先】 杉山教頭 ☎35-4020

【申込締切】９月１２日（月）

自由ヶ丘文化まつり
フリーマーケットにご協力を！

《主催》食進会 自由ヶ丘支部

【日 時】 ９月２８日（水）９:３0～1３:０0

【場 所】 自由ヶ丘コミセン 調理室

【持参品】 エプロン・三角巾・ふきん・筆記用具

【参加料】 1組 ３００円（当日徴収）

【定 員】 先着２０組

【申し込み先】自由ヶ丘コミセン ☎ 32-5594

【締切日】 ９月２５日（日）

＊託児あります。（６ヶ月以上の乳幼児）

“幼児の食事作り”教室のご案内
～「まごはやさしい」・ランチプレートづくり～

まめ・ごま・わかめ・やさい・さかな・しいたけ・いも

有資格者によるパソコン教室
沢山の方々に支持されて15年、

頭の体操をしませんか？

安心して、何度でも繰り返

し、丁寧にご指導いたします。

◆個人に合わせた マン・ツウ・マ ン方式
◆一般向けword,Excel, ﾃﾞｼﾞｶﾒ、画像処理

◆就業支援・各自治会等文書なんでも支援

◆POP広告チラシ・デザイン・コース他。

【場所】自由ヶ丘コミセン H28.9.6(火)～

【時間】13：00～16：30（3回/月）

【申込先】福岡県地域IT指導者

中村 ☎080-3962-3117

第１４回宗像市地域交流
ソフトバレーボール大会

参加者募集！

【日時】 １１月６日(日)

９時受付 ９時３０分開会式

【会場】 宗像市民体育館

【申込方法】所定の用紙に必要事項を記

入の上、宗像市民体育館まで

【申込〆切】10月25日(火) FAX不可

【問い合わせ】山本（３２－６２１４）

村田（３６－８１２７）

＊市民体育館へのお問い合わせ

はご遠慮ください。

自由ヶ丘コミセン
施設定期利用申込受付

平成29年4月～32年3月の定期利用

申込みを下記の要領で受付します。

【受付期間】

10月1日(土)～11月25日(金)

＊先着順ではありません。

＊詳細は、9/1号回覧をご覧くださ

い。

【問い合わせ】

自由ヶ丘コミセン ☎32-5594

ふれあい自遊塾においでよ!!

各区会敬老会の日程
第１区会 9月14日（水）コミセン

第２区会 9月16日（金）コミセン

第３区会 9月17日（土）第３区会公民館

南第１区会 9月17日（土）コミセン

南第２区会 ９月22日（木）コミセン

青葉台第１・２区会
９月19日（月） 楠水閣

新刊のご案内
「陸王」 池井戸 潤

「長流の畔」 宮本 輝

「海の見える理髪店」 荻原 浩

ふれあいﾊﾞｽに乗ろう！ 9/20はバスの日です♪
たまには、ゆっくり、バスの窓から見える景色を

楽しみながら…。

路線・時刻などは時刻表をご覧ください。

宗像市ＨＰでも見ることができます。

新規会員

募集中

～未就園児のための

親子コンサート～
【日 時】10月11日（火）

10：30～11：15（開場10：00）

【場 所】自由ヶ丘コミセン

【対 象】未就園児とその保護者1名

先着30組

【出 演】中西 久美（フルート）

岡 直美（ピアノ）

【プログラム】

♪小さな世界

♪はらぺこあおむし 他

【参加費】無料

【受付開始】9月1日（木）～

【申し込み・問い合わせ先】

自由ヶ丘コミセン ☎32-5594


