
1 火 ○

2 水 子どもわくわくクッキング［要予約］(9:30～13:30)

3 木 ○

4 金 ○自由ヶ丘南子育てｻﾛﾝ（10：00～12：00）[自中]

5 土 役員会(13:30～)

6 日 わくわく教室（10：00～15：00）

7 月 休館日

8 火 ○

9 水

10 木 ○

11 金 ○

ふれあい自遊塾（9：00～12：00）[南４区公民館]

中高生の居場所づくり（19：30～21：30）[自中]

13 日 休館日

14 月 休館日

15 火 ○休館日

16 水

17 木 ○自由ヶ丘子育てｻﾛﾝ(10:00～12:00)

18 金 ○

19 土 運営委員会（13：30～）

20 日 Jまちカフェ（11:00～15:00)

21 月 休館日

22 火 ○

23 水

24 木 ○

25 金 ○健康づくり運動教室（13：30～15：00）

26 土 中高生の居場所づくり（19：30～21：30）[自中]

27 日 生ごみ堆肥化基礎講座[要予約](10:00～11:30)

28 月 休館日

29 火 ○

30 水

31 木 ○

      ◯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：10:00～17:00
　   《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！！
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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

コミセン休館日
8月13日（日）

～15日（火）

♪グループ、個人レッスン生を募集中♪

無料サックス体験レッスンを行います

まずはお電話にて

Cloud Nine of Music

田中 ☎080-7964- 9916

自由ヶ丘地区コミュニティ・センター

第1～4火曜日の１７：００～

50分のレッスンで、月１回からＯＫ

☆譜面が読めなくてもＯＫです。

☆楽器がない方は講師にご相談ください。

☆講師はシャ乱Ｑ「ズルい女」で

日本レコード大賞 最優秀編曲賞を受賞

わくわく教室 開催！！
《主催》青少年育成部会

【日 時】８月６日（日）10:00～15:00

＜午前＞楽しい９つの体験教室

（ビーズ教室・スライム作りなど）

＜午後＞ハネがなくても飛ぶ！円筒飛行機を作ろう

※昼食は、毎年大好評のカレーをふるまいます！！

【場 所】自由ヶ丘コミセン

【対象者】小・中学生

＊幼児は保護者同伴

【参加費】無 料

【問い合わせ先】自由ヶ丘コミセン ☎３２－５５９４

「自由の森遊歩道を守る会」
会員の募集です！

《主催》自由の森遊歩道を守る会
平成22年に開通した「自由の森遊歩道」は住宅地に近いとい

う立地もあり、森林浴や健康づくりとしてのご利用も年々増

加しています。しかし、60人で発足した会員も現在では３５

人になっています。活動の継続に向けてみなさんのボランティ

ア会員への参加・協力をお願いします。

＊毎月15日、1時間半程度の作業をしています。

＊年齢・性別は問いません。興味のある人は下記まで連絡し

てください。

【問い合わせ先】自由の森遊歩道を守る会

事務局 中山 瑞夫 ☎３３－８６2４

自由ヶ丘中学校給食試食会
《主催》自由ヶ丘中学校ＰＴＡ

【日 時】９月１４日（木）12：40～13：50（受付12：20～）

【場 所】自由ヶ丘中学校 ２階大会議室

【参加費】２９０円

＊当日徴収します。お釣りのないように。

【献 立】お・た・の・し・み （米飯給食）

【申込先】自由ヶ丘中学校 井上教頭 ☎３３－３７６７

【申込締切】8月19日(土)

ふれあい自遊塾においでよ！！
《主催》ふれあい自遊塾の会

【日 時】 ８月１２日(土) 9：00～12：00

【場 所】 自由ヶ丘南第4区会公民館

（保護者参加型）スカットボール・ソーメン流し

【持参するもの】 水筒・タオル・帽子

【参加費】 １００円

★小学生対象

★事前申し込みは不要

【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

One Day Market 出店者募集！
《主催》Jまちカフェ

あなたのステキな作品を展示販売してみませんか？
Ｊまちカフェふれあいコンサートと同時開催します

【日 時】 ９月２０日（水）10：30～14：30

【場 所】 自由ヶ丘コミセンホール

【参加費】 1区画 ５００円

【申込先】 自由ヶ丘コミセン ☎３２－５５９４

＊受付8月1日（火）～（先着20区画）

＊出店者説明会を9月8日（金）19：00～コミセンで行います。

平成２９年度「宗像市シルバー農園」利用者募集

オカリナ倶楽部
初心者からのオカリナレッスンです。

楽器が初めて、譜面が読めるか不安と

いう方でもご心配なく始められます。

お気軽にお問い合わせください。

【日時】毎月第２・４金曜日

1４：00～15：00

【場所】自由ヶ丘コミセン

カルチャールームＢ

【講師】長谷

【定員】１０人

【問い合わせ先】

☎090-8412-4436

生ごみ堆肥化講座

【日時】8月27日（日）10：00～11：30
【場所】自由ヶ丘コミセン ホール
【講師】ごみ問題を考える

住民の連合会・宗像
【申込先】自由ヶ丘コミセン

☎３２－５５９４

＊事前に申し込みが必要です。

◎受講された方にはダンボールコンポ

ストをプレゼント。

＊年度内で１世帯１基限り

◎受講料は無料。

◎10月1日（日）フォロー講座を開催

【問い合わせ先】環境課 ☎３６－１４２１

自由ヶ丘文化まつり
【11/4（土）、順延日11/5（日）】出店募集！！

屋台１２店 フリーマーケット８店

【募集内容】 自由ヶ丘・南郷地区シルバー農園 ３区画

【利用料】 1,200円/年間 （１区画30㎡）
【応募資格】 地区内に居住の概ね60歳以上の人
【申込先】 自由ヶ丘コミセンにて申込書を提出

【問い合わせ先】福祉会 山本 昌子 ☎３３－３３９７

2017年 8月号

バンブー広場であそぼう！
《主催》青少年育成部会

【日 時】９月２日（土）10：00～14：00（受付9：45～）

【集合場所】黙想の家「ザビエル聖堂の前」

＊雨天の場合は自由ヶ丘南小学校の体育館

【持参する物】お茶・タオル ※動きやすい服装・くつで

＊育成部会でご飯を準備します。自分でおにぎりを作って

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１区会 8月５日(土) 【順延日 8/6(日)】
アメニス公園（18：00～20：00）

南第１･２区会 8月5日(土)【順延日 8/6(日)】
１３号公園（17：30～20：30）

第３区会 ８月14日(月)【順延日 8/15(火)】

９号公園（19：00～21：00）

青葉台第１･２区会 ８月19日(土)【順延日 8/20(日)】
青葉台中央公園（15：00～20：20）

新刊のご案内

「嫁をやめる日」

垣谷 美雨

「孤道」

内田 康夫

「ドクター・デスの

遺産」

中山 七里

【募集期間】８月１日（火）～８月１８日（金）

【出店資格】地域住民・地元商工会を優先します。

＊先着順ではありません。

【出店条件】食品を扱う店に関しては、臨時営業許可が必要です。

【出 店 料】 テント・机・イスのレンタルにかかる費用の実費

をいただきます。

＊電源をご利用の方は、１ブース（テント半分）につき、

５００円加算します。

【申 込 先】コミセン窓口に申込書があります。（電話での受付不可）

＊出店申込書を提出されても出店を確約するものではあり

ません。出店多数の場合や内容が重複した場合は事務局

で調整させていただきます。

＊出店の可否については後日事務局より通知します。

【問い合わせ先】自由ヶ丘コミセン ☎３２－５５９４

＊９：００～１７：００ にお願いします。

家庭用燃やすごみ収集休み

8月13日（日）

～15日（火）

有資格者によるパソコン教室

夏休みは...。

コミセンへGo!

この教室は有資格者が指導

していますので、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・ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾋﾞﾃﾞｵ・ｽﾗｲﾄﾞ

【場所】自由ヶ丘コミセン H29.8.1(火)～

【時間】13：00～16：30

(3回/月 テキスト代込3,500円)

【申込先】福岡県地域IT指導者 中村

☎080-3962-3117

新規会員
募集中


