
一斉清掃

生ごみ堆肥化フォロー講座(10:00～11:30)

2 月 休館日

3 火○自由ヶ丘地区あいさつ運動

4 水
5 木○
6 金○

なか森で遊ぼう（10：00～14：00）[自小]

役員会(13:30～)

8 日 一斉清掃（予備日）

9 月 休館日

10 火○
11 水
12 木○いきいき健康教室(14:00～15:30)

13金○健康づくり運動教室（13：30～15：00）［３区会公民館］

ふれあい歩こう会（9：00～13：30）

ふれあい自遊塾（9：00～12：00）[南４区公民館]

運営委員会（15：30～）

15 日 白水池周辺クリーン作戦（10：00～11：00）受付9：30～

16 月 休館日

17 火○放課後プレーパーク(15:00～17:00)[11号公園］

18 水 シルバーコーラス(10:00～11:30)

19 木○自由ヶ丘子育てｻﾛﾝ(10:00～13:00)

20 金○ Jまちカフェ（11:00～15:00)

21 土＊
22 日 文化講演会（10：30～12：00）

23 月 休館日

24 火○
25 水
26 木○男性料理教室

自由ヶ丘南子育てｻﾛﾝ（10：00～12：00）[自中]

健康づくり運動教室（13：30～15：00）

28 土＊中高生の居場所づくり（19：30～21：30）[自中]

29 日
30 月 休館日

31 火

◯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

＊印は資源物回収サポート実施日です
　　ご登録いただいた方はご自宅まで回収に伺います。

　　詳しくは、自由ヶ丘コミセン　　　32-5594　まで

14 土＊

1 日

7 土＊

27 金○

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】10月1４日(土) 9：00～12：00

【場 所】 自由ヶ丘南４区会公民館

【内 容】 自由学習・外遊び（大縄跳び・ディスゲッター）

【持参するもの】

水筒・タオル・帽子・筆記用具・宿題など

★小学生対象

★事前申し込み、参加料は不要

【問い合わせ先】ふれあい自遊塾の会

中島田 純一 ☎080-5245-1381

コミセンからの

《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】10月12日（木）14：00～15：30（受付:13：３0～）

【講師】植村 美樹

【場所】自由ヶ丘コミセン ホール

【持参するもの】

水筒・タオル・バスタオル・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

新刊のご案内
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コミセンへのお問い合わせ・お申し込みは、
火～日曜日の9：00～17：00にお願いします。

ＴＥＬ：32-5594 FAX：35-3250
メール：jiyuugaoka-cc@oboe.ocn.ne.jp

お待たせしました

自由ヶ丘文化まつり
11月４日（土） 10：30～1８：00

【雨天の場合は11月５日(日)に順延】
場所：自由ヶ丘中央公園（白水池）

多彩なステージプログラムでまつりを盛り上げます！！
屋台・フリーマーケットコーナーも充実！！
たくさんのご参加をお待ちしています。
＊詳細は、１０/１５頃自由ヶ丘地区全戸配布の
『福引券つきチラシ』と『まつりあれこれ』を
ご覧ください。

自由ヶ丘文化まつり
フリーマーケットにご協力を！

第５回 いきいき健康教室のご案内

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】 毎月第2日曜（9：00～12：00）

10/８(日) 11/26(日) 12/10(日)

【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

【問い合わせ先】☎ 0940-33-7799

090-9796-4184

2017年 10月号

１０月の自由ヶ丘地区あいさつ運動は…。

１０月３日（火）７：２０～８：００頃

「宗像市シルバー農園」利用者募集

【募集内容】 自由ヶ丘・南郷地区シルバー農園１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

【申込み】 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

《主催》生活環境部会
【日 時】10月15日（日）

10：00～11：00（受付 9：30～）
【場 所】 自由ヶ丘中央公園周辺

＊公園内、池周辺の人工ゴミの収集
＊小雨決行
＊手袋・お茶・リサイクル石鹸を支給
＊終了後、豚汁があります（食進会）

【問い合わせ先】 自由ヶ丘コミセン
☎３２－５５９４

《主催》青少年育成部会

【日時】10月7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の体育館で行います。

＊昼食は、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。

なか森で遊ぼう！

「宮辻薬東宮」 宮部 みゆき 辻村 深月 薬丸 岳

東山 彰良 宮内 悠介

「いのち愛しむ、人生キッチン」 桧山 タミ

「続 ざんねんないきもの事典」 今泉 忠明

「AX アックス」 伊坂 幸太郎

♪あの日あの頃あの歌を

あなたも一緒に歌いませんか♪

♪ご見学もどうぞ♪
【日時】毎月第1・3土曜日

（10：00～12：00）
10/7（土）21（土）

【会場】自由ヶ丘コミセン
カルチャールームＡ

【講師】 牧 みどり
【問い合わせ先】☎ 090-3604-7012
【定員】 １０人

ナツメロ教室 あかいりんごの会

11/4（土）開催の自由ヶ丘文化まつりにてフリーマーケッ

トを開催します。未使用の贈答品（器・タオル・シーツ・

石鹸・洗剤など）や料理道具、手芸品など。

＊衣類・書籍・食品は除きます。

ご協力いただける方は、10/29（日）までに各地区の福祉

委員にご連絡ください。

※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。

1１月２日（木）13：00～17：00（和室A・B）

1１月３日（金） 9：00～17：0０（和室A・B）

【問い合わせ先】福祉会 鈴木 ☎090-2500-9013

民謡宗像楽謡会
お腹から大きな声で健康寿命を延ばしませんか？

声が出ない方、音痴と思われている方、丁寧に指

導します！11月19日（日）赤間コミセンにて、

第5回発表会を開催します。

ぜひ、ご来場され、みなさん一緒に唄いましょう。

先着100名様に軽食あり。入場無料です。

【日時】毎月第１.２.３火曜日13：00～15：00
【会場】自由ヶ丘コミセン

カルチャールームＡ

【講師】 民謡教授 畑 静代

【定員】 ５人

【問い合わせ先】☎ 0940-51-5168

090-9790-0190

オリンピックのメダルを作ろう!!
不要な携帯電話・スマートフォンの回収に
ご協力ください！

ご存知ですか？東京２０２０オリンピックの
メダルをリサイクル金属で作る“都市鉱山か
らつくる！みんなのメダルプロジェクト”
宗像市はこのプロジェクトに賛同します。
ぜひ、回収にご協力をお願いします。
【回収場所】
市役所本館1階（総合案内）・各コミセン・
宗像ユリックス・メイトム宗像・ グローバ
ルアリーナ・市民体育館など
【設置期間】

平成31年2月28日（火）まで
※データは消去してからボックスに投入して

ください。
※メダル製造の目途がついた場合、回収期間

内でも回収ボックスの設置を終了すること
があります。

白水池周辺クリーン作戦！！

祝世界遺産登録 文化講演会のご案内
～『神宿る島』宗像・沖ノ島をめぐって～

《主催》公民館活動部会

【日 時】10月22日（日）10：30～12：00

【開 場】10：00～

【講 師】西谷 正 海の道むなかた館長

【場 所】自由ヶ丘コミセン ホール

【参加費】無料

【申込先】自由ヶ丘コミセン ☎ ３２-５５９４

燃やすごみ収集（収集時間の変更）
１１月からごみの収集開始時間が変わります！

７：３０～収集開始
１１月１日（水）～平成30年２月２８日（水）


