
1 月 休館日
2 火 ○ 自由ヶ丘地区あいさつ運動(7:20～8:20)

3 水 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｵｰｷﾝｸﾞ(13:30～14:30)[自由ヶ丘中央公園]

4 木 ○
5 金

作品展/1日目(10:00～17：00)

役員会(13:30～)

作品展/2日目(10:00～15：00)

芸能祭

8 月 休館日
9 火 ○
10 水 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｵｰｷﾝｸﾞ(13:30～14:30)[自由ヶ丘中央公園]

11 木 ○ いきいき健康教室（14：00～15：30）

自由ヶ丘南子育てｻﾛﾝ[自中]

健康づくり運動教室 (A/Ｂ合同)13：30～15：00

13 土 ＊ 中高生の居場所づくり（19：30～21：30）[自中]

14 日 ○
15 月 休館日
16 火 ○ 放課後プレーパーク(15:00～17:00)[11号公園］

元気づくり歌の会（10：00～11：30）

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｵｰｷﾝｸﾞ(13:30～14:30)[自由ヶ丘中央公園]

18 木 ○ 自由ヶ丘子育てｻﾛﾝ

19 金 男性だけの健康づくり運動教室（13：30～15：00）

20 土 ＊ なか森で遊ぼう（13：00～16：00）[自小]

21 日 ○
22 月 休館日

男女共同参画 講座(13:30～15:30)

放課後プレーパーク[青葉台北公園］

24 水 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｵｰｷﾝｸﾞ(13:30～14:30)[自由ヶ丘中央公園]

25 木 ○
26 金 健康づくり運動教室 (A/Ｂ合同)13：30～15：00

27 土 ＊ 中高生の居場所づくり（19：30～21：30）[自中]

28 日 ○ コミセンホール開放（13：30～16：30）

29 月 休館日
30 火 ○

6 土 ＊

23 火 ○

7 日 ○

12 金

17 水

お休み

中止

◯印は資源物受け入れ実施日です
火・木・日の週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有料で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

※感染防止の為、行事などが中止になる場合があります。

最新の情報は、コミセンホームページをご確認ください。

中止

中止

おトクに市内事業者を応援できる、先払い制

のプレミアム３０％付き応援チケット『宗像を

元気にしタイ！券』を発行します。クラウドファ

ンディングサイト『campfire（キャンプファ

イヤー）』を通じて、参加店舗の中から店舗を

決めて1口5,000円ご支援(申込)をいただくと、

30％のプレミアを付加した商品券(1口あたり

6,500円分)がお手元に届きます。

お一人様20口、10万円まで支援可能。詳し

くは宗像市ホームページでご確認下さい。

■今後のスケジュール

クラウドファンディング支援期間：

11月30日23時59分まで

商品券発送期間：令和4年1月下旬

商品券利用期間：令和4年2月1日から同5月31日まで

コミュニティからの

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。

電話３２－５５９４ FAX３５－３２５０

メール：jiyuugaoka-cc@oboe.ocn.ne.jp2021年 11月号

おしらせ

なか森で遊ぼう！

【日時】11月20日（土）13：00～16：00

【場所】自由ヶ丘小学校の校舎裏（なかよしの森）

＊昼食のふるまいはありません。

＊雨天の場合は自由ヶ丘小学校の体育館で行います。

＊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。

《主催》青少年育成部会

＊マイスリッパ（靴袋）の持参
＊マスクの着用

＊入館時に必ず検温、手指消毒

＊来館者受付表の記入
＊飲食はできません

＊小中学生の貸館利用は、保護者の許可が必要

※状況に応じて内容を変更することがあります。

コミセンご利用上のお願い

プロジェクト第３弾

コミセンのホールで遊ぼう！！

【日時】11月28日（日） 13：30～16：30

【場所】 自由ヶ丘コミセンホール

【対象】 小・中・高校生（未就学児は保護者同伴）

※卓球・ニュースポーツなどを用意しています。

燃やすごみ収集（収集時間の変更）

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（月）～令和4年２月２8日（月）

問い合わせ先 環境課 ☎ 36－1421

いきいき健康教室
～リンパの流れをよくして

免疫力を元気にする～

《主催》ヘルス推進員
【日時】11月11日（木）

14：00～15：30（受付：13：30～）

【講師】 四元 涼子

【場所】 自由ヶ丘コミセン ホール

【持参するもの】

マスク・水筒・タオル・上靴

動きやすい服装・筆記用具

【参加費】無料

※参加地区を分けてご案内をしていましたが、合同でおこ

ないます。

１１月 「森美会」
自由ヶ丘コミセン２階にて、
絵画・写真・書道などの展示をおこなって
います。どうぞご自由にご覧ください。

当初予定されていました10月30・31日の作品展は、衆

議院議員総選挙投票日と重なったため、次のように日程が変

更となりました。

【日時】11月6日（土）10：00～17：00

11月7日（日）10：00～15：00

【場所】自由ヶ丘コミセン ホール

【内容】

★コミセン利用サークルの作品展示

★第5回自由ヶ丘地区絵画コンクール（自小・南小）

★自由ヶ丘中学校展示（美術部）

「作品展」日程の変更
《主催》Jまちカフェ

コロナで長い巣ごもり生活から、ようやく緊急事態宣言が

解除になりました。地域のみなさんに元気をと、チューバと

ピアノによるコンサートを開催します。

【日時】12月21日（火）

13：00 開場 13：30 開演

【場所】 自由ヶ丘コミセン ホール

【出演者】チューバ 丸太友博（九州管楽合奏団団員）

ピアノ 池田実世

【参加費】無料

【定員】70人

【申込み方法】※①か②のいずれか

①ハガキにて郵送（住所 氏名 年齢 電話番号）を記入

※ハガキ1枚につき1人

宛先 「〒811-4163 自由ヶ丘3-12-11

自由ヶ丘コミセンＪまちカフェクリスマスコンサート係」

②コミセン窓口にて所定の申込用紙に記入

【申込〆切】11月20日（土）

☆電話での申し込みはできません。

☆申し込み多数の場合は、抽選。当選者には、ハガキ

で通知します。当選ハガキが入場券となります。

※コロナの状況により中止となる場合があります。

Jまちカフェ クリスマスコンサートの開催

男女共同参画推進会講座のご案内
《主催》自由ヶ丘男女共同参画推進会

《共催》宗像市男女共同参画推進センター

身近に感じよう！男女共同参画

プチシネマ上映・講話「カンパニュラの夢」

～超高齢化社会とひきこもりについて考える～

【日時】11月23日（火・祝）13：30～15：30

【場所】自由ヶ丘コミセン ホール

【講師】富永 桂子

（NPO法人ジェンダー平等福岡市民の会 理事）

【申込み先】自由ヶ丘コミセン ☎32－5594

※コロナ禍の中、参加人数を30人とさせていただきます。

※申込〆切 11月13日（土）

男女共同参画社会を推進するため、是非ご参加ください。

地区料理教室 ～食べて筋力アップ～

《主催》食進会 自由ヶ丘支部
【日時】12月2日（木）9：30〜13：00

【場所】自由ヶ丘コミセン 調理室

【メニュー】栗ごはん、揚げない油淋鶏、パプリカのナムル

青梗菜と舞茸の中華スープ、豆乳きなこプリン

【参加費】1人300円（当日受付時）

【持参品】エプロン、三角巾、ふきん2枚、筆記用具、

持ち帰り用の容器

【定員】20人

【申込先】自由ヶ丘コミセン ☎ 32－5594

【申込〆切】11月20日（土）

支援ページ

店舗一覧

参加サークル【順不同】

グループ森都（油絵・水彩画・その他）

アトリエ自由ヶ丘水彩画クラブ（水彩画）

新日本婦人の会 絵手紙小組（絵手紙）

きさらぎ会（書道） 日本習字 翠光教室（書道）

森林都市俳句会（俳句） 自由ヶ丘写真クラブ（写真）


