おしらせ

コミュニティからの
2022年

＊コミセン休館日
12月27日(月)～1月4日(火)
＊燃やすごみ収集休み
１月1日(土)～1月3日(月)

1月号

青少年育成部会からのお知らせ

コミセンで「寺子屋」がスタートします！

《主催》青少年育成部会

《主催》青少年育成部会
自由ヶ丘コミセンで、1月より「寺子屋」事業を開催します。

自由ヶ丘子育てサロン

お子さんが学習でつまずいた所などの支援をします。元教師が
支援を担当します。（塾ではありません）
【日 時】１月 ８日 15日 22日 29日（土）
13：00～16：00
【場 所】自由ヶ丘コミセン 2階 会議室Ｄ
【対 象】小学生
【持参する物】勉強道具、マスク、上靴
【問合せ先】自由ヶ丘コミセン ☎32－5594
※時間内は、いつ来てもいつ帰ってもＯＫです。
※送迎をされる場合は、お子さんとお迎えの時間を約束し
てください。

下記の日程にて子育てサロンを再開します。
先着5組限定のため、事前に申し込みが必要で
す。
【日 時】1月23日（日）10：00～12：00
【場 所】コミセン ホールB
【対 象】未就学児と保護者
※就学された兄弟・姉妹の参加は不可です
【問合せ・申込み先】自由ヶ丘コミセン ☎32－5594
※先着5組
※飲食は禁止です
※マスク着用、スリッパ持参

なか森で遊ぼう！

～未就園児のための親子コンサート～
≪主催≫宗像ユリックス
コミュニティ運営協議会
毎月大好評のすくすくコンサート、２月は自
由ヶ丘コミセンで開催します！お子様のコンサー
トデビューに、保護者同士のお友達づくりに、
すくすくコンサートに来てみてはいかがですか？
親子で楽しめる曲をたくさん用意しています！
人気公演ですので、お申し込みはお早めに♪
時】 ２月24日（木）
10：30～11：15（45分） 開場10：00
【場 所】 自由ヶ丘コミセン
【出 演】 近藤史明（ギター）＆ 安田梨香（ピアノ）
【対 象】 未就園児１人につき保護者１人入場可能です。
＊先着10組（定員になり次第、受付終了）
＊新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、
通常より人数を制限して開催します。
【料 金】 無料
【受 付】 １月７日（金）～１月30日（日）＊月曜休館
【問合せ・申込先】自由ヶ丘コミセン ☎32－5594

市県民税申告について
（例年と異なります、必ず確認してください）

申告される方は必ずお読みください
新型コロナウイルス感染症対策のため、市役所およびコミセンで
の市県民税申告書の対面受付は行いません。郵送提出、もしくは市
役所、コミセンに設置する投函箱(注1)への提出で、簡単に申告ができ
ます。提出方法などについての詳細は、市ＨＰもしくはタウンプレ
ス1/15号をご確認ください。(注１)投函箱は常設ではありません。
《注意事項》
・待合や記入スペースはありませんので、必ず事前にご自宅での
提出準備をお願いします。
・所得税の確定申告は受付できません。

投函箱設置場所：自由ヶ丘コミセン入口付近
投函箱設置日程：２月２日(水) 9：00～11：30

休館日
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初日の出を拝みましょう （7：30頃）［自由の森遊歩道］

日
休館日
月
休館日
火 ○ 休館日
ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｵｰｷﾝｸﾞ[自由ヶ丘中央公園]
水
木 ○
金
新春の集い

【日
【場

時】1月22日（土）13：00～16：00
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。

コミセンのホールで遊ぼう！
【日 時】1月23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。

有料広告

お問い合わせは各サークルへ

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・４日曜日
9：00～12：00
1/9 1/23 2/13 2/27
3/13 3/27
【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
【問合せ先】☎0940－33－7799
☎090－9796－4184

新刊のご案内
「星を掬う」
「民王 シベリアの陰謀」

町田 そのこ
池井戸 潤

®受講生募集®
シニアのための脳トレピアノ®
～初心者の方は、指1本から♪～
憧れの曲が弾けるようになります。
歌ったり、身体を動かしながらグ
ループで楽しくレッスンします。
※キーボードの貸し出しあり
【日時】毎月 第1・3木曜日 （月額5,000円）
10：00～11：30 [要予約]
＊体験会１/６ １/20（1回500円）
【講師】鷄尾祐子（けいおゆうこ）
ピアノゆうゆう塾®

エグゼクティブ認定講師

【場所】 自由ヶ丘コミセン
【問合せ先】☎080－4285－5473

【問い合せ先】宗像市役所 税務課 市民税係

☎36－7350

出張申告会場（還付センター）
所得税の還付申告は「出張申告会場」が便利です
【期間】令和4年2月2日（水）～2月4日（金）
【会場】ｲｵﾝﾓｰﾙ福津 2階ｲｵﾝﾎｰﾙ
※宗像市内での実施はありません
【受付時間】10：00 ～15：00 ※終了時間が早まる場合があります
【受付人数】人数制限あり ※1日目・2日目各250人、最終日150人
【注意事項】
・・会場では国民健康保険料等の金額をお調べできませんので、支払
証明書等をご持参ください。
・次に該当する場合は受付できません。（事業所得の方、不動産
所得の方、譲渡所得の方、相続税・贈与税の申告の方）

【問い合せ先】香椎税務署

☎092-661-1031（代表）

※自動音声に従い「税務署にご用の方（2番）」を選択してください。
※イオンモール福津へのお問い合わせはご遠慮ください。

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群登録５周年

市民力で守り伝える世界遺産
2022年に世界文化遺産登録５周年を迎えます。それを記念し１
月から３回、関連記事を連載します。
ユネスコ決議では、世界遺産の保存と保護は住民と協力しておこ
なうこととされています。その代表が市内コミュニティなどにより
構成する「宗像市世界遺産市民の会」です。周辺の清掃活動や、各
種啓発イベントに取り組んでいます。
また、福岡県、宗像
市、福津市及び宗像大
海の道むなかた館
社で「保存活用協議会」
http://searoad.city.munakata.lg.jp
を組織し、世界遺産の
保存と活用に取り組ん
「神宿る島」宗像・沖ノ島と
でいます。具体的な内
関連遺産群保存活用協議会
容はホームページなど
http:s//www.okinoshima-heritage.jp
をご覧ください。
宗像市世界遺産市民の会
☎36－9456（海の道むなかた館内宗像市世界遺産課）
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8 土 ＊ 自由ヶ丘子ども教室「寺子屋」（13：00～16：00）
中高生の居場所づくり （19：30～21：30）[自中]
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日 ○
月
休館日
火 ○ 自由ヶ丘地区あいさつ運動
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]
水
木 ○
中止
子育てｻﾛﾝ自由ヶ丘南 [自中]
健康づくり運動教室 (A/Ｂ合同)13：30～15：00

14 金
15 土 ＊

すくすくコンサート

【日

コ ミセ ン で無 料
wi-fiが使えるよ
うになりました！

自由ヶ丘子ども教室「寺子屋」（13：00～16：00）

役員会(13:30～)

16 日 ○
17 月
休館日
18 火 ○ 放課後プレーパーク(15:00～17:00)[11号公園］
19 水
20 木 ○
21 金

元気づくり歌の会 （10：00～11：30）［人数制限あり]
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]
中止
Jまちカフェ
男性だけの健康づくり運動教室 （13：30～15：00）
なか森で遊ぼう （13：00～16：00）[自小]

22 土 ＊ 自由ヶ丘子ども教室「寺子屋」（13：00～16：00）
23 日 ○
24
25
26
27
28
29
30
31

月
火
水
木
金
土
日
月

中高生の居場所づくり （19：30～21：30）[自中]
自由ヶ丘子育てｻﾛﾝ（10：00～12：00）[要事前予約]
コミセンホール開放 （13：00～16：30）

休館日

○ 放課後プレーパーク(15:00～17:00)[青葉台北公園］
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]

○
健康づくり運動教室

(A/Ｂ合同)13：30～15：00

＊ 自由ヶ丘子ども教室「寺子屋」（13：00～16：00）

○
休館日

2階展示 絵画「グループ森都」
◯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

＊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
※感染防止のため、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。

