3月から（3/1～10/31まで）
燃やすごみの収集開始時間
が戻りますよ～！

コミュニティからの
2022年

おしらせ

午前6時30分～開始
＊出し遅れに気を付けてください

1 火 ○ 自由ヶ丘地区あいさつ運動
2 水

2月号

青少年育成部会からのお知らせ

コミセンご利用上のお願い

《主催》青少年育成部会

自由ヶ丘子ども教室

コ ミセ ン で無 料
wi-fiが使えるよ
うになりました！

「寺子屋」

学校の勉強や宿題でわからないところを「寺子屋」で聞いて
みませんか？元教師が支援を担当します。（塾ではありません）
【日時】2/5 2/12 2/19 2/26（毎週土曜日）
13：00～16：00
※時間内はいつ来ても、いつ帰ってもＯＫです。
【場所】自由ヶ丘コミセン 2階 会議室Ｄ
【対象】小学生
【参加費】無料
【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
※送迎をされる場合は、お子さんとお迎えの時間を必ず
約束しておいてください。

なか森で遊ぼう！
【日時】2月20日（日）10：00～14：00
【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。

＊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

いきいき健康教室
～転倒予防について～

《主催》ヘルス推進員
【日時】2月10日（木）
14：00～15：30（受付：13：30～）
【講師】 清水将文
【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

中 止

初 耳 ? !ア ワ ー
〝２月８日は郵便マーク（〒）の日〟はご存じですか？
1887年、郵便業務は逓信省（ていしんしょう）の管

新刊のご案内
「黒牢城」
米澤 穂信
「なりきり訳 枕草子」
八條 忠基
「赤と青のエスキース」
青山 美智子
「今を生きるあなたへ」
瀬戸内 寂聴
「九十八歳。戦いやまず日は暮れず」 佐藤 愛子
「同志少女よ、敵を撃て」
逢坂 冬馬
「笑うマトリョーシカ」
早見 和真

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
2/13 2/27 3/13
3/27 4/10 4/24
【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

轄であったことから「てい」にちなんで、漢字の「丁」
と決定しましたが、世界共通の料金不足マークの「T」
と見間違うとのことで、たった６日で変更を余儀なくさ
れ、カタカナの「テ」をモチーフとした、現在の郵便マー
ク「〒」になりました。それにしても、手紙を書く機会
が減りましたね…。でも想いを込めて書く手紙は味わい

献血のお願い
コロナ禍がつづくなか、献血者が減少し、医療機関への血
液製剤の安定供給に支障が生じかねません。全国では毎日約
3,000人の患者さんが輸血用血液を必要としているといわ
れます。
輸血用血液製剤の原料となる血液は、人工的に作ることが
できないため、すべて善意の献血で得られた血液でまかなわ
れています。また、血液は長期保存ができません。そのため、
輸血用血液製剤を十分に確保するためには、絶えず血液が必
要となります。みなさんのご協力をお願いします。
【日時】2月25日（金）
10：00～12：30
13：30～15：30
【場所】自由ヶ丘コミセン ホールA
【問合せ先】 自由ヶ丘コミセン ☎32－5594

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群登録５周年
私たちの責務は、宗像の先人たちが遺したかけがえのない財
産を次の世代に受け継いでいくことです。そのため、市や保
存活用協議会では、この価値を再認識する講座や展示を行っ
ています。お住いの地域にも出向いて参りますので、気軽に
ご相談ください。
市民の会では、保全活動として海岸清掃に取り組んでいま
すが、年間800万ｔを越える海洋ごみがあり、環境の悪化
に歯止めがかからな
市民の会の活動情報は
い状況です。地域で
海の道むなかた館HP、Facebookで
の清掃活動も世界遺
http://searoad.city.munakata.lg.jp
産の保全に貢献しま
守り伝える活動情報は
す。世界遺産を守り
「神宿る島」宗像・沖ノ島と
伝える活動にご協力
関連遺産群保存活用協議会HPで
をお願いします。
https://www.okinoshima-heritage.jp
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）

深いもの。２月14日はバレンタインデー、想いを込め
てラブレター♥を書いてみてはいかがでしょう？

®ロボットプログラミング教室®
無料体験会
ロボットを作って楽しくプログラ
ミングを学ぼう
【日時】2/5 2/12 2/19 2/26
（毎週土曜日）
13：30～/15：00～（1時間程度）
【講師】高橋、柳原
【場所】 自由ヶ丘コミセン 会議室Ｅ
【問合せ先】☎0120－937－420
※金、日曜日は三郎丸教室でも体験可
体験会場、時間は選べます

福祉ボランティア養成講座 参加者募集!!
ボランティア活動に興味・関心のある人は
ぜひ、ご参加ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大状況によ
り中止する場合あり。
【日時】 3/1（火）と３/3（木）の2日間
【内容】【1日目】13：30～16：30
・開講式
・心にゆとりをもったかかわり方とは・・・
（基礎）なぜ自分を知ることが必要なのか
【2日目】13：30～17：00
・心にゆとりをもったかかわり方とは・・・
（応用）相手の思いをくみとるには？
・閉講式
【会場】 メイトム宗像 202会議室
【受講料】５００円（保険代・資料代・実習代）
【定員】 20人
【締切】 ２/22（火）まで
【問合せ・申込み】宗像市社会福祉協議会・宗像市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
☎37－4100／FAX37－4101

3 木 ○
4 金
5 土 ＊
6
7
8
9
10

市県民税申告投函箱設置 （9：00～11：30）
ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｵｰｷﾝｸﾞ(13:30～)[自由ヶ丘中央公園]
地区料理教室 （9：30～13：00）[要事前予約]
自由ヶ丘子ども教室「寺子屋」（13：00～16：00）

役員会 (13:30～)
お楽しみ囲碁将棋会

中止
日 ○
月
休館日
火 ○
ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｵｰｷﾝｸﾞ(13:30～)[自由ヶ丘中央公園]
水
中止
いきいき健康教室
木 ○

11 金

自由ヶ丘南子育てｻﾛﾝ[自中] 中止
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）

12 土 ＊ 運営委員会 （13：30～）
中高生の居場所づくり （19：30～21：30）[自中]

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

元気づくり歌の会 （10：00～11：30）［予約はコミセンまで]
ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｵｰｷﾝｸﾞ(13:30～)[自由ヶ丘中央公園]

17 木 ○
男性だけの健康づくり運動教室 （13：30～15：00）
18 金
19 土 ＊ 自由ヶ丘子ども教室「寺子屋」（13：00～16：00）
20 日 ○

なか森で遊ぼう （10：00～14：00）[自小]
Jまちカフェ 中止

21 月
休館日
22 火 ○ 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～)[自由ヶ丘中央公園]
23 水
24 木 ○
25 金

自立のための男性料理教室 （9：30～13：00）

すくすくコンサート （10：30～11：15）[要事前予約]
献血 (10：00～12：30 13：30～15：30）
健康づくり運動教室 (A/Ｂ合同)13：30～15：00
防災研修 クロスロード

26 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]
中止
自由ヶ丘子育てｻﾛﾝ

27 日 ○
28 月
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
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
分別ごみでお困りの方は、コミセン☎３２-５５９４ までご連絡
ください。
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。

※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。

