新刊のご案内

燃やすごみの収集開始時間変更

コミュニティからの
2022年

「ミカエルの鼓動」
「リュウジ式至高のレシピ」
「今日の御飯、これに決まり！」
「三千円の使い方」
「塞王の楯」
「ブラックボックス」
「ヒトの壁」
「母の待つ里」
「諦める力」

3/1～10/30まで
午前6時30分～開始

おしらせ

※出し遅れに気を付けてください

3月号

青少年育成部会からのお知らせ

いきいき健康教室

《主催》青少年育成部会

閉講式～笑いの中でリフレッシュ～

《主催》ヘルス推進員

自由ヶ丘子ども教室「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】3/5

3/12 3/19 3/26（毎週土曜日）
13：00～16：00

【日時】3月10日（木）
14：00～15：30（受付：13：30～）
【講師】 みぢかネットワーク 酒井久仁子
【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

中 止

※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
【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約束し
ておいてください。

コミセンのホールで遊ぼう！
【日時】3月6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。

なか森で遊ぼう！

食進会 会員募集
《主催》食進会 自由ヶ丘支部
食進会(全国食生活改善推進会)は、「私たちの健康は私たち
の手で」をスローガンに食を通して生涯における健康づくり活
動を推進しているボランティア団体です。美味しい食事を基本
にバランスのとれた料理づくりを一緒に楽しく勉強しませんか。
是非、入会されて健康づくりをしましょう。
支部研修（勉強会と調理実習・試食）
【日時】毎月第２木曜日 9：30～13：00
【入会金】100円
【年会費】2,500円
【入会希望】男女問わず年齢制限なし
【申込み先】３月31日（木）まで
自由ヶ丘コミセン ☎ 32－5594
＊令和4年度第1回の支部研修は４月14日（木）９：30から
食進会総会をします。当日は、調理実習はありません。
入会金と年会費をご持参ください。

各地区会総会日程

【日時】3月19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。

令和4年度 健康づくり運動教室
参加者募集のご案内
《主催》スポーツ推進委員 《協力》宗像市
あなたも元気なうちに筋力アップ、脳の活性化を図りません
か？指先の刺激、筋肉の刺激から脳の活性化へ。認知症の予防
にもなります。体力測定からあなたの体力年齢、血管年齢をは
かりましょう。
《内 容》①認知症予防のための筋トレ・脳ﾄﾚ
②転倒予防のための座位でのゆったり筋ﾄﾚ
③いつまでも自分を見失わないための元気ﾓﾘﾓﾘ脳ﾄﾚ
④誤嚥予防の為の発声（言語訓練）大作戦

（ｼﾆｱ）女性
【日時】 4月8日・29日（金）13：30～15：00
※毎月第2・4金曜日開催（月1回でも可）
【場所】自由ヶ丘コミセン ホール
【参加費】１回 500円
【講師】佐藤広徳
筋力トレーニング専門家(九州大学非常勤講師)
【申込み先】自由ヶ丘コミセン ☎32－5594

（ｼﾆｱ）男性
【日時】4月15日（金）13：30～15：00
※毎月第３金曜日
【場所】自由ヶ丘コミセン ホール
【参加費】１回 500円
【講師】上田優菜 健康運動実践指導者
(現アクアドーム担当 書道全国大会出場
【申込み先】自由ヶ丘コミセン ☎ 32－5594
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南4区公民館

青葉台1区
公民館

青葉台2区
公民館

3区公民館 南1区公民館 南2区公民館

サザンヒルズ

自治会室

柚月 裕子
リュウジ
Mizuki
原田 ひ香
今村 翔吾
砂川 文次
養老 孟司
浅田 次郎
為末 大

南４区会 青葉台１区会 青葉台２区会

®Nana's Korean Class～韓国語＆韓国料理～®

有料広告

お問い合わせは各サークルへ

最近、韓国ドラマにハマっている方！！
韓国語が話せるようになりたい方！！
一緒に、ゆっくり楽しく韓国語を学んでみ
ませんか？初心者大歓迎です。また、月に
一度お料理教室も開催します。本場の味を
お伝えします。
【日時】第1.2.3水曜日10:30～韓国語
第4水曜日10:30～韓国料理
【講師】ジョン・ナギョン（Nana）
【場所】 会議室・調理室
【問合せ先】☎090-2962-9583
公式Line @540ahodg

受賞)

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群登録5周年

世界遺産と宗像遺産をオンラインで
保存活用協議会ホームページにあるデジタ
ルデータベース「MUNAKATA ARCHIVES
（ﾑﾅｶﾀｱｰｶｲﾌﾞｽ）」。沖ノ島の奉献品をはじめ
古文書や研究文献、講座動画、沖ノ島遥拝ス
ポットや国内の宗像神社関連スポットなど、
より深く世界遺産を知ることができます。
また、宗像の歴史・文化・自然といった
“宗像遺産”を紹介するのが「むなかた電子
博物館」。地域の宝物を知り、魅力を再発見
できるかもしれません。そしてこれらの大切
な財産を未来につないでいくため、市民力で
共に進んで行きましょう。

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～)[自由ヶ丘中央公園]
水
木 ○
金

1
2
3
4

5 土 ＊
6
7
8
9
10

役員会 (13:30～)
自由ヶ丘子ども教室「寺子屋」（13：00～16：00）

日 ○ コミセンホール開放 （13：00～16：30）
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
木 ○ いきいき健康教室 中止

11 金
12 土 ＊

自中卒業式
健康づくり運動教室

(13：30～15：00)

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]

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
17 木 ○
18 金
19 土 ＊
20
21
22
23
24
25

自由ヶ丘子ども教室「寺子屋」（13：00～16：00）

日 ○ Jまちカフェ 中止
月
休館日
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]
水
木 ○
健康づくり運動教室 (13：30～15：00)
金

26 土 ＊
27
28
29
30
31

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]
自小・南小卒業式
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]

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]

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
木 ○

2階展示 写真「自由ヶ丘写真クラブ」
◯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
MUNAKATA ARCHIVESは
「神宿る 島」宗像・沖ノ島と
関連遺産群保存活用協議会HPで
https://www.okinoshima-heritage.jp

むなかた電子博物館「むなはく」
公式HPで
http://munahaku.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）

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。

