メイトム NEWS

1 月のメイトムアラカルト

えほんのへや

・
・

☎36-0212
赤ちゃんのおはなし会 10日・17日・24日
（木）
①11:00 0歳
②11:30 1歳
小さい子のためのおはなし会
11日・18日・25日
（金） 11:00
ストロベリーランドおはなし会 12日
（土）14:30
妊婦さんのおはなし会 11日
（金）13:30

発達支援センター

☎36-0224
・ 乳幼児から小中学校生までの発達相談 火・金
個別相談（要予約）

宗像市ボランティアセンター

☎37-4100

福祉ボランティア養成講座のお知らせ
詳細は2月号にて、お楽しみに！
日時：3月5日
（火）8日
（金）12日
（火）10：00〜16:00
場所：メイトム宗像等
内容：高齢者支援・障害者支援・おもちゃ図書館の
3 コースから選択
定員：20人 参加費：500円

男女共同参画推進センター

☎36-0250

・ もしもの時に困らないために
～最新の葬儀事情～
日時：1月23日
（水）10:00〜12:00
場所：202会議室
講師：齊藤龍也さん
（一級葬祭ディレクター・納棺師）
・ 大切な人が「うつ」になったら・・・
～共にささえあうために～
日時：2月14日
（木）13：00〜15：00
場所：202会議室
講師：野田敏之さん（心療内科医師）

いつも読む(56％)
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■字の大きさ
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■文章の量

多すぎ(28％)

ちょうど良い(72％)
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■いつも読んでいる記事ベスト３
1位人まち団体紹介(19％) 2位イベント紹介(15％) 3位館長だより(14％)
■どんな情報が必要ですか？
・講演会、講座、イベント、行事
・
「市民のちから」は必ず読む
・利用者の声
・見学できる建造物の紹介
・市民活動団体の活動状況
・たまに施設の利用状況など
・
「イベント情報」は報告記事より予告記事
・コミュニティのこと（活動内容、イベント、参加について）
・年間、
月間スケジュール（イベント含む）
■その他
・毎回楽しく読んでいます。
これからも楽しみにしています。
・メイトム館内のイベントや情報の紹介が少ない。
・努力のあとが見られますが、主婦に対しての情報をもう少し発信しては。
・紙面全体がごちゃごちゃしている感じがして、文字ばっかり… という印象
があります。
・カラーとそうでない時の差がありすぎると思う。カラーは年2回位にして、
他は2色刷りとかにしては？
イベント報告

12月1日「エコ・カーニバル2012（ビーチ・クリーンプロジェクト）」
を宗像市深浜海岸（国民宿舎ひびき前）で実施しました。主催
は「改革プロジェクト」
と、
「MANA（マナ）
ジュニアライフセービ
ングクラブ」。
清掃活動の後は、NPO法人宮崎ライフセービングクラブ理
事長藤田さんのお話と
交流会を行いました。
海風も強く寒い中、世
代を超えた約80名が
集まりました。

年〟

【12 月号中面 団体名訂正】
グランドワーク宗像は、「NPO 法人グランド
ワーク宗像」が正式名称です。

〝新

※詳しくは、各主催者へお問い合わせください。

「和」

「発」

おだやかなこと なごやかなこと
のどかなこと…は仲良くすること。
宗像子育てネットワーク
こねっと

発信・発掘・発展。
新有志指導者募集の年。
皆さんの活動の力になりたい！
むなかた市民学習ネットワーク

律
「律」
謙虚さを忘れず、創造的にがんばっていきます。
むなかた市民フォーラム

発

和
「禱（いのり）」
「むなかたびと」が敬慕し禱る
宗像大社、科学が発達した今
でもそこに禱りがある。
心に安らぎを！
宗像市老人クラブ連合会

手をつなぐ団体

館長だより

☎36-3721

vol.34

３点(31％)

５点（９％）

きれいな海岸になりました

絵手紙 藤野秀雄さん
（むなかた市民学習ネットワーク）

月号

■メイトムNEWSに点数をつけるとしたら何点ですか？

新年明けましておめでとう
ございます︒
今年は〝巳〟年︒
蛇 は︑イ メージが あ ま り よ
くないが﹁祭祀﹂という文字に
〝巳〟があるように︑自然神
の代表的な神格︒
古くから信仰の対象とし
て崇められてきた︒
また︑成長過程で脱皮する
こ と か ら ︑再 生 ︑復 活 の 象 徴
と さ れ︑粘 り 強い例 えにさ れ
ている︒
こ の一年︑何 事にも 粘 り 強
く生き︑幸せをつかんでは︒
皆さんにとって良い年であ
ることを願っています︒

1月のふれあいプラザ展示コーナー

2013

殆ど読まない（６％）

■メイトムNEWSを

☎37-3741
開館：月曜〜金曜と第2土曜日10:00〜15:30
（※第2水10:00〜12:00）
・ 外遊び（先着40人）要事前申込
17日(木) 10:00〜12:00
・ 満１才のお誕生日会＆食育ミニ講座
23日(水) 10:30〜12:00
・ 赤ちゃんくらぶ(先着１２組）要事前申込
26日(土) 10:30〜12:00

・

計結果

読者アンケート集

宗像市子育て支援センター ふらこっこ

・

ご協力ありが
と
今後の参考に うございました。
させていただ
きます。

一

メイトム宗像の企画運営に関わって
いる団体の決意表明です。

「一」

無

一つ一つ大切に、一つ一つ丁寧に、
一人一人と向き合っていく年に！
宗像市社会福祉協議会

禱
「無」

活

何もない日常、その時を大切に
生きていく。
メイトム宗像館長 服部和生

拡

「活」
「メイトムＮＥＷＳ」は常時、皆さんからの情報を募集 !! 【送信先】 m-c-forum@mail.707.to 「むなかた市民フォーラム情報係」
発

行■ メイトム宗像 ( 市民活動交流館 )

住

所■ 〒811-3437

福岡県宗像市久原 180

電 話■ 0940(36)0311 ＦＡＸ■ 0940(37)4101 Ｅメール■ meitomu@city.munakata.fukuoka.jp
編 集■ むなかた市民フォーラム
ＵＲＬ■ http://kouryuukan.com

[ 開館時間 ] 8：30 〜 22：00
[ 休館日 ] 12/29~1/3 と毎月第 1 土曜日
とそれに続く日曜日

人に関わる福祉ボランティア。活気ある活動が人を
活かし心を活かす。
宗像市福祉ボランティア活動連絡協議会

「拡」
「出前まいまいカフェ」を今年は3ヶ所以上に
拡げて開催したい。
むなかた男女共同参画協議会

