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情報ステーション

◎＝対象 ☆＝定員、定数 ＄＝料金、費用 ※料金について記載のない催しは入場無料
（参加無料） ♣＝開所時間 ♡＝休所日 ＃＝申し込み
♦＝共通の内容 Α＝手話通訳 Β＝要約筆記 ＊＝市の担当課
＝FAX ￡＝ネット窓口
（電子申請）
…インターネットで申し込みができます

13 点。入賞デザインは特殊車両にラッピ

ィア経験がある15 歳以上
（中学生は除

州エアターミナル☎475・4195へ。

どの条件あり。☆30人程度。

ングします。＃ 9月30日まで。詳細は北九

とΑ・Βなど介助必要の有無を記入）
。

レディスやはたの講座

ツ局スポーツ振興課☎582・2831へ。

約150戸。＃8月1〜9日
（8月1・8日は19時

「こくら de フリマ」
の出店者
を募集

相談コーナー」
へ。
「北九州市パートナー

北側）
で出店します。☆ 120 区画
（ 1 区画

＃できます。募集案内書等は7月31日か

画まで。＃9月2日まで。募集要項は小倉

部 40〜320 人。＄5000 円〜8000 円
（昼

細はこくらdeフリマ実行委員会事務局

局へ。

障害のある単身者、年長単身者。募集は

まで）
、各区役所
「市営住宅・市公社住宅

9 月 29 日㈰、あさの汐風公園
（小倉駅

❶日商簿記 3 級検定講座 9月21日〜

シップ宣誓書受領証」
を持っている人も

☆先着20人。＄6500円。検定は11月17

ら各区役所同コーナーなどで配布。詳細

北区役所総務企画課などで配布中。詳

❷就職希望者のためのワード・エクセル

￡も可。

☎ 772・3223 へ。＊小倉北区役所総務

日㈰。

基礎講座 10月2日〜12月4日の毎週水

曜日
（全10回）
13時30分〜16時30分。◎

マウス操作と文字入力ができる人。☆先

着14人。＄2000円。託児
（有料）
は♥を。
♦＃電話で❷は8月7日、
❶は8日か

らレディスやはた
（八幡東区尾倉二丁目、
☎661・1122）
へ。

レディスもじの講座
❶男性のための木工教室 9 月28日㈯、
10月19日㈯
（全2回）
の13時30分〜16時

は北九州市住宅供給公社☎531・3030へ。

北九州芸術工業地帯
「モノレ
ール公演」
の出演者を募集
公演は来年3月28日㈯。稽古は来年3

月18日㈬〜27日㈮、
北九州芸術劇場
（リ

で。詳細は同施設☎562・2620へ。

13〜15 時、チャチャタウン小倉
（小倉北

3 級程度の人
（学生は除く）
。☆ 14 人。＄
♦託児
（有料）
は♥を。＃❶は 8 月 4

日からレディスもじ☎ 371・4649 へ。❷

は往復はがき
（ 1 人だけ）
に基本事項、応

募動機と託児希望者は子どもの名前と

年齢を書いて8 月 20 日までに同施設
（〒

800 - 0051門司区下馬寄6 - 8）
へ。

区砂津三丁目）
で。◎障害のある人を含

むグループか個人。☆3組。＃8月1〜15

日。詳細は北九州市身体障害者福祉協
会☎883・5555、 883・5551へ。

松本清張記念館喫茶室の
出店者を募集
◎飲食・喫茶店を運営する法人か個
人。＃ 8 月 1〜17 日。詳細は松本清張記

念館
（小倉北区城内、
☎582・2761）
へ。

募集

北九州マラソンの参加ランナー・
ボランティアを募集
画材は自由。

サイズは四つ切りか八つ切り。標語を入

れる場合は
「明るい選挙」
などの言葉を

❶ランナー 開催日は来年2月16日㈰。
マラソン
（42.195㎞）
＝◎平成13年4月

▼

作品を募集
明るい選挙啓発ポスター

音楽やダンスなどの披露。10月5日㈯

1日以前に生まれ、
5 時間 50 分以内に完
走できる人。☆1万1000人。＄1万2100

使うこと。◎小学〜高校、
特別支援学校に

円

進呈。参加賞あり。＃9月6日まで。詳細は

生まれ、
5 時間 50 分以内に完走できる人。

北九州市選挙管理委員会☎ 582・3071

へ。

福岡県薬物乱用防止啓発ポスター

用

紙はB3判の画用紙、
ケント紙。1人1点ま

▼

42.195㎞）
＝◎平成 13 年 4 月1日以前に
☆150組。＄1組2万1700円

ファンラ

▼

在学している人。入賞者に賞状と副賞を

ペアリレーマラソン
（ 2 人 1 組で

ン
（ 3㎞の部と5㎞の部あり）
＝◎小学生

以上
（小学生は3㎞の部だけ）
で45 分以
内に完走できる人。☆ 1000 人。＄小・中

で。入賞者に賞状と副賞を進呈。＃ 9 月

学生 1200 円、
15 歳以上
（中学生は除く）

522・8726へ。

別に事務手数料などが必要。

10 日まで。詳細は保健所医務薬務課☎

北九州空港オリジナルカレンダーフォト

コンテスト テーマは
「北九州空港」
。サ

イズはA4か四つ切り。1人2点まで。賞は
グランプリなど12点。入賞作品は来年の

カレンダーに採用し、来年 3 月に北九州

空港内に展示します。＃ 9 月30日まで。

詳細は北九州エアターミナル☎ 475・
4195へ。
空港特殊車両ラッピングデザイン テー

マは
「空」
。画材は自由。用紙はA4か四つ
切りの画用紙。1人1点まで。賞は優秀賞

3600 円。❶の♦いずれも参加費とは

❷ボランティア

受け付けやコース整

理など。来年2月14日㈮〜16日㈰、西日

本総合展示場
（小倉駅北側）
周辺などで。

役所総務企画課☎582・3335へ。

ふうせんバレーボールフェスタ
のボランティアを募集
受け付けや競技補助など。12月1日㈰

7〜17 時、総合体育館
（八幡東区八王寺

町）
で。◎ 18 歳以上
（高校生は除く）
。☆
先着30人。＃8月3日から障害者スポー

ツセンター☎922・0026へ。

ふれあいフェスタの出展団体
を募集
日頃の活動成果の展示や物品販売な

ど。12月8日㈰11〜16時30分、
ウェルと
ばた 2・3 階
（戸畑駅前）
で。◎人権や福

祉に関する活動を行う団体や施設。☆

25区画
（1区画3m×3m）
。＃8月30日ま

で。詳細は保健福祉局人権文化推進課
☎562・5010へ。

スポーツ
体育施設の個人利用日
穴 生ドーム
（八 幡 西 区 鉄 竜 一 丁 目、☎
645・6691） 8月3日㈯・5日㈪・6日㈫・
12日㉁〜23日㈮・26日㈪〜31日㈯。
総合体育館
（八幡東区八王寺町、
☎652・
4001） 8月12日㉁〜15日㈭。
♦ 9〜21 時
（一部利用できない時

間帯あり）
。＄使用料が必要。利用可能

な種目・時間は♥を。

運動会必勝塾
走り方のコツを指導します。8 月 21 日

㈬ 18〜19 時 30 分、
ミクニワールドスタ

が保護者同伴で参加できる活動もあり。

月3日から同施設☎521・2020へ。

❸ボランティアリーダー ボランティア

の出欠確認や休憩管理など。来年 2 月

15 日㈯・16 日㈰、西日本総合展示場周

辺などで。◎北九州マラソンのボランテ

❶カヌー大会

講習会と競技会
（初心

者・成人・シニアの部）
。9月1日㈰9〜12
時、
勝山公園大芝生広場横水上ステージ

❷社会人ソフトボール 500 歳大会 9 月

ジアム北九州
（小倉駅北側）
で。◎小学 1

☆5000人。

市民体育祭

族
（1家族2人以上の参加が必要）
。☆15

◎ 15 歳以上。事前説明会
（ 1 月下旬開
催）
への参加が必要。小学 5 年〜中学生

食付き）
。＃8月10日まで。詳細は同事務

（市役所南側）
周辺で。◎中学生以上。☆

家族。＃ 8月31日まで。詳細は小倉北区

（中学生は除く）
。☆若干名。＃8月8日ま

小学生
（低学年・高学年）
の部あり。☆各

11 月 3 日㈷ 15〜17 時、北九州芸術劇

21 時と27 日㈫ 13〜17 時。◎ 15 歳以上

♥を）
。オーディションは8月26日㈪13〜

16回）
9時30分〜12時30分。◎エクセル
8700円。検定は来年2月15日㈯。

市長杯
「家族でGO！GO！歌
合戦」
の参加家族を募集
場
（リバーウォーク北九州 6 階）
で。◎家

❷エクセル2級検定講座 10月5日〜来

年 2 月 15 日のおおむね毎週土曜日
（全

企画課☎582・3335。

バーウォーク北九州6階）
などで
（時間は

「かがやきステージ」
の出演
者を募集

30分。◎男性。☆先着10人。＄4000円。

4m×3m）
。＄1区画3500円。応募は2区

一般の部、チャレンジの部、中学生の部、

先着40人。＄500円。

15日㈰、※10月20日㈰の8〜17時、桃園

球場と桃園運動場
（いずれも八幡東区桃

園四丁目）
で。◎平均年齢 33.3 歳以上
（1

チーム9〜15 人）
。＄1チーム6000 円。抽

選会
（9月7日㈯。※は10月12日㈯）
への出
席が必要。

♦＃❶は8月5日から、❷は9月4日

（※は10月9日）
まで。詳細は市民文化ス
ポーツ局スポーツ振興課☎ 582・2395
へ。

浅生スポーツセンターの教室
❶ヨガ教室

男女混合ヨガ＝9 月2日

以降の毎週月曜日。
◎18歳以上

リラ

ックスヨガ＝9 月4日

以降の毎週水曜日。

◎ 18 歳以上の女性。

❶の♦10〜11時10分。＄月額4320円。
❷総合運動教室 9 月6日以降の毎週
金曜日。 未就学児の部＝17〜18時。◎
▼

11月9日の毎週土曜日
（全8回）
13〜18時。

■アクアスロン大会の参加者を募集

〜3 年生。☆先着 30 人。＄1000 円。＃ 8

紫川フェスティバル
アクアスロン大会など。8月25日㈰8時

45分〜15時、
勝山公園大芝生広場
（市役

所南側）
周辺で。荒天中止。♥紫川フェス

3 歳以上の未就学児

小学生の部＝

18〜19 時。◎小学生。❷の♦＄月額

6480円。
♦☆各教室各部 10 人。＄駐車場は

有料。＃随時。詳細は浅生スポーツセン

ター
（戸畑区浅生二丁目、☎ 883・5501）
へ。

スポーツ・健康教室
いずれもおおむね 9〜12 月
（全 6〜12

回）
。 月曜日＝ボディバランスエクササ

イズ〈朝〉、はじめようストレッチ〈昼〉、男

女フィットネス
〈夜〉、
トランポリン
〈夜〉、
初心者バドミントン
〈夜〉、卓球〈夜〉、親

子トランポリン
〈夜〉

火曜日＝初心

者ソフトテニス
〈朝〉、のんびり健康教室

〈朝〉、男性のためのフィジカルトレーニ
ング〈昼〉、
リフレッシュスポーツ
〈昼〉、小
学生のためのハンドボール〈夜〉

水

▼

覚障害者は 883・5551も可
（基本事項

入居は10月下旬以降。◎一般、新婚、

障害者、年長者、母子・父子、多子の世帯、

▼

8月28日までに同館☎883・5550へ。聴

♦＃❸は8月27日、
❶は9月6日、
❷

は10月18日まで。詳細は市民文化スポー

▼

で。◎障害のある人。☆ 12 人。＃電話で

市営住宅の入居者を募集

▼

福祉会館
（戸畑駅前、
ウェルとばた 6 階）

へ。＊建設局水環境課☎582・2491。

▼

（全 3 回）
の10〜11 時 30 分、
東部障害者

ティバル実行委員会事務局☎522・7110

▼

9月14日㈯、
10月26日㈯、
11月16日㈯

く。19 歳以下は保護者の同意が必要）
な

検索

曜日＝エンジョイニュースポーツ
〈昼〉

木曜日＝リズムフィットネス
〈朝〉。♦

▼

リズム体操教室

♥＝問い合わせ
北九州市 ネット窓口

☆各教室 10〜50 人。＄1650 円〜7500
円。＃8月15日まで。時間・場所など詳細

は北九州市スポーツ協会☎ 652・5007
へ。

