7 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
（電子申請）
…インターネットで申し込みができます
♦＝共通の内容 Α＝手話通訳 Β＝要約筆記 ＊＝市の担当課 F＝FAX ￡＝ネット窓口

8月7日 ま で に ユース ス テーション ☎

ふれあいフェスタの
出展団体を募集

帯、障害のある単身者、年長単身者。募

集は約210戸。＃8月2〜11日
（土・日曜

日、休日は除く）の8時30分〜17時15分

（ 5日 は19時 まで）
、各 区 役 所
「市 営 住

宅・市公社住宅相談コーナー」
へ。募集
案内書などは7月30日から各区役所同

コーナーなどで配布。入居資格など詳

細 は 北 九 州 市 住 宅 供 給 公 社 ☎531・
3030へ。￡も可。

日頃の活動成果の展示や物品販売な

福岡県薬物乱用防止啓発ポスター

＝卓球〈朝〉
（門司生涯学習センター大

祉に関する活動を行う団体や施設。☆

畔庭球場）
、ナイターテニス
〈夜〉
（三萩

とばた2・3階
（戸畑駅前）
で。◎人権や福
16区画
（ 1区画3m×3m）
。＃8月31日ま

で。詳細は保健福祉局人権文化推進課
☎562・5010へ。

エコライフステージの
出展者を募集
11月27日㈯・28日㈰の11〜16時、勝

環境活動に取り組む団体・企業。＄団体

用

2000円、企業1万円
（テント、机代などを

紙。1人1点まで。入選者に賞状と副賞を

コライフステージ実行委員会☎671・

紙は四つ切りかB3判の画用紙、ケント
進呈。＃8月2日〜9月10日。詳細は保健

所医務薬務課☎522・8726へ。

テニス
〈夜〉
（三萩野庭球場） ▶金曜日

ど。11月21日 ㈰11〜16時35分、ウェル

山公園大芝生広場
（市役所南側）
で。◎

作品を募集

12回）
。▶火曜日＝レディーステニス
〈朝〉

（三萩野庭球場） ▶木曜日＝ナイター

含む）
。＃8月31日まで。詳細は北九州エ

7781へ。＊環境局環境学習課☎582・
2784。

心の輪を広げる障害者理解促進事業

里分館）
、
レディーステニス
〈朝〉
（紫川河

野庭球場） ▶土曜日＝ジュニアソフト

テニス
〈朝〉
（紫川河畔庭球場・若松庭球

場・香月中央庭球場）
。♦☆各教室20

スポーツ協会
（〒805 - 0011八幡東区八
王寺町4 - 1、
☎652・5007）
へ。

いずれも9〜11月
（全12回）
。 Aコー

ス＝おおむね毎週水曜日10〜12時

Bコース＝おおむね毎週水曜日19〜21

Cコース＝おおむね毎週金曜日

ース＝おおむね毎週金曜日17時30分〜

できる社会の実現」
。小学生の部、中学

生の部あり。♦＃9月7日まで。詳細は

保 健 福 祉 局 障 害 福 祉 企 画 課 ☎582・
2453、🅵582・2425へ。

明るい選挙啓発ポスター

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
使うこと。◎小学〜高校、特別支援学校

に在学している人。入賞者に賞状と副賞

を進呈。参加賞あり。＃9月10日まで。詳

細は北九州市選挙管理委員会☎582・

3071へ。
世界遺産絵手紙コンクール

本市と中

間市にある
「明治日本の産業革命遺産」
の構成資産を題材にした絵手紙を募集

します。◎本市か中間市に在住か通勤・
通学している人。子どもの部
（◎中学生

以下）
と一般の部あり。入賞者に賞状と
副賞を進呈。入賞作品は巡回展示を行
います。＃9月21日まで。募集要項は各
市民センターなどで配布中。詳細は企
画調整局世界遺産課☎582・2922へ。

サンセット＆トワイライトフォトコンテス

ト テーマは
「門司港及び関門海峡の

夕陽と夜景」
。募集はデータでの応募だ

北九州市少年少女合唱団の
団員を募集
オーディションは8月21日 ㈯13〜14

務企画課☎582・3335。

スポーツ
穴生ドームの個人利用日

下は保護者同伴。＄使用料が必要。利用

ユースステーション
（黒崎駅西側、コ

ムシティ地下1階）
での主催事業の支援

利用できない時間帯あり）
。◎小学生以

可能な種目・時間は♥を。♥穴生ドーム

（八幡西区鉄竜一丁目、
☎645・6691）
へ。

運動会必勝塾
走り方のコツを指導します。8月11日

㈬18〜19時30分、ミクニワールドスタ

や受け付け業務など。◎高校生以上の

ジアム北九州
（小倉駅北側）
で。◎小学1

説明会
（ 8月9日㉁14〜15時、ユースス

月3日からミクニワールドスタジアム北

学生
（19歳以下は保護者の同意が必要）
。

テーションで開催）
への参加が必要。＃

▼

▶若松体育館
（若松区古前一丁目）
＝

9月7〜21日の毎週火曜日

▶※黒崎

体育館
（八幡西区藤田四丁目）
＝9月7〜
21日の毎週火曜日

▶城野体育館
（小

原五丁目）
＝9月8〜22日の毎週水曜日

局☎772・3223へ。＊小倉北区役所総

〜3年 生。☆ 先 着30人。＄1000円。＃8
九州☎521・2020へ。

ール
（若松区古前一丁目）
で。◎18歳以
上 の 女 性。☆30人。＄6600円。＃ 往 復

はがき
（ 1人だけ）
に基本事項と参加経
験の有無を書いて8月16日までに北九

州市スポーツ協会若松管理事務所
（〒
808 - 0062若 松 区 古 前 一 丁 目1 - 1、☎
761・1983）
へ。

児童扶養手当を受給している人に児

2〜31日に、住所地の区役所
「子ども・

3m×2m）
。＄1区画3500円。応募は2区

詳細はこくらdeフリマ実行委員会事務

曜日
（全12回）10〜12時、若松体育館プ

30分〜15時）
。▶門司体育館
（門司区高

倉南区八幡町）
＝9月8〜22日の毎週水

倉北区役所総務企画課などで配布中。

若松レディース水泳教室

童扶養手当の現況届と、ひとり親家庭

9月26日㈰、あさの汐風公園
（小倉駅

画まで。＃8月30日まで。募集要項は小

921・2801へ。

ストレッチ体操やリズム体操など。い

田一丁目）
＝9月2〜16日の毎週木曜日

北側）
で出店します。☆120区画
（ 1区画

者。☆先着40組。＄1万1400円。＃8月5

児童扶養手当などの手続きを

女性体操教室

細は北九州市芸術文化振興財団☎

こくら de フリマの出店者を
募集

生スポーツセンター
（戸畑区浅生二丁

＃8月3日から同施設☎651・4600へ。

ずれも全3回。10〜11時30分
（※は13時

663・6661へ。

9月7日〜来年3月1日のおおむね毎
週火曜日
（全19回）9時30分〜12時、浅

お知らせ

時、響ホール
（八幡東区平野一丁目）
で。
◎3〜12歳。☆20人。＃8月20日まで。詳

みんなで楽しくリトミック体操

年生）
。
☆先着各コース25人。
＄1万2800

円
（34歳以下は1万1800円、
※は7800円）
。

になれます。詳細は関門海峡ミュージア

青少年施設での
学生ボランティアを募集

▼

五丁目）
で。
◎中学生以上
（※は小学3〜6

8月1日 ㈰ 〜31日 ㈫ の9〜21時
（一 部

ム☎331・6700へ。

※ジュニアコ

19時。♦北九州パレス
（小倉北区井堀

け。＃10月10日まで。募集要項は関門

海峡ミュージアムホームページでご覧

初心者コース＝おおむね

毎週金曜日10〜12時

が能力を発揮して安全に安心して生活

ーツセンター☎922・0026へ。

9月8日〜12月8日のおおむね毎週水

テニス教室

心のふれあい体験を広げよう』」
。小学

テーマは
「障害の有無にかかわらず誰も

ウンロードできます。詳細は障害者スポ

日から北九州市レクリエーション協会☎

曜日を書いて8月17日までに北九州市

19〜21時

の部あり ▶障害者週間のポスター＝

日から同施設で配布。北九州市障害者

スポーツ協会のホームページからもダ

がき
（ 1人だけ）
に基本事項と希望会場、

会場の場所など詳細は♥を。＃往復は

▶体験作文＝テーマは
「出会い、ふれあ

生の部、中学生の部、高校生の部、一般

3000円。＃8月25日まで。申込書は8月1

目）
で。◎生後6カ月〜3歳の幼児と保護

時

い、心の輪『障害のある人とない人との

☆8チーム
（ 1チーム12人）
。＄1チーム

〜30人。＄7300円〜9500円。時間・各

▼

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

いずれも9月〜おおむね12月
（全10〜

▼

市営住宅の入居者を募集

検索

神障害者保健福祉手帳を持つ人など。

スポーツ教室

▼

募集

621・0132へ。

♥＝問い合わせ
北九州市 ネット窓口

等医療証の更新案内を送付します。8月
家庭相談」
コーナーで手続きをしてくだ

さい。必要なものは▶児童扶養手当の
現況届＝手当証書、本人であることを証

明するもの
（健康保険証など）
、記入済
みの養育費に関する申告書

▶ひとり

親家庭等医療証の更新＝健康保険証、

▶※文化記念公園
（小倉南区田

ひとり親家庭等医療証、令和3年1月1日

▶浅生スポーツセンター
（戸畑区浅

地の所得額証明書。♦詳細は各区役所

曜日

現在、市外に居住していた人は前住所

コーナーへ。
生二丁目）
＝9月10〜24日の毎週金曜日。 「子ども・家庭相談」

♦◎女性。室内シューズ
（浅生スポー

ツセンターは滑り止めのついた靴下）
が

必要。♥市民文化スポーツ局スポーツ
振興課☎582・2395へ。

障害者のための入門水泳教室
▶児童の部＝9月2日〜11月25日の毎

週木曜日
（全13回）18時30分〜19時30

市営バス福祉優待乗車証
（青色）
の更新は8月までに
青色の
「福祉優待乗車証」
の有効期限

を、8月31日まで延長します。更新がま
だの人は、
この間に郵送か交通局案内

所・営業所で手続きを。郵送手続きには、
申請書と各種手帳の写しと404円切手

分。◎障害のある4〜17歳と保護者
（保

を貼った返信用封筒が必要。交通局案

日〜11月27日のおおむね毎週土曜日

と写真付き専用パスケースと現在お持

以上。♦障害者スポーツセンター
（小

通局のホームページでも確認できます。

護者も入水します） ▶大人の部＝9月4

（全12回）11〜12時。◎障害のある18歳

倉北区三郎丸三丁目）
で。☆各部10人。
＃8月20日までに同 施 設 ☎922・0026
へ。聴覚障害者は🅵922・0041も可。

精神障害者バレーボール大会
全国障害者スポーツ大会の九州地区

予選会に出場するチームを決定します。
9月4日㈯9〜16時、障害者スポーツセン

ター
（小倉北区三郎丸三丁目）
で。◎精

内所・営業所での手続きには、各種手帳

ちの優待乗車証が必要。詳細は♥を。交
新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止のため、できるだけ郵送手続きを

ご利用ください。新規・再発行の人は郵
送不可
（受け付けは交通局案内所・営業

所だけ）
。◎身体障害者
（身体障害者手

帳4級以上）
、知的障害者、戦傷病者、精

神障害者。♥交通局総務経営課☎771・
8401へ。

