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予防接種名 対象年齢 標準接種年齢 備考
BCG 生後12月未満 生後5～8月 必ず生後12月未満に接種しましょう。
DPT・IPV

（四種混合） 生後3～90月未満
生後3～12月 1期初回…20日～56日間隔で3回接種します。
生後18～30月 1期追加…初回終了後6月～1年半経ってから1回接種します。

MR
（麻しん風しん混合）

1期：生後12～24月未満 1歳を過ぎたら早めに接種しましょう。

2期：5～7歳未満で小学校就学前1年の間に1回 2期… 追加免疫となります。年長児になったら早めに接種しま
しょう。

DT
（二種混合） 11～13歳未満 11歳 DPT接種後のジフテリア・破傷風の免疫を強化するための予防

接種です。

日本脳炎
生後6月～90月未満

3歳 1期初回…6～28日の間隔で2回接種します。
4歳 1期追加…1期初回終了後、おおむね1年経ってから接種します。

9歳～13歳未満 9歳 2期…追加接種となります。

Hib
（インフルエンザ菌
b型）

生後2月以上60月未満 初回接種は生後2月～
7月未満

接種開始月齢
生後2月～7月未満：初回3回、追加1回
生後7月～12月：初回2回、追加1回
生後12月～生後60月：1回

小児肺炎球菌 生後2月以上60月未満 初回接種は生後2月～
7月未満

接種開始月齢
生後2月～7月未満：初回3回、追加1回
生後7月～12月未満：初回2回、追加1回
生後12月～生後24月：2回
生後24月～生後60月：1回

子宮頸がん予防
ワクチン

小学6年生～高校1年
生相当の女子 中学1年生 同一のワクチンを3回接種する。

水痘 生後12月～36月未満
生後12月～15月 1回目…1歳を過ぎたら早めに接種しましょう。
1回目終了後6月～
12月の間 2回目…1回目終了後3月以上の間隔をあけてください。

B型肝炎 生後12月未満
生後2月 1回目…生後2月になりましたら早めに接種しましょう。
生後3月 2回目…1回目終了後27日以上の間隔をあけてください。
生後7月～8月 3回目…1回目終了後139日以上の間隔をあけてください。

ロタ 
ロタリックス 生後6週～24週 生後2月 27日以上の間隔をあけて2回、初回接種は14週6日までに
ロタテック 生後6週～32週 生後2月 27日以上の間隔をあけて3回、初回接種は14週6日までに

みやわか健康ポイント事業とは？
市民の皆様の主体的な健康づくりを応援することを目的とした事業です。この事業によって、生活習慣病予防、疾病の早期発
見・介護予防等、皆様の健康増進につながることを期待しています。
また、ポイントを集め、ご応募された方全員に記念品を差し上げます。
 対象  18歳以上の宮若市民
詳しくは、みやわか健康ポイント事業のちらし、市公式ホームページをご覧ください。

『みやわか健康ポイント事業』～健康になって記念品をもらおう～

予防接種
※ 予防接種法の改正により内容が一部変更される可能性があります。その場合は広報みやわか「宮若生活」等でお知らせしま

すのでお気をつけください。

個別予防接種

健康づくり 問 健康福祉課 健康対策係　  32-1177
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予防接種名 対象年齢 接種期間 備考

成人用肺炎球菌
ワクチン

【定期予防接種】
対象年齢は、65歳、70歳、75歳、80
歳、85歳、90歳、95歳、100歳です。
★ 今まで一度も接種を受けたことが

ない人

通年

【定期予防接種】
接種料金： 2,500円（生活保護受給者は無料、証明書等の提示

が必要）
接種回数：1回
※対象となるのは1回限りです。5年後は対象となりません。

【定期予防接種対象外】
定期予防接種対象外で、
①満70歳以上の人
② 満65歳以上70歳未満の人で、心

臓・じん臓・呼吸器の慢性疾患、肝
機能障害、糖尿病等の基礎疾患が
ある人で、医師が必要と認める人
は、市の接種費用助成制度を利用
できます。

通年

【定期予防接種対象外】
助成額：3,500円
※ 市内の接種医療機関では助成金の3,500円を差し引いた

金額をお支払いください。
接種の効果は5年間と言われています。すでに接種をしてい
る方は、主治医と相談の上、前回より5年以上経過した時点
で、ご検討ください。
※接種料金は医療機関で異なります。
※ 市外の医療機関で接種される場合は事前に健康対策係へ

ご連絡ください。

高齢者インフル
エンザワクチン

1）満65歳～
2） 満60歳～満64歳（心臓、じん臓、

呼吸器等に重い病気のある人（身
体障害者手帳1級程度）及びヒト
免疫不全ウイルスにより日常生
活がほとんど不可能な程度の障
害を持つ人で接種を希望する人）

10月～3月
※ 感染予防の

ために、で
き る 限 り
1 2 月 中 旬
までに受け
ましょう。

自己負担額：1,300円
（生活保護受給者：無料、証明書等の提示が必要）

※要予約（定員になり次第締め切ります）
保健センターパレット・マリーホール宮田・指定医療機関
市ではがん検診と健康診断を同日に受診できる総合健診を
行っています。

※ 接種料金に変更があった場合は、広報や市公式ホームページ等でお知らせします。

内容 対象者

健康診断 18歳～39歳男女および40歳以上の生活保
護受給者

特定健診 40歳～74歳の宮若市国民健康保険加入者

肝炎ウイルス検査 40歳以上（過去に当該検査を受けたことが
ない者）

胃がん検診
18歳以上大腸がん検診

肺がん検診
前立腺がん検診 50歳以上の男性
子宮頸がん検診 18歳以上の女性
乳がん検診

（マンモグラフィ） 40歳以上の女性

骨密度測定 40・45・50・55・60・65・70歳の女性
歯科健診 市内居住者

健康診断および各種がん検診など

地域健康学習会
老人会・婦人会等の各種団体からの希望に応じて、生活習慣
病の予防や健康づくりに関する事項について、保健師・栄養
士・健康運動指導士による講話や調理実習、運動指導などを
行います。

訪問指導
保健指導が必要と認められる方およびその家族に対して、
保健師等が訪問して必要な指導を行います。

食生活改善教室
食生活改善と食生活改善推進員の育成を目的とした教室で
す。食生活についての講話や調理実習、運動指導などを行い
ます。

健康相談
心身の健康に関する個別の相談に対して、保健師や栄養士
等が必要な指導および助言を行います。（電話や来所により
随時対応します。）

運動教室
20歳以上の市民の方を対象に運動教室を開催しています。

保健事業カレンダー
「保健事業カレンダー」を各世帯に配布して、4月から翌年3
月までの健診の日程をお知らせしています。保健センター
および市役所、若宮コミュニティセンター等にも常備して
います。
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幼稚園の概要教育委員会
名称 郵便番号 所在地 電話／FAX

教育総務課
学校教育課 823-0011 宮田29-1 ☎32-1007

ＦＡＸ32-1047

社会教育課 823-0011 宮田72-1 ☎32-0123
ＦＡＸ32-0221

（宮若リコリス） 823-0011 宮田6-1 ☎32-3210
ＦＡＸ32-0713

市立幼稚園への入園
毎年12月頃、広報紙やホームページにて、翌年度の新入園児
の募集案内をいたします。願書は幼稚園に提出してください。
教育時間 午前9時～午後2時30分

お休み 土、日、祝日
その他に夏休み、冬休み、春休みがあります

給食費
月額4,000円
※�副食費（おかず代）は、世帯の課税状況や兄
弟児の年齢によって減免になる場合あり

その他の経費 【入園時】保育用品・制服など　20,000円程度
【毎月】教材費や後援会費など　2,000円程度

幼稚園名 年齢 給食
宮若市立
宮田南幼稚園※1 4・5歳児 有

宮若市立
宮田北幼稚園※2 4・5歳児 有

宮若市立
若宮幼稚園 3・4・5歳児 有

学校一覧
・小学校

・中学校

名称 郵便番号 所在地 電話／FAX
宮若市立
宮田南小学校 823-0011 宮田3461 ☎32-0066

ＦＡＸ32-0175
宮若市立
宮田北小学校 823-0001 龍徳1464 ☎33-1367

ＦＡＸ32-9136
宮若市立
宮田東小学校 823-0004 磯光573 ☎32-0069

ＦＡＸ32-9135
宮若市立
宮田小学校 823-0004 磯光1888-6 ☎32-0112

ＦＡＸ32-0137
宮若市立
宮若西小学校 822-0111 金丸417-1 ☎52-0058

ＦＡＸ52-0080

名称 郵便番号 所在地 電話／FAX
宮若市立
宮若東中学校 823-0011 宮田3410-2 ☎33-3501

ＦＡＸ33-3502
宮若市立
宮若西中学校 822-0111 金丸417-1 ☎52-2802

ＦＡＸ52-2810

項目 内容 必要書類 問い合わせ先

転校の
手続き

【市外からの転入】
本庁市民課または支所市民窓口課で転入届を行った後、必要書類を
持って新しい学校へ行ってください。

前の学校の
　《在学証明書》
　《教科用図書給与証明書》
市民課または市民窓口課発行の
　《転入学通知書》

教育委員会
学校教育課
☎32-1007

【市外への転出】
本庁市民課または支所市民窓口課で転出届を行った後、転学通知書
を持って通学している学校へ行ってください。

市民課または市民窓口課発行の
　《転学通知書》
現在の学校の
　《在学証明書》
　《教科用図書給与証明書》

【市内での転居】
転居で校区が変わった時は、本庁市民課または支所市民窓口課で転
居届を行った後、転学通知書を持って現在の学校へ行き、転入学通知
書と在学証明書、教科用図書給与証明書を持って新しい学校に行っ
てください。

市民課または市民窓口課発行の
　《転学通知書》《転入学通知書》

就学援助
制度

経済的理由によって、就学が難しい小中学校の児童生徒の保護者に
対して、学用品費や給食費などの援助を行う制度です。

印鑑、（所得証明書が必要な場合が
あります）

転校の手続き・就学援助制度

教育・スポーツ・文化

※1　令和3年4月から宮田南幼稚園で3歳児教育開始
※2　宮田北幼稚園は、令和3年3月末まで幼稚園一覧

幼稚園名 郵便番号 所在地 電話／FAX
宮若市立
宮田南幼稚園 823-0011 宮田3461 ☎32-4829

ＦＡＸ兼
宮若市立
宮田北幼稚園※ 823-0001 龍徳1464 ☎32-0201

ＦＡＸ兼
宮若市立
若宮幼稚園 822-0142 竹原5-1 ☎52-0202

ＦＡＸ52-3055

※宮田北幼稚園は令和3年3月末まで
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 所 在 地  宮若市宮田72-1
 利用時間  午前9時～午後10時
 休 館 日  年末年始（12月29日～1月3日）
 主催講座  高齢者大学、教養講座など
 使 用 料 �

※上記に関する問い合わせ先　　宮若市教育委員会　学校教育課　☎32-1007

入学に
ついて

小学校

就学前
健康診断

毎年10月頃、小学校へ入学するお子様を対象に、就学前健康診断（内科・耳鼻科・眼科・歯科）を行います。
会場や日程については、市教育委員会から「健康診断通知ハガキ」が保護者あてに送られます。

入学案内 入学する学校、および入学式をお知らせする、「入学通知ハガキ」が1月末頃に保護者あてに送られます。
※通知が届かない場合は、市教育委員会学校教育課へお問い合わせください。

説明会 毎年2月頃、各学校で行います。保護者あてに校区の学校より案内通知が送られます。

中学校 入学案内 入学する学校、および入学式をお知らせする、「入学通知ハガキ」が1月末頃に保護者あてに送られます。
※通知が届かない場合は、市教育委員会学校教育課へお問い合わせください。

説明会 毎年2月頃、各学校で行います。保護者あてに校区の学校より案内通知が送られます。

就学相談 さまざまな理由により、言語、情緒などの精神面、知的面、身体面などに不安のあるお子様の就学について、就学相談を行っ
ています。入学や学校生活に不安をお持ちの方は、市教育委員会学校教育課へお気軽にご相談ください。

小・中学校への就学

 所　 在　 地  宮若市宮田72-1
 設　　　　備  多目的ホール（300席）
 利  用  時  間  午前9時～午後10時
 休　 館　 日  �月曜日（月曜日が祝日のときは火曜日）� �

年末年始（12月2f9日～翌年1月3日）v
 申込受付時間  �月曜日～金曜日（祝日を除く）� �

午前8時30分～午後5時15分
※使用料についてはお問い合わせください

マリーホール宮田（宮田）
問  32-0123 FAX 32-0221

 所　 在　 地  宮若市宮田72-1
 設　　　　備  文化ホール（579席）
 利  用  時  間  午前9時～午後10時
 休　 館　 日  �月曜日（月曜日が祝日のときは火曜日）� �

年末年始（12月29日～翌年1月3日）
 申　 込　 み  中央公民館
 申込受付時間  �月曜日～金曜日（祝日を除く）� �

午前8時30分～午後5時15分
※使用料についてはお問い合わせください

宮田文化センター（宮田）
問  32-0123 FAX 32-0221

使用時間帯 午前9時～12時 午後1時～5時 午後6時～10時
講堂 1,100円 1,650円 2,200円
研修室 � �550円 � �820円 1,100円
会議室 � �550円 � �820円 1,100円
和室 � �550円 � �820円 1,100円

生活実習室 調理台1台につき440円
4時間を超えた場合は660円

保育室 � �550円 � �660円 � �820円
※�冷暖房の使用料は、各使用料に0.5を乗じて得た額に10円
未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

使用時間帯 午前9時～12時 午後1時～5時 午後6時～10時
第一会議室 � �660円 � �880円 1,100円
第二会議室 � �660円 � �880円 1,100円
第三会議室 � �660円 � �880円 1,100円
学習室 1,480円 1,980円 2,470円
研修室 � �990円 1,320円 1,650円
和室 � �660円 � �880円 1,100円
視聴覚室 � �820円 1,100円 1,370円
応接室 � �660円 � �880円 1,100円

生活実習室 調理台1台につき440円 調理台1台につき
550円

 所  在  地  宮若市高野572
 利用時間  午前9時～午後10時
 休  館  日  年末年始（12月29日～1月3日）

中央公民館若宮分館（高野）
問  52-0859 FAX 52-2998

中央公民館（宮田）
問  32-0123 FAX 32-0221

 所  在  地  宮若市福丸272-1
 利用時間  午前9時～午後10時
 休  館  日  �月曜日（月曜日が祝日のときは火曜日）� �

年末年始（12月29日～翌年1月3日）

若宮コミュニティセンター「ハートフル」（福丸）
問  52-1111 FAX 52-3119
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各施設共通
 所 在 地  宮若市磯光1668-2
 利用時間  �4月1日～10月31日：午前8時～午後6時� �

11月1日～3月31日：午前8時～午後5時
 休 園 日  �月曜日（祝日等の場合はその翌日）、年末年始
 使 用 料  

 所　 在　 地  宮若市山口2551-3
 利  用  時  間  午前9時～午後10時
 申　 込　 み  �中央公民館若宮分館　☎52-0859
 申込受付時間  �月曜日～金曜日（祝日を除く）、� �

午前8時30分～午後5時15分

山口コミュニティセンター（山口）

 光陵グリーンパーク（磯光）
スタジアム・多目的グラウンド・クラブハウス
問 宮田B&G海洋センター　  32-0076

 所 在 地  宮若市上大隈573
 利用時間  午前9時～午後5時
 休 館 日  �月曜日（月曜日が祝日のときは火曜日）� �

毎週木曜日の午後� �
年末年始（12月28日～翌年1月3日）、祝日

石炭記念館（上大隈）
問  32-0404

 所　 在　 地  宮若市下有木786
 利  用  時  間  午前9時～午後10時
 休　 館　 日  �月曜日（月曜日が祝日のときは翌日）� �

年末年始（12月29日～翌年1月3日）�
 申込受付時間  午前8時30分～午後5時（休館日を除く）
 申　 込　 み  笠松研修センター
 使　 用　 料 

使用区分 使用料
（1時間あたり）

冷暖房代
（1時間あたり）

大研修室 1,870円 � �660円
小研修室 � �660円 � �220円
和室研修室 � �550円 � �220円
調理研修室 � �550円 � �220円
※使用時間に1時間未満の場合があっても1時間とみなします。

笠松研修センター［なびきホール］
問 ・FAX 32-5020

健康増進室
各種トレーニングマシンがあり、インストラクターから運
動指導を受けることができます。（更衣室、シャワー・ロッ
カーあり。）
 利 用 時 間  �平日（火曜日～金曜日）　午後1時～午後9時� �

土曜日・日曜日・祝日　　午前9時～午後5時
 利　用　料  110円（1時間あたり）
 注 意 事 項  中学生以下の利用はできません

使用区分（収容人員） 使用料
（1時間あたり）

多目的ホール
（194人）

入場料を徴収しない場合 1,880円
入場料を徴収する場合 3,770円

会議室1（12人） � �410円
会議室2（18人） � �410円
研修室（36人） � �620円
調理室 � �620円

 使  用  料 

公園
施設名 利用区分

入場料を徴収
しない場合

入場料を徴収
する場合

使用料
（1時間につき）

使用料
（1時間につき）

野球場 市内
居住者

高校生以下 � � �440円 � � �880円
一般 � 1,320円 � 2,640円

多 目 的
グ ラ ウ
ンド

市内
居住者

高校生以下 無料

一般 � � �550円
ク ラ ブ
ハウス

市内
居住者

高校生以下 無料
一般 � � �330円

備考
1　冷暖房を使用する場合は、1室1時間につき110円を加算する。
2　放送設備を使用する場合は、1時間につき330円を加算する。
3　�スポーツラインを使用する場合は、1回につき330円を
加算する。

4　シャワーを使用する場合は、1回につき330円を加算する。
5　利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。

施設名 利用区分

入場料を徴収
しない場合

入場料を徴収
する場合

使用料
（1時間あたり）

使用料
（1時間あたり）

アリーナ

市内
居住者

高校生以下 � � �440円 � � �880円
一般 � 1,320円 � 2,640円

照明（1時間） 1,100円
ピッチングマシン（1台） 1,100円
投球練習場（1ブルペン） � �220円
放送設備（1時間） � �330円
シャワールーム � �330円
トレーニングルーム � �110円

各施設共通
 所 在 地  宮若市磯光1668-2
 利用時間  午前9時から午後10時まで
 休 館 日  月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
 使 用 料  

 光陵グリーンパーク（磯光）
アリーナ（多目的屋内施設）、テニスコート
問 アリーナ　  080-8562-4261

施設名 利用区分 使用料
（1時間あたり）

テニスコート
市内居住者

高校生以下 160円
一般 490円

照明（1時間） 550円

転入者向け スマートフォン
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利用区分 単位
利用時間

午前9時～
12時

午後1時～
5時

午後6時～
10時

体育室 全面1回 550円 660円 880円
バドミントン 1面1回 160円 220円 270円
卓球 1台1回 160円 220円 270円
ミーティング
ルーム 1室1回 330円 440円 550円

※冷暖房を利用する場合は、550円を加算する。

利用区分 単位
利用時間

午前9時～
12時

午後1時～
5時

午後5時～
日没まで

テニスコート 1面1回 330円 440円 220円

 所 在 地  宮若市宮田251-4
 設　　備  体育館（バドミントンコート4面分）、会議室
 利用時間  �体育館：�1月5日～2月28日および12月1日～12

月27日：午前9時～午後9時30分� �
3月1日～11月30日：午前9時～午後10時

　　　　 テニスコート：�1月5日～12月27日：午前9時～日没
 休 館 日  �月曜日（月曜日が祝日等の場合はその翌日）� �

年末年始
 使  用  料  

宮田B&G海洋センター（宮田）
問  32-0076（ＦＡＸ兼）

 所 在 地  宮若市本城1593-1
 利用時間  �1月4日～3月31日および11月1日～12月28日：

午前9時～午後5時� �
4月1日～10月31日：午前6時～午後8時

 休 場 日  年末年始
 使  用  料  無料

市民球技場（本城）
問 宮田B&G海洋センター　  32-0076（ＦＡＸ兼）

 所 在 地  宮若市乙野601番地
 設　　備  �芝生フィールド（20,000㎡）、多目的グラウンド

（20,000㎡）、イベント広場、野外ステージ、芝生
広場、わんぱく広場� �
東駐車場129台、西駐車場195台

 利用時間  �4月1日～10月31日：午前9時～午後7時� �
11月1日～3月31日：午前9時～午後6時

 休 園 日  �月曜日（月曜日が祝日等の場合はその翌日）� �
年末年始

西鞍の丘総合運動公園（乙野）
問 中央公民館若宮分館　  52-0859 FAX 52-2998

 所 在 地  宮若市高野577-1
 利用時間  午前9時～午後10時
 休 館 日  毎月第1・3月曜日、年末年始

市民体育館（高野）
問 中央公民館若宮分館　  52-0859 FAX 52-2998

 所 在 地  宮若市宮田251-4
 設　　備  25mプール、児童用プール
 開館期間  6月1日～9月30日

宮田B&G海洋センタープール（宮田）
問 宮田B&G海洋センター　  32-0076（ＦＡＸ兼）

※�生徒とは、中学校や高等学校の生徒およびこれに準ずる
者をいう。
※�児童とは、小学校、幼稚園または保育園の児童およびこれ
に準ずる者並びに幼児（3歳未満の者を除く）をいう。

利用区分 単位
利用時間

午前9時～
12時

午後1時～
4時

午後5時～
10時

一般 1回 220円 220円 220円
生徒 1回 160円 160円 160円
児童 1回 110円 110円 110円

 所 在 地  宮若市高野499
 利用時間  午前9時～午後10時
 休 場 日  �毎月第1・3月曜日� �

年末年始（12月29日～翌1月3日）
 使 用 料  無料

市民グラウンド（高野）
問 中央公民館若宮分館　  52-0859 FAX 52-2998

 所 在 地  宮若市高野499
 開場時間  午前9時～午後10時
 休 場 日  �毎月第1・3月曜日� �

年末年始（12月29日～翌1月3日）
 使 用 料  

利用施設 区分 使用料 照明使用料
テニスコート
1コート1時間あたり 市内利用者 330円 380円

練習コート
1時間あたり 市内・市外共通 � 50円 110円

市民グラウンドテニスコート（高野）
問 中央公民館若宮分館　  52-0859 FAX 52-2998

 開館時間  �平日：午後3時～午後8時� �
土曜日・日曜日・祝日および夏休み期間中：午前9時
～午後8時

 休 館 日  �月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）
 使 用 料 　
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＊利用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなします
＊準備から撤収までの時間を含めてご予約ください
 申込み受付時間  �月曜日～金曜日（祝日を除く）� �

午前8時30分～午後5時15分

 所  在  地  �宮若市宮田6-1
 利用時間  �午前9時～午後10時
 休  館  日  �月曜日（祝日のときは火曜日）、年末年始
 使 用 料 �

最大収容人数 使用料
（1時間あたり）

冷暖房費
（1時間あたり）

研修室1 36人 630円 310円
研修室2 18人 620円 260円
研修室3 12人 420円 200円

宮若市生涯学習センター「宮若リコリス」（宮田）
問  32-3210 FAX 32-0713

 開館時間  �午前10時～午後6時（本館のみ木曜日は午後7時
まで）

 休 館 日  �月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）� �
毎月最終木曜日� �
年末年始、蔵書整理期間

 本を借りるとき 
①�初めて利用される方は、利用者カードの申込みをお願い
します。
　＊�申込書に記入の上、免許証、保険証などの公的証明書を

カウンターまでお持ちください。
②�借りたい本と利用者カードをカウンターにお持ちください。
　＊�カード1枚につき10冊まで（うち、本館におけるAV資

料は2点まで）、2週間借りられます。
　＊雑誌は最新号以外が借りられます。
 本を返すとき 
返却の際は、カードは不要です。カウンターに直接本をお持
ちください。また、図書館が閉まっているときは、返却ポス
トをご利用ください。ただし、AV資料やケースは破損の恐
れがあるため、必ず開館中にカウンターへご返却ください。
 もう一度同じ本を借りたいとき 
予約が入っていなければ、延長ができます。お電話をいただ
くか、カウンターまで延長したい本をお持ちください。ま
た、ホームページでも更新できます。
 予約サービス 
図書館に所蔵がある本で、貸出中のものは、予約ができま
す。貸出の準備ができ次第、ご連絡を差し上げます。
 リクエスト 
図書館に所蔵がない本は、購入もしくは他の図書館から借
りて、できるだけご希望にお応えします。
 おはなし会 
お子さんを対象に、絵本や紙芝居の読み聞かせを行ってい
ます。
参加は無料です。お気軽にお越しください。
　宮若市立図書館（本館）　　毎月第1土曜日
　ハートフル図書室（分館）　毎月第3土曜日
　＊�このほかにも、ボランティア団体によるおはなし会が

不定期で行われます。開催日は図書館ホームページ、
フェイスブックをご覧ください。

宮若市立図書館（宮田）
問  宮若市立図書館（本館）　　  32-0710  

ハートフル図書室（分館）　  52-1041

利用者区分
午前 午後 夜間

午前9時～12時 午前12時～午後5時 午後5時～10時
一般 440円 660円 1,100円
高校生以下 220円 330円 � �550円

※�専用利用の場合は、10割増し。（専用利用とは、柔剣道場の
施設の全面利用をいう。）

宮若市柔剣道場（宮田）
問 宮田B&G海洋センター　  32-0076

 所 在 地  宮若市宮田4705
 設　　備  剣道2面・柔道2面
 申 込 み  B&G海洋センター
 利用時間  午前9時～午後10時
 休 館 日  年末年始
 使 用 料 

公園施設名 利用区分
使用料

基本額（最初の
2時間につき）

加算額（1時
間につき）

芝生
フィールド

半面（市内居住者
かつ高校生以下） 無料 無料

全面（市内居住者
かつ高校生以下） 無料 無料

半面（市内居住者かつ
高校生以下を除く） 550円 270円

全面（市内居住者かつ
高校生以下を除く） 1,100円 550円

多目的広場
半面（市内居住者） 無料 無料
全面（市内居住者） 無料 無料

イベント広場 無料
屋外ステージ 無料

クラブハウス

市内居住者かつ高
校生以下 無料 無料

上記以外の市内居
住者 1,100円 550円

 使 用 料  

転入者向け スマートフォン
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	生活ガイド.pdf
	編集後記.pdf
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