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小城市民図書館　牛津分室
ブックリサイクル

　図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲り
します。一人何冊でも持ち帰ることができます。
　当日は本を入れる袋をご持参ください。
　なくなり次第、終了します。
◆日時　11月３日（月・祝）　10時～
◆場所　小城市民図書館　牛津分室内

 小城市民図書館　牛津分室　☎３７・６１44

小城館 人形劇「さるかに合戦」

◆日時　11月15日（土）14時～／開場13時30分�
◆場所　桜城館（小城館）　2階研修室
◆演目　「さるかに合戦」劇団ぱれっと
◆定員　110人（先着順）
※入場希望の方は整理券（無料）が必要です。
　整理券は、11月１日（土）10時から小城館カウ
　ンターで配布します。

 小城市民図書館　小城館　☎７１・１１３１

広報『さくら』10月号掲載
誤りのお詫びと訂正

　広報『さくら』10月号18ページに掲載した内容
に一部誤り（問い合わせ先）がありました。お詫
びして訂正します。なお、訂正後の内容を再度掲
載します。

日本語ボランティア学習会
　おぎにほんご教室では、外国人の方に日本語を
教えるボランティアを育成するために学習会を開
催します。
　まずは、日本語を教える“コツ”を学んでみませ
んか？（外国語の能力は必要ありません）
◆日時　・12月７日（日）　10時～12時
　　　　・平成27年１月24日（土）
　　　　　13時30分～15時30分
◆場所　小城公民館　桜岡支館
◆対象者　どなたでも
◆定員　20人　※要予約
◆参加費　無料

�おぎにほんご教室
　　　☎０９０・１９２4・７６３７（池田）

世界の料理を作ってみよう
「中国料理」編

　おぎにほんご教室では、外国人の方を講師とし
て料理実習と交流会を開催しています。今年度１
回目は佐賀市在住の中国人ご夫妻をお招きし、３
品の ｢中国料理｣ を作る予定です。
◆日時　11月３日（月・祝）
　　　　10時～13時
◆場所　桜楽館　キッチンルーム
◆定員　30人　※要予約
◆参加費　材料費実費
◆申込期限　10月30日（木）

�おぎにほんご教室
　　　☎０９０・１９２4・７６３７（池田）

平成２７年版
さが県民手帳を発売します

　佐賀県の過去10年間の天気や県・各市町の主要
な統計資料が掲載された大変便利な手帳です。
　ぜひご利用ください。11月に販売予定です。
◆価格（専用鉛筆付き）
・大型（14.2㎝×9.0㎝）　700円
・小型（10.8㎝×7.5㎝）　550円
◆色　グレー、赤
◆販売場所　企画課
※�佐賀県書店商業組合加盟書店（ブックスグリー
ンウッド小城店、積文館書店佐賀三日月店など）
でも購入できます。
 企画課（西館２階）　☎３７・６１１5
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第10回　小城市さわやかスポーツ
レクリエーション祭参加者募集！

　スポーツの振興、市民の交流を目的としています。
　お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。
◆日時　11月23日（日）　９時～
◆開催種目
○ソフトバレーボール（年齢制限なし）
　（三日月体育館）
　・女性の部
　・男女混成の部
○フットサル（中学生以上）
　（小城体育センター）
○ノルディック・ウォーキング体験（小学生以上）
　（牛津総合公園、雨天時は牛津体育センター）
◆参加費　１人�300円
　※フットサル１人�500円（高校生以上）
◆申込期限　11月７日（金）
※�詳細は、生涯学習課、各町公民館、各体育館に
ある実施要項、または市ホームページをご覧く
ださい。

 生涯学習課（東館２階）　☎３７・６１３２

小城市少年少女の声大会

　市内の小学生や中学生が、日頃社会との関わり
の中で考えていること、感じていることを発表し
ます。その思いや考えを、ぜひ、子どもたちの言
葉でお聞きください。
　多くの方のご来場をお待ちしています。
◆日時　11月15日（土）　９時30分～
◆場所　ドゥイング三日月　ホール
◆出場者　市内の小・中学校の代表者　各１人
◆アトラクション　小城市空手クラブ
◆入場料　無料

 青少年育成市民会議事務局（生涯学習課内）
　　☎３７・６１３２

11月1２日（水）〜２5日（火）は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間

◆女性に対する暴力とは
　DV（ドメスティック・バイオレンス）に加え、
性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラ
スメント、ストーカー行為など「女性の人権を侵
害するあらゆる行為」のことです。
◆DVとは
　配偶者やパートナーからの身体
的・経済的・性的暴力を指します。
　最近は「デートDV」と言われる
交際相手からの暴力も問題となっ
ています。
◆相談窓口

 企画課（西館２階）　☎３７・６１１5

こども課 ☎37・6109
月～金／8時30分～17時15分
※佐賀県ＤＶ総合対策センター
　相談員対応（要予約）
　毎月第2水曜日　10時～16時

配偶者暴力
相談支援
センター

☎26・0018
火～土／９時～21時
日・祝／９時～16時30分
月／休み

☎26・1212
月～金／8時30分～17時15分
土・日・祝／休み
※緊急の場合は毎日24時間対応

警察
レディース
テレホン

☎28・4187 月～金／8時30分～17時15分

女性に対する暴力
根絶のマーク

更新の手続きはお済みですか？

　8月中に受け付けを行いました児童扶養手当の
現況届・ひとり親家庭等医療費助成資格更新申請
書を、まだ提出されていない方は、必要書類を確
認し、至急提出をお願いします。
　提出がない場合、児童扶養手当は受給できなく
なり、医療費助成は、助成できなくなりますので
ご注意ください。

 こども課（西館１階）　☎３７・６１０９
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10月2日（木）オープン
マンツーマン運動指導 専門スタジオ

Studio Life
お一人お一人のからだの特徴や体調に合わせた

健康について、真剣に、大切に考える運動スタジオです。
「あなただけのオーダーメイドのエクササイズ」

お一人様 60分
完全予約制

Make a Good Condition 
And
Happy Life Together.

さが桜マラソンに出場される方、ぜひお越しください！ 小城市三日月町樋口939-3　TEL／FAX 0952-37-9820

http://gc-studiolife.jimdo.com/
studiolifemail@ybb.ne.jp

レッスン時間
9:00 ～ 12:30
14:00 ～ 21:15

日曜
祝日
休み※土曜日は17:30まで

N

体験レッスン受付中！ 有
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ウィメンズカレッジ受講者募集 !

　小城市地域婦人会では、心豊かに過ごすため講
座を開催します。詐欺被害に遭わないために一緒
に学習しましょう！
　どなたでも参加できます。男性の参加も大歓迎！
◆日時　11月28日（金）
　　　　10時～11時50分
◆場所　アイル
◆内容
　「高齢者の暮らしの安心、安全」
　小城警察署生活安全課　課長　小

お
副
そえ
川
がわ
�関
せき
也
や
さん

◆対象者　どなたでも
◆受講料　無料
◆申込期限　11月20日（木）
◆申込先　各町公民館まで

 小城市地域婦人会　古賀　☎６６・２６２６

パソコンよろず相談会 in 小城

　Windows�Vista、Windows7、Windows8の
操作などのご相談、修理も受け付けています。
◆内容
　個別に対応方法をお教えします。
　※１人15分程度
◆日程　①11月14日（金）
　　　　②12月12日（金）
◆時間　19時～20時30分
◆場所　牛津会館　５号室
　　　　（牛津町牛津586）
◆定員　8人
　　　　（事前申込・先着順）
◆参加費　各回　500円
（修理・調整は別途費用をいただく場合があります）

 CSO市民活動センターようこそ（西岡）
　　　☎・FAX ７２・３5６６　☎０8０・4２９７・２７６5

男性の料理教室 〜厨房に入ろう〜

　料理経験のない方もお気軽にご参加ください。
◆日時　12月９日（火）　９時30分～13時
◆場所　ゆめりあ
◆対象者　市内在住の男性の方
◆定員　20人（先着順）※要予約
◆申込期限　11月21日（金）
◆内容　男性でもできる簡単料理の調理実習と会食
◆参加費　400円（テキスト代含む）
◆持参するもの　エプロン、三角巾、お米１合

 食生活改善推進協議会（健康増進課内）
　　　☎３７・６１０６

小城市公民館体験講座
「リンパヒーリングケア教室」

◆期日　①11月11日（火）
　　　　②11月18日（火）
　　　　③11月25日（火）
◆時間　10時30分～12時
◆内容　①フェイシャル（若返り・小顔効果）
　　　　②ボディ（むくみ予防効果）
　　　　③家族へのケア（不眠・肩こり効果）
◆会場　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆定員　50人（先着順）
◆対象者　市内在住の成人の方
◆参加料　1，000円（オイル代）
◆ 持ってくるもの
　手鏡、髪留め、ヨガマット（バスタオル）、
　ハンドタオル
◆服装　襟の広いシャツ（キャミソールなど）
　　　　膝の出る丈のズボン
◆申込期限　各日１週間前まで
※１日のみの参加も可・託児あり

 牛津公民館　　☎３７・６１４３
　　　三日月公民館　☎７２・１６１６
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受付スタ
ート！！ 未2015年

今年も楽しめぇ～るお便りを。今年も楽しめぇ～るお便りを。
TEL 0952–73–4113 http://www.otonari.co.jp/dezacore/

※数に限りがありますのでお早めに！

　オリジナルポストカード
「言葉の贈り物」プレゼント
　オリジナルポストカード
「言葉の贈り物」プレゼント

店頭にてお申し込みの際に
「広報さくら」を見たよ！と言っていただくと
店頭にてお申し込みの際に
「広報さくら」を見たよ！と言っていただくと年賀状印刷
ご来店者限定特

典！！
有
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独演会

◆日時　12月13日（土）
　14時30分～（開場14時）
◆場所　牛津赤れんが館
　（小城市牛津町牛津586）
◆演目　「忠臣蔵　義士伝」
◆入場料　1,000円
チケット販売中

 牛津赤れんが会　☎０8０・4６９4・３１58
　　牛津赤れんが館 管理人室　☎６６・０２２１

第34回 小城市牛津産業まつり
西の浪花の復活祭

◆日時　11月９日（日）　９時～16時
◆場所　�セリオ広場・セリオホール・牛津高校前・

赤れんが館
◆内容
・セリオ会場　ナイツお笑いライブ
・セリオホール　アンパンマンショー
・牛津高校前　ママレイド・ラグ、
　　　　　　　野副一喜ライブステージ
・赤れんが館　赤れんが横丁ビアガーデン、
　　　　　　　筑紫美主子映画まつりなど

 小城市牛津産業まつり実行委員会
　　（牛津芦刈商工会内）　☎６６・０２２２

介護の日相談会のお知らせ

　高齢者の介護について質問や相談をお受けしま
す。介護事業所の相談員と介護支援専門員が対応
します。　※相談無料
◆日時　11月12日（水）　10時～17時
◆場所　ダイレックス三日月店（店舗入り口北側）

 佐賀県介護保険事業連合会　☎３６・９３６8

平成２6年度「さが新規就農希望
者養成講座」受講者募集

《基礎講座》
◆ 内容　５日間の講義や農家体験で、就農と農業
の基礎知識を学びます。

◆開催期間
　11月17日（月）～21日（金）
◆募集期限
　11月７日（金）

《実践講座》
◆ 内容　農作物の播種から収穫まで（６～8か月）
の実習と先進農家研修により、就農のための実
践的な栽培技術と農業知識の習得を目指します。

◆開講時期
　平成27年１月上旬開講予定
　（実習日は半日で週１～2日）
◆募集期間　11月10日（月）～12月12日（金）
　詳細はお問い合わせください。

 佐賀県農業大学校　☎45・２１45

最低賃金
１時間 664円 → 6７8円へ

　10月４日から佐賀県最低賃金が改定されました。
　佐賀県特定（産業別）最低賃金は別途決定され
る予定です。

 佐賀労働局　賃金室　☎３２・７１７９

あなたも農業を
始めてみませんか！

　11月は『新規就農推進強化月間』です。
　市では、これから農業を始めようとする方を応
援しています。本格的に農業を始めようという方
はもちろん、農業に興味があり、将来農業を始め
たいとお考えの方からの相談もお待ちしています。

 農林水産課（東館１階）　☎３７・６１２5

神田�紅さん
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　佐賀藩は日本の近代医学の発展に大きく貢献し
ました。その意義を明らかにしながら、佐賀県の
地域医療のありかた、特に肝がんに対する官民の
取り組みについて歴史に学びつつ、考えていきます。
◆テーマ　歴史に学ぶ地域の先進医療
◆日時　11月１日（土）　13時～16時30分
◆場所　アバンセ　ホール
◆内容
　・基調講演「なぜ佐賀に肝がんが多いのか？」
　・パネルディスカッション
◆入場料　無料　※事前申込不要

 放送大学佐賀学習センター　☎２２・３３０8

放送大学　公開シンポジウム

アバンセ開館２0周年記念イベント

　開館20周年を記念して、男女共同参画社会づく
りと生涯学習に関する講演会やワークショップ、
作品展示などさまざまなイベントを開催します。
◆日時・内容

【１日目】　11月29日（土）　10時～16時30分
・講演、パネルディスカッション
　13時30分～16時　※事前申込
　「私たちが描く！未来の生き方
　　～�“ズレ”�ない男女共同参画のために～」
　講師　古

ふる
市
いち
�憲
のり
寿
とし
さん（社会学者）

・特別相談、ブックリサイクル など
【２日目】　11月30日（日）　10時～16時
・まなびぃフェスタ
　宇宙科学館展示・クラフト教室・体験講座�など
・県民カレッジの集い
　14時～16時　※事前申込
　講演
　「グレートジャーニー　～挑戦・夢の見つけ方～」
　講師　関

せき
野
の
�吉
よし
晴
はる
さん（探検家）

◆場所　アバンセ
◆対象者　どなたでも
※内容によっては、事前申し込みが必要です。

 アバンセ�（佐賀県立男女共同参画センター・
　　佐賀県立生涯学習センター）
　　☎２６・00１１　FAX�２5・559１
　　 アバンセ 検索

　JR唐津線では、山本～久保田間で線路修繕工事
を行います。これに伴い、工事時間帯の西唐津・
唐津～佐賀間の列車が運休となりますので、ご注
意ください。
◆工事期間　１１月１９日（水）　１０時～１4時頃
　なお、同区間のバスおよびタクシーによる代行
輸送は実施しません。

 JR九州唐津鉄道事業部　☎０９55・７5・０３8２

列車運休のお知らせ

秋の火災予防運動

～「もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ」～
　11月９日（日）～15日（土）は、秋季全国火災
予防運動期間です。火災が発生しやすい時季を迎
えます。火災予防に心掛けましょう。
※�住宅用火災警報器は、平成23年６月１日から設
置が義務付けられています。

 小城消防署　☎６６・１54１
　　総務課（西館２階）　☎３７・６１１２

住宅用火災警報器

このマークが
表示されてい
るものをお勧
めします。

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間

　夫やパートナーからの暴力（DV）、職場でのセ
クシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といっ
た女性をめぐるさまざまな人権問題について相談
を受け付ける専用電話相談窓口です。秘密は固く
守られますので、一人で悩まず、お気軽にご相談
ください。
◆実施期間
　11月17日（月）～23日（日）７日間
　8時30分～19時（土・日曜日は10時～17時）
◆専用電話番号
　☎0570・070・810（全国共通）
◆相談担当者　人権擁護委員、法務局職員
◆相談料　無料

 佐賀地方法務局　人権擁護課　☎２６・２１９5
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佐賀県がん患者（家族）集いの会

　互いに励まし合い、情報交換を行う交流の場です。
◆日時　11月29日（土）　13時～16時
◆場所　伊万里市民センター
　　　（伊万里市松島町391番地１）
◆内容　
・１３時～１4時２０分　陶芸教室
　「手びねりによる焼き物づくり」溝

みぞ
上
かみ
�良
よし
博
ひろ
�さん

　タオル、エプロン、飲み物をお持ちください。
・１4時３０分～１６時　親睦交流会
◆対象者
　がん患者またはその家族30人（先着順）
◆参加費　１人800円
　　　　　（交流会のみの参加料は300円）
※�佐賀県総合保健協会から会場まで、車で送迎し
ます。会場までの交通手段のない方はご相談く
ださい。

◆ 申込方法　住所・氏名・電話番号・家族同伴の
有無を電話でご連絡ください。

◆電話受付　毎週月・水・金曜日
　　　　　　10時～13時、14時～16時
◆申込期限　11月21日（金）

 公益財団法人　佐賀県総合保健協会
　　　☎２７・4６６６

介護の日記念イベント

◆日時　11月11日（火）
　　　　13時～16時40分（開場12時）
◆会場　�佐賀市文化会館　中ホール
　　　　（佐賀市日の出１－21－10）
◆入場料　無料
≪記念講演会≫
・第１部『ほっとけ心であっぱれ介護』
講師　田

たな
辺
べ
�鶴
かく
瑛
えい
さん（講談師）

・第２部『今（いのち）を生きる～人の一生と死生観～』
講師　太

おお
田
た
�宣
せん
承
しょう
さん

　　（特別養護老人ホーム光寿苑　苑長）
≪介護に関する相談会≫
・介護相談コーナー　・介護福祉用具展示
・介護福祉士養成学校案内、相談
※�当日は駐車場の混雑が予想されます。ご来場の
際は、できるだけ公共の交通機関をご利用くだ
さい。
 ・佐賀県介護保険事業連合会　☎３６・９３６8

　  ・佐賀中部広域連合　給付課　☎4０・１１３4

～林野庁 木材利用ポイントとは～
　スギやヒノキなどの地域材を活用した住宅の新
築やリフォームをすると、木材利用ポイントが発
行されます。１ポイント１円相当で、全国の農林
水産品や一般商品券などと交換できます。
　施工・木材納品を行うのは木材利用ポイント事
務局に登録された事業者に限ります。
◆ポイント発行申請期限
　平成27年5月31日（日）
　ポイント発行対象となる工事の期間および製品
の購入期間は既に終了しました。
※�ポイントの発行額が予算額に達した場合は、終
了することがあります。詳細はお問い合わせく
ださい。

 佐賀県木材利用推進協議会　☎２３・６１8１

「木材利用ポイント」の申請
期限が延長されました

木材利用ポイント事務局 検索

要約筆記者養成講座を開催！

　聴覚に障害がある方に、話の内容をその場で文
字にして伝える通訳者養成講座です。途中手書き
コースとパソコンコースに分かれ実技を行います
ので、どちらか選択していただきます。
◆日時　�12月３日（水）～平成27年４月8日（水）

の毎週水曜日　10時～16時（全17回）
　　　　※12月31日は休み
◆場所　
　佐賀県障害者サポートセンター　多目的交流室
　（佐賀市白山二丁目１－12）
◆料金
　3,400円（テキスト代）
　※�手書きコースの方は、別途消耗品代（ロール代）
600円。

◆ その他
　パソコンコースの方は、Windows７以上のノー
トパソコンをご持参ください。
◆申込期限　11月25日（火）

 佐賀県障害者サポートセンター
　　　☎4０・７７００　FAX 4０・７７０5
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情報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

佐賀県療育支援センター
児童発達支援センター『くすのみ園』

～平成２７年度　入園希望受付について～
　発達の遅れや集団生活に不安のある自立歩行可
能な在宅の幼児を対象に、日々通園の集団での療
育支援を行います。
◆対象年齢　2歳～６歳未満
◆予定人員　10人程度
◆受付期限　12月12日（金）

 佐賀県療育支援センター　くすのみ園
　　☎６２・２１３１

冬の節電活動に参加しませんか

　家庭や地域でのCO2排出削減などを促進するた
め、家庭での電気使用量削減などの取り組み（削
減率）に対し、ポイント券を交付します。獲得し
たポイント券は、道の駅などポイント取扱店で使
用できます。
◆募集期限　11月30日（日）
◆実施期間　12月～平成27年2月
　この期間分の九州電力（株）から届く検針票（電
気ご使用量のお知らせ）で確認します。検針票の
保管をお願いします。
　申込方法など詳細はホームページをご覧ください。

 ポイント運営管理事務局
　（公益財団法人　九州経済調査協会）
　　☎０９２・７２１・4９０5

「マネジメント力」セミナー

　消費税増税を乗り切るため、皆さんの経営状況
を見直すきっかけにしてみませんか。
◆日時　10月29日（水）　14時～16時
◆場所　牛津芦刈商工会館　2階ホール
◆講師　西

にし
原
はら
�哲
てつ
郎
ろう
さん

　　　（中小企業診断士・明るい経営代表）
◆対象者　自営業の方
◆参加費　無料　※事前申込

 牛津芦刈商工会　☎６６・０２２２

小城まち歩き　第２弾
〜千葉氏の月と星めぐり〜

　小城の領主千葉氏は「月・星」を家紋にしてい
ます。千葉氏の歴史を学びながら歩きませんか。
◆日時
　11月22日（土）、23日（日）
　10時～12時30分
　（受付９時45分～）
◆集合場所　須賀神社　神殿前
◆募集人数　各日20人
◆参加費　1,000円

 小城市観光協会　☎７２・７4２３
　　　深川家「揚羽蝶」☎７３・１１６６

佐賀中部広域連合の火災予防条例
が一部改正になりました

　平成25年8月15日に福知山市の花火大会で多
くの死傷者を出した火災を踏まえて火災予防条例
の一部を改正しました。
◦�多くの人が集まる催しで火気器具を使用する露
店などには次のことが義務付けられています。
　・露店を開設する時の届出
　・消火器の準備
◦�大規模な催しのうち、消防署長が指定するもの
は、主催者に対し次のことが義務付けられてい
ます。
　・防火担当者の選任
　・火災予防上必要な業務計画の作成
　・これらの計画の提出　など
※�計画の提出を怠った主催者に対しては罰則規定
が定められています。条例改正の詳細は最寄り
の消防署へお尋ねください。
 小城消防署　☎６６・１54１

九州エコライフポイント 検索

小城ばんたーねっとTV
おぎゅっと

　小城市の生活・イベント情報・マメ知識などを
楽しく紹介する、
「小城ばんたーねっとTV 
おぎゅっと」というイン
ターネット番組を放送し
ています。ぜひご覧くだ
さい。
市ホームページ

 総務課（西館２階）　☎３７・６１１３

小城ばんたーねっとＴＶ 検索

いつでも、どこでも
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※当選者の発表は、プレゼントの発送をもって
　かえさせて頂きます。

プ レ ゼ ン ト 商 品

★市指定ごみ袋
　（中10枚セット×２）
★清水竹灯り
　ペアチケット

◎おたっしゃ本舗の成年後見制度は色々勉強になりました。このぺージは別にファイルしています。（75歳男性）
◎消防団の活躍、日々の仕事の内容が分かり大変ご苦労されていることが分かり、私たち市民も安心して
暮らせます。（70歳女性）　◎子ども関係の情報を得られるのがとても助かっています。（31歳女性）
◎「さくら」クイズのために全部読んでしまいましたよ！！（28歳女性）　◎「あーも！ファミリー」おすすめレシピ
今月の料理は手軽に出来る料理などすごく助かります。これからも宜しく。（71歳女性）　◎体験教室のヨガ
に行ってみようと思います。（74歳女性）　◎健康マイレージの取り組みは、ほとんど運動しない私でもやる
気になりました。（38歳女性）　◎保健福祉センターの施設の特集をしてほしいです。（47歳女性）

読者コーナー

読ん
で当
てよ
う

次の○○に入る言葉を、それぞれお答えください。問題

■応募方法：ハガキまたはＥメールに、クイズの答え・住所・氏名・年齢・電話番号・希望するプレゼント名と、
　　　　　　「読者のひとこと」を必ず添えて、11 月 4日（火）（当日必着）までに、ご応募ください。（１人につき１通）

1 特集からの問題です
地域みんなでリサイクル！「資源物回収で○○○○」

2 スローライフ「食」
おいしい“和”食で育む心と体「小城の○○まつり」

さくら  クイズ

【応募先】 〒845－8511（小城市役所専用の郵便番号）小城市総務課秘書広報係
　　　　 《Eメール》kouhou@city.ogi. lg.jp

※個人情報の取り扱いについて：お寄せいただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただき、
　この目的以外に使用することは一切ありません。

8月号の答えは、①土のう と ②マジェンバ でした。

今後特集してほしいことなど
ありましたら 「読者のひとこと」
にお書きください！

前回の答え 36通（正解者31人）の応募の中から、当選者にはプレゼントを送付しました。

10組（20名）様

５名様

第51回　佐賀県精神保健福祉大会
〜スマイルフェスタ　イン　伊万里〜

◆日時　11月25日（火）
　　　　11時30分～16時10分
◆場所　伊万里市民センター
　　　（伊万里市松島町391番地１）
◆入場料　無料
◆イベントコーナー　11時30分～
　精神障害者の作品展示と即売、
　相談・普及啓発コーナー
◆アトラクション　14時～
　山の音楽家Shana　コンサート
◆特別公演　15時～
　「仕事休んでうつ地獄に行ってきた
　　～丸岡的うつ病と上手につきあう心得」
　講師　フリーキャスター　丸

まる
岡
おか
いずみさん

 佐賀県障害福祉課　☎２5・７０６4

◆募集種目
　陸上自衛隊高等工科学校生徒
◆受験資格
　中卒（見込含）17歳未満の男子
◆試験日
　《推薦》
　　平成27年１月10日（土）～12日（月・祝）
　　※いずれか１日を指定されます。
　《一般・一次》
　　平成27年１月24日（土）
◆受付期間
　《推薦》　11月１日（土）～12月５日（金）
　《一般》
　　11月１日（土）～平成27年１月９日（金）

 自衛隊佐賀募集案内所　☎３１・5００２

自衛官募集
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