
愛称は愛称はゆめぷらっと小城ゆめぷらっと小城
　まちなか市民交流プラザ　ゆめぷらっと小城が１月４日
（月）にいよいよ開館します。旧小城庁舎跡地に建設され、

これから市民の憩いの場として期待されるゆめぷらっと小城
を紹介します。

　ゆめぷらっと小城は公民館で行ってい
る生涯学習活動はもちろん、まちづくり
活動や市民活動、商業的な目的のイベン
トや飲食を伴う同窓会・懇親会など、さま
ざまな用途にお使いいただけます。
　いつでも気軽に「ぷらっと」立ち寄っ
て、幅広い年代の多種多様な活動に触
れ、あなたの新しい「夢」を見つけてくだ
さい。
　　　　　小城市長　江里口秀次

１階から３階までが吹
き抜けになった、開放
的な空間。小城の空を
空中散歩できそうな
「小城空路」。南北に
大きなガラス窓が広が
ります。

50人収容で防音完備。さらに、鏡とダンスポールが設置さ
れているので会議室としてはもちろん、ダンスなどの練習
にも利用できます。（土足・飲食禁止）

500人収容で、お芝居、コンサート、イベントなど
さまざまなことに活用できます。ステージは可動式
（１台 1m×2m・高さ20㎝～100㎝）で、演出
に合わせ組むことができます。ホールの真ん中にス
テージを作ったり、花道を作ったり、階段状のス
テージを作ることもできます。

　私はここを「まちをつなぐ、人をつなぐ、文化をつなぐ、夢をつな

ぐ」場所にしたいと思っています。市内の4町のいいところをつなぎ、

市民がつながり、文化を伝え、皆さんの夢をつないでいける場所です。

　まずは、気軽に立ち寄り、使っていただきたいと思います。各階に

くつろぎの場所がありますので、普段着でぷらっと来て、お茶を飲み

ながら四季の移ろいや景色を楽しむのも一つです。

　さらに、小城の豊かな食文化を活かし、広く伝えていく情報発信の

場にしていきたいと考えています。

　私たち、スタッフの知恵と工夫、そして市民の皆さんのご協力をい

ただき、小城の情報の発信拠点となるよう、頑張ります。

　気軽に行けて、基盤や駅という意味のプ
ラットフォーム（platform）から付けられま
した。中心市街地の賑わいの拠点となる複合
施設であり、多くの夢が生まれ、皆が気軽に
訪れ、誰からも親しまれる素晴らしい施設と
なるようにと願いが込められています。

ゆめぷらっと小城　は指定管理者方式をとり、より利用者のニーズに
対応したサービスを提供できます。

オープニングイベントオープニングイベント

　９時～ オープニングセレモニー

10時～ オープニングイベント

ゆめぷらっと小城オープン記念

「ぷらっとおほ展」
展示期間▶
１月16日（土）～24日（日）
場所▶１階 ギャラリー

子どもたちと
　お絵描き教室！

１月16日（土）

時間▶10時～18時（随時）

＊小城市文化連盟小城支部茶道クラブと小城羊羹協同
　組合によるお茶のおもてなし
＊小城市文化連盟小城支部華道クラブによる花の展示
＊小城まちの駅ネットワークによる
　アートバルーンを先着300人にプレゼント！

10時～／１階 小城空路にて

イベント

12月27日

オープン前に、一足先に見学
会を開催します！ぜひ、
“ぷらっと”お立ち寄りください。

13時～17時

日
土

小城太鼓演奏

北村尚志ライブ

小城山曳祇園700年祭記念劇「永遠の月星」 指定管理者
株式会社まちづくり小城　館長　八木　信一郎さん

やつ き しんいちろう

小城市文化連盟によるイベント

★文化連盟出演団体
・観世流謡曲【小城清風会】
・民謡【翔謡会】
・日舞【美智治会、舞踊サークル舞あかり】
・ダンス【エレガンス、フラダンス小城マイレ】
・コーラス【シルバーコスモス、小城チェリーメイト、
　　　　　　小城男性合唱団てんざん、小城すみれ】

おほし
んたろ

うさん

　　　　
がやっ

てくる
！

サガテ
レビ

「かち
かちP

ress」

お天気情
報でおな

じみの！

（おほしんたろう出演）

サガテレビ「週末LIVE どよう ぽけっと」生中継

小城ロータリークラブ
時計塔設置記念
先着100人に
紅白まんじゅうを
プレゼント！

14時～

見学会を開催！
見学会を開催！

時間 10時30分～ 場所 １階 小城空路

時間 13時30分～ 場所 ２階 多目的ホール

時間 13時～ 場所 ２階 多目的ホール

時間 11時～12時 場所 ２階 多目的ホール

１

大会議
室

多目的ホール

16

小城空路
お

ぎ くう じ

二重窓で
防音対策
バッチリ！

広い屋外階
段から出入り
できますよ！

１階のギ
ャラリー

では、

美術展や
１DAYシ

ョップ

などさま
ざまなイ

ベント

 ができ
ます！

オープン！オープン！
１月４日１月４日 月
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テラス
各階にテラスを設置しています。
北側の窓からは天山山系が一望できます。

最新システムが導入された
キッチン。料理教室などの
イベントができます。

クッキングスタジオ

小城ロータリー
クラブから時計
塔を寄贈してい
ただきました。

時計塔

市民活動・ボランティア・NPO
などの活動を応援します。

表紙を飾った
小城高校書道部の皆さん

市民活動センター

小城市小城町253番地21
☎37・6601　1月4日～（12月29日までは☎37・6701）
開館時間／８時30分～22時
休館日／年末年始（12月30日～1月3日）

ココ 佐賀銀行
小城支店
●国道203号線

●コンビニ 小城町下町
交差点

N

P

＊小城公民館・小城出張所市民課窓口、
　水道課も機能を「ゆめぷらっと小城」へ

＊観光交流センター 小城市の新たな観光情報の拠点です！

私たちも
楽しみです！

■多目的ホール
■市民活動センター
■桜岡支館　■会議室

■小城商工会議所

＊館内情報＊

■クッキングスタジオ
■市役所　市民課窓口・水道課
■観光交流センター
■小城公民館　■大会議室
■スタジオ　　■小城空路

１階 ２階

３階

☎37・8861

眺めがよくて
一休みには
最適です♪

眺めがよくて
一休みには
最適です♪

活動に関する
相談も受け付
けます。

活動に関する
相談も受け付
けます。

お菓子作りの道具も
そろっていて、友だち
と作るのも楽しそう！

お菓子作りの道具も
そろっていて、友だち
と作るのも楽しそう！
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