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児童センターの嘱託職員を
募集します

◆業種　児童厚生員
◆内容　児童センターの運営業務
◆必要な資格　�幼稚園、小・中・高校教諭、保育士・

児童厚生員免許のいずれか
◆勤務形態
　月17日（月～日曜日の９時30分～19時15分の
間で７時間45分のシフト勤務）
◆勤務場所　小城市児童センター
◆報酬　月額　153,500円
◆募集人員　１～2人
◆選考方法　面接（履歴書を持参ください）

 社会福祉課（西館１階）　☎３７・６１0７

絵手紙　体験講座

　絵や字の上手下手に関わらず、素朴で手づくり
の温もりを伝える絵手紙。あなたの個性あふれる
オンリーワンの絵手紙を描いてみませんか。
　ぜひ、この機会に体験してください。
◆日時　９月12日（水）　10時～12時
◆場所　あしぱる
◆定員　制限なし
◆対象者　年齢性別問わずどなたでも。
◆参加費　１回200円（材料代）
※事前申し込みが必要です。
◆応募期限　９月３日（月）

 芦刈公民館　☎３７・６１40

 財政課（西館２階）  【担当】古賀・野中　☎３７・６１１７

入札結果を公表します 小城市ホームページから
検索入札結果

（７月入札分で予定価格が1,000万円を超えるもの）� （単位：円、％）

工事名等 指名業者等 落札業者 落札決定額 
(うち消費税相当額)

予定価格 
(うち消費税相当額) 落札率 入札執行課

平成30年度
牛津公共下水道事業
八枝第１号管渠布設工事

西岡建設㈱、㈱下村建設、㈱エグチ・ビルド、
㈱政工務店、㈱城南建設、岡本建設㈱、
㈱大義建設、㈱中島工務店、㈱久保建設

㈱政工務店
61,776,000
(4,576,000)

66,355,200
(4,915,200)

93.10 

財政課
☎37・6117

平成30年度　林道維持補修事業
林道江里山線
堂徳橋橋りょう補修工事

㈱下村建設、㈱政工務店、岡本建設㈱、
㈱中島工務店、㈱久保建設 岡本建設㈱

10,692,000
(792,000)

11,315,160
(838,160)

94.49 

平成30年度
小城公共下水道事業
小城本町第１号管渠布設工事

西岡建設㈱、㈱下村建設、㈱エグチ・ビル
ド、㈱政工務店、㈱城南建設、岡本建設㈱、
㈱大義建設、㈱中島工務店、㈱久保建設

㈱エグチ・ビルド
31,860,000
(2,360,000)

34,225,200
(2,535,200)

93.09 

平成30年度
小城公共下水道事業
土生第２号管渠布設工事

水田建設㈱、㈱嶋本建設、服巻建設㈱、
㈱ナカムラ、㈱エィ・ティ・ジー、㈱中部ガス、
㈱豊城建設、㈱江里口造園�小城支店

水田建設㈱
18,014,400
(1,334,400)

18,975,600
(1,405,600)

94.93 

平成30年度　市営住宅建替事業
市営牛津団地建築工事
家屋事後調査業務

九州技術開発㈱、国際技術コンサルタント㈱、
㈱九州構造設計、㈱原田設計、㈱精工コン
サルタント小城支店、㈱有明エンジニアリン
グ、㈱建匠コンサルタント、㈱アーバン設計

㈱有明
エンジニア
リング

9,450,000
(700,000)

10,011,600
(741,600)

94.39 

※入札結果は、市ホームページでも公表しています。
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「頑張っています！小城市の
子どもたち」出演者を募集

　小城市青少年育成市民会議では、「少年少女の声
大会」や「モデル子どもクラブ発表会」で、日頃
の活動を舞台で発表していただく個人・団体を募
集します。ドゥイング三日月の舞台で発表してみ
ませんか。（例：踊りやダンス、楽器の演奏、スポー
ツの型など舞台で発表できるもの）
◆発表期日
　①少年少女の声大会　11月17日（土）
　②モデル子どもクラブ発表会
　　平成31年１月27日（日）
　※出演はそれぞれ１組ずつ。
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆発表時間　10分～15分程度
◆対象者　市内在住の小・中・高校生
◆ 応募条件　使用物品、楽器などを自分で持ち込
める人。個人、団体を問いません。

◆応募期限　９月28日（金）
◆応募方法　電話で申し込みください。
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
※出演者には謝礼をお渡しします。

 小城市青少年育成市民会議　事務局
　　　☎３７・６１３２（生涯学習課内）

９月９日は「救急の日」

　救急の日は、「９月９日（きゅうきゅう）」の語呂
合わせから、救急医療および救急業務に対する国
民の正しい理解と認識を深め、また、救急医療関
係者の意識を高めるために設けられた日です。
　さらに、救急の日を含む１週間（日曜日から土
曜日）を「救急医療週間」といいます。

【小児救急電話相談窓口】
　夜間に15歳以下のお子さ
んが、けがや急病・急な発熱
になったときに、ご家族が応
急対処をし、医療機関への受
診の要否を判断される場合
に、小児救急電話相談窓口で
は、電話でアドバイスを行っ
ています。ご利用ください。
◆相談受付時間
　毎日19時～翌日８時
◆電話番号
　プッシュ回線で「♯8000」
　※プッシュ回線以外の固定電話からの場合
　　「☎24・2200」へおかけください。

【休日在宅医】
　日曜日や祝日に急病になったときなどに必要な
医療が受けられるよう、当番制で病院が開いてい
ます。毎月発行している健康カレンダーに掲載し
ていますのでご覧ください。

【夜間に診療できる医療機関の確認】
　インターネットで佐賀県医療機関情報・救急医
療情報システムの「99佐賀ネット」をご覧になる
か、佐賀広域消防局（☎31・8899）に問い合わ
せください。

 健康増進課（西館１階）　☎３７・６１0６

第４回
ぷら〜っと手づくりマルシェ

　開放感のある素敵な会場で、ゆっくり・のんび
りお買い物しませんか。ワクワク・楽しい・かわ
いい品を見つけに来ませんか。食べてニコニコ、
おいしいものもたくさんありますよ。
◆日時　９月30日（日）　10時～16時
◆場所　ゆめぷらっと小城　全館
◆入場料　無料
◆主催　株式会社まちづくり小城

 ゆめぷらっと小城　管理室　☎３７・６６0１
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スマートフォン、パソコンでも快適に読めます！

おぎなうをスマホに入れて小城を楽しみましょう
小城を100倍楽しくする
小城のフリーペーパー

おぎの情報を発信しています
http://oginow.sagasubanta.com スマホの方はアプリをインストールしてください。

Catalog Pocket/カタポケ

iOS
の方

Android
の方

無料

Facebook最新情報は にて

小城市小城町253番地４（音成印刷内）
TEL 0952－73－4113　FAX 0952－73－3540おぎなう編集局

ぜ
ひ
、ご
覧

く
だ
さ
い
！！
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２4時間テレビチャリティー
募金活動を行います

　市内の中学生が募金活動を行います。
　皆さんのご協力をお願いします。
◆期日　８月25日（土）
◆時間・場所
　【小城中学校】　10時30分～14時
　・ダイレックス　小城店
　・スーパーモリナガ　小城店
　【三日月中学校】　10時～12時、13時～15時
　・ザ・ビッグ　三日月店
　【牛津中学校】　10時～12時
　・ユートク食品館　牛津店
　【芦刈観瀾校中学部】　９時～12時
　・ショッピングプラザ　セリオ

 小城市社会福祉協議会　☎７３・２７00

小城町江里山　ひがん花まつり
　ひがん花の見頃に合わせ、ひがん花まつりが開
催されます。農村景観百選・棚田百選に選ばれた
小城町江里山地区では、毎年９月中旬から下旬に
かけて、見事なひがん花が咲き競います。
◆日時　９月23日（日・祝）
　　　　９時～
◆会場　江里山観賞広場周辺（小城町）
◆地元農作物・加工品販売
◆時間　９時～16時
＜かかしフェスティバル（同時開催）＞
◆表彰式　11時～
◆展示期間
　９月23日（日・祝）～30日（日）
＜さが棚田展＞
◆時間　10時～15時
◆ 無料シャトルバス
　当日はシャトルバスを運行
します。詳細は、市ホームペー
ジをご覧ください。

＜かかしの出品を募集します！＞
◆募集期間
　８月27日（月）～９月７日（金）
◆受付場所・時間
　農林水産課（東館１階）　９時～16時
◆注意点
・�大きさは、大人2人
程度で運搬などの作
業が可能なもの
・�展示期間中は雨風に
さらされることがあ
るため、防水性およ
び耐久性を考慮する
こと

 農林水産課（東館１階）　☎３７・６１２５

小城市公民館体験講座
「ノルディックウォーク体験教室」

◆日時　９月23日（日・祝）　９時15分～11時30分
◆会場　岩松支館集合
　～江里山ひがん花観賞コース～
　※駐車場は岩松支館西側駐車場をご利用ください。
　※�江里山ひがん花観賞コースにはひがん花まつ
りのシャトルバスで移動します。

　※小雨決行。雨天時は中止します。
◆ 内容　�基本動作講習からポールを使ってのロン

グウォーク（５～10㎞程度）
◆定員　40人（先着順）
◆対象者　市内在住の人
◆参加費　無料
◆ 持ってくるもの　ノルディックウォークポール（お
持ちの人のみ）、歩きやすい靴・服装、タオル、飲み物

◆申込期限　９月19日（水）
※ポールの無料貸出あり。

 小城公民館　☎７３・３２１５
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広報「さくら」で小城市へPR！

☎0952-73-4113
小城市小城町253番地４
http://www.otonari.co.jp/

みなさまの想いをカタチに

信頼ある媒体
公の機関の発行！

インターネットでも閲覧OK
配布地域外の方にもアピール！

小城市の皆さんへ
あなたの会社や
お店をPRできます 広告募集中

広告効果バツグン！

約16,000戸に配布
小城市内

発行日／毎月20日

まずは、
お気軽にお問い
合わせください。
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第54回うしづ子どもクラブ
夏期作品展を開催

　牛津町内の子どもたちから作品（絵画、硬筆・
毛筆、工作・研究・フリー部門など）を募集して、
展示会を行っています。毎年約700点の作品が出
品されていますので、ぜひご来場ください。
◆日時
　８月26日（日）～28日（火）　10時～18時
　８月29日（水）　10時～15時
　しおりやプラバン作りなど
体験コーナーもあります。
◆場所　牛津公民館　ホール
◆入場料　無料

 パレットクラブ牛津（牛津公民館内）
　　☎３７・６１4３

石
しゃく
体
たい
まつり　第1６弾

　神々の棲
す

む村中散策
〜 スローライフ in しゃくちゃー 〜
◆日時　９月23日（日・祝）　10時～17時
◆場所　小城町石体　いやしの宿ほのか周辺
◆ 催し物　しの笛と和太鼓の饗宴（山

やま
田
だ
節
よし
和
かず
＆森

もり
田
た

希
き
代
よ
子
こ
）、石体太鼓、竹とんぼづくり、めじろ笛

づくり、マイ箸づくり　など
◆展示販売　農産物、手作り小物、唐津焼
◆ 食べ物　石体そば（手打ち）、せせりの炭火焼、
おにぎり、山菜おこわ、手作りこんにゃく、　
おはぎ、草だんご、ドリンク各種　ほか
 笑うて暮そうやっ会（農家民宿ほのか）

　　☎７２・4６９３　☎0９0・７4５0・２５２６（大石）

みこし�de�婚活 ! !
幸せ神輿かつぎましょ！

　本町シャンシャン祭りで縁結び♥
◆日時　10月14日（日）
　　　　８時30分～15時30分終了予定
◆場所　岡山神社～下町交差点まで神輿を担ぎます
◆集合場所　小城公園�東側駐車場
◆対象者　20歳以上の独身の男女
◆定員　男性15人　女性15人
　　　　（申込者多数の場合、抽選となります）
◆ 申込方法　シャンシャン祭りホームページから
申し込みください。

◆参加費　男性�5,000円、女性�3,000円
　（バーベキューなど飲食代含む）※当日徴収。
◆持ってくるもの
　タオル、動きやすい服装（ヒールの靴は不可）
◆申込期限　９月15日（土）

 ☎0９0・６７７８・８１８２
　　　　（本町シャンシャン祭実行委員会）
https://honmatisyansyan.amebaownd.com

県営住宅入居予備者を募集

◆募集団地　小城団地
◆ 入居資格
　県営住宅条例に定める入居資格が必要です。
◆資料配布　９月３日（月）～12日（水）
　　　　　　※�９月８日（土）は配布しませんが、

９日（日）は配布します。
※小城市定住推進課でも若干部数準備しています。
　（平日の配布のみ対応）
◆受付期間　９月６日（木）～12日（水）
　　　　　　※�９月８日（土）は受け付けませんが、

９日（日）は受け付けます。
◆受付時間　９時～18時
※�登録の有効期限は、次回募集に伴う受付開始日
の前日までです。

 佐賀市八丁畷町８番１号
　　　（佐賀総合庁舎別館）
　　　佐賀県営住宅指定管理者（株）マベック
　　　佐賀管理室　☎２0・２５00
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職業訓練受講生募集

　平成30年11月生を募集します。

◆ 応募資格
　新たな職業に就こうとする求職者で、受講意欲
があり公共職業安定所長から受講指示または受講
推薦などを受けた人
◆受講料　無料
◆選考日　10月10日（水）
　　　　　※筆記試験、面接
◆訓練期間　６カ月（11月６日～５月28日）
　ものづくりベーシック科のみ４カ月
　（11月６日～2月27日）
◆応募方法　�最寄りの公共職業安定所で相談の上、

応募書類をご提出ください。
◆応募期間　９月３日（月）～10月３日（水）

 ポリテクセンター佐賀　☎２６・９５１６

募集科名 定員

ＣＡＤ／ＮＣ
オペレーション科 ３科で

15人住環境ＣＡＤ科

板金・溶接施工科

ものづくりベーシック科
（１日４時限） 15人

平成30年度
警察官Ｂ採用試験募集

　佐賀県の安全・安心を守る若者を募集しています。
◆ 受験資格
　�　平成元年４月2日～平成13年４月１日までに
生まれた人、高校既卒者、高校卒業見込みの人
　（大卒既卒者・大学卒業見込み者は除く）
◆受付期限　９月７日（金）
◆試験日　10月14日（日）
◆ 受験申込書
　申込書は、小城警察署で配布しています。
※�佐賀県警察本部のホームページからも受験申込
ができます。

 ・佐賀県警察本部　警務課　採用係
　　　　☎２4・１１１１
　　　・小城警察署　☎７３・２２８１

水じゅんかんフェア
〜守ろう！さがん水〜

　豊かな川や海の環境を守り、未来へ引き継いで
いくためには、下水道や浄化槽などの役割が大切
です。下水道や浄化槽の役割を楽しくわかりやす
く学べる体験イベントを、下水道の日（９月10日）、
浄化槽の日（10月１日）にあわせて開催します。
◆開催期間　９月８日（土）～10日（月）、
　　　　　　９月29日（土）～10月１日（月）
◆場所　佐賀県立図書館　南側広場
◆ 内容　微生物の観察や、下水由来の肥料やマン
ホールコースターなどの無料配布を行います。
 佐賀県　下水道課　☎２５・７１８５

平成31年度
佐賀県農業大学校学生を募集

　米麦大豆、野菜、果樹、花き、畜産などが学べます。
　生産から加工や販売など６次産業化にも対応！
◆定員　・本科（2年制）50人　　
　　　　・専科（１年制）若干名
◆願書受付期間　
・推薦　９月３日（月）～18日（火）
・一般一次　11月12日（月）～28日（水）
・一般二次 　平成31年１月15日（火）～2月６日（水）
◆試験日
・推薦　10月５日（金）
・一般一次　12月14日（金）
・一般二次　平成31年2月22日（金）
◆場所　佐賀県農業大学校
◆応募資格　既高卒者または平成31年３月高卒見込の人

 佐賀県農業大学校　養成部　教務担当
　　　☎4５・２１44　（佐賀市川副町南里１0８８）

平成30年度
第２回予備自衛官補募集

◆対象者　自衛官未経験者
　　　　　（自衛官であった期間が１年未満も含む）
◆採用区分　一般公募
◆対象年齢　18歳以上34歳未満
◆１次試験日　９月29日（土）～10月2日（火）
　　　　　　　※いずれか１日を指定
◆試験会場　目達原駐屯地（神埼郡吉野ヶ里町）
◆申込期限　９月14日（金）

 自衛隊佐賀地方協力本部佐賀募集案内所
　　　☎３１・５00２
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電気器具による
火災を防ぎましょう

　火災を防ぐため、次のことに注意しましょう。
①電気器具を使っていない時はコンセントを抜く
②電気器具の近くに燃えやすいものを置かない
③�コンセントにほこりが溜まらないようにこまめ
な掃除を心掛ける
④�電源プラグはしっかりと差し込み、抜くときは
コードを引っ張らない
⑤たこ足配線は絶対にやらない
⑥�テーブルタップを使用する場合は、電気容量を守る
⑦傷んだ電気コードは使わない
⑧家具などでコードを踏まない
⑨電気コードを束ねた状態で使わない

 佐賀広域消防局　☎３３・６７６５

天山の登山道整備
ボランティア募集！

　天山の登山道が流水で荒れているため、初心者
でも歩きやすいように整備します。
◆日時
　９月９日（日）　10時～（15時�解散予定）
◆集合場所・時間
　佐賀駅バスセンター　８時30分
　⇒�大和支所　８時45分
　⇒�小城公園北側駐車場　９時15分
　⇒�上宮８合目登山口　�９時30分
◆定員　50人（家族で参加可）※要予約
◆申込期限
　９月７日（金）※先着順
◆ 内容
　�天山８合目上宮登山口より約300mの登山道を
グリ石で整備し、排水用の溝や側溝などを修復
する作業です。
　※山頂での植物の個体調査を行う予定です。
◆ 持ってくる物
　�雨具、水筒、弁当、登山のできる服・靴、軍手、
タオル、非常食などの緊急用品、携帯電話、下
山後の着替え、持っている人は、石を運ぶ麻袋
やバケツ、ツルハシなど、百名山スタンプ帳

◆参加費　無料
 特定非営利活動法人

　　　SAGAアウトドアガイドクラブ
　　　☎３７・0５７７（１１時〜１９時 月・火は休み）
　　　  sod@guide-club.jp

第２4回�さが県民「第九」公演
参加者募集

　オーケストラをバックに第九を歌いませんか？
　初めての人も大歓迎です。
◆日時　12月９日（日）　14時�開演
◆場所　佐賀市文化会館　大ホール
◆指揮　横

よこ
島
しま
勝
かつ
人
と
さん

◆オーケストラ　佐賀交響楽団
◆合唱練習期間　９月～12月初旬
◆合唱練習会場　佐賀会場（アバンセ音楽室）
※�武雄市、鳥栖市、唐津市の練習会場もあります。
詳細は問い合わせください。

 さが県民「第九」公演実行委員会事務局
　　　☎３１・２２７３

佐賀県在宅生活サポートセンターに
無料住宅相談窓口を開設しました

　住まいについて、お困りのことはありませんか？
県では、建築士による無料住宅相談窓口を開設し
ました。バリアフリー化など住宅に関することに
ついて、窓口または電話で対応します。気軽に問
い合わせください。
◆窓口設置日　毎週水曜日、日曜日（９時～17時）
◆相談窓口連絡先　☎30・2055
◆場所　佐賀県在宅生活サポートセンター
　　　　「さがサポセンターいきいき館」内
　　　　佐賀市神野東2丁目６番１号

 佐賀県在宅生活サポートセンター
　　☎３0・２0５５

芦刈町老人クラブ福祉大会
を開催します

　芦刈町老人クラブ会員に限らず、どなたでも自
由に見学できますので、ぜひお越しください。
◆日時　９月22日（土）　10時～16時
◆場所　あしぱる　多目的ホール
◆内容
・龍谷高等学校による演奏会
　（第59回佐賀県吹奏楽大会　金賞）
　演奏曲目：星に願いを
　　　　　　吹奏楽コンクール自由曲など
　指揮：月

つき
光
みつ
康
やす
行
ゆき
さん

・郷土芸能　など
 芦刈町老人クラブ連合会　☎６６・１１２８（田中）
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開催案内

ご自宅にお薬の飲み残しは
ありませんか

　飲み残したお薬や飲まなくなったお薬をそのま
まにしておくと、古くなったお薬を飲んで飲み間
違いの原因になります。また、勝手な判断でお薬
を飲んでしまうと、思わぬ副作用が起きることが
あります。
　飲み残したお薬を「かかりつ
け薬剤師・薬局」に持っていく
と、薬剤師が必要なお薬か処分
した方が良いお薬か判断します。
　飲み残しのお薬（残薬）を減
らすことが医療費の削減につな
がります。
　薬局では「おくすり整理そう
だんバッグ」を無料でもらえま
す。飲み残したお薬があったら
「かかりつけ薬剤師・薬局」に持って行ってください。
　お薬は正しく飲むことで本来の治療効果が期待
できます。

【かかりつけ薬剤師・薬局】
　「かかりつけ薬剤師・薬局」は、よく利用する薬
局の中からあなたが選ぶ薬剤師・薬局のことです。
お薬や健康について気軽に相談できるあなたの「か
かりつけ薬剤師・薬局」を持ちましょう。

 ・一般社団法人　佐賀県薬剤師会
　　　☎２３・８９３１
　　・佐賀県後期高齢者医療広域連合
　　　☎６4・８4７６

▲おくすり整理
そうだんバッグ

LGBTに関する相談

　「自分のセクシャリティが分からない」「なんだか
周りと違う気がする」など、多様な性に関する悩
みをひとりで悩んでいませんか。
　佐賀LGBT支援団体［AO＊AQUA（アオ・アク
ア）］の人が相談に応じます。相談内容は厳守しま
すので、安心してお電話ください。
◆相談専用ダイヤル
　☎090・1926・8339
◆相談日　第2日曜日、第４水曜日　
◆相談時間　14時～16時

 佐賀県DV総合対策センター（アバンセ内）
　　☎２８・１4９２　FAX ２５・５５９１

女性・男性のための総合相談

　家庭内の心配事、夫婦間やパートナー間・恋人
間での暴力の悩み、結婚・離婚のこと、子どもの
こと、近所や職場の人間関係の悩みなど、相談員
が一緒に考えます。ひとりで悩まず、ご相談くだ
さい。秘密は厳守します。
◆女性のための相談窓口　⇒　☎２６・00１８
女性の相談員による総合相談
・電話　火曜日～土曜日　９時～21時
　　　　日曜日・祝日　　９時～16時30分
・面談　原則予約制
女性の弁護士による法律相談（予約制）
　毎月第１土曜・第３木曜　13時～16時
女性の臨床心理士によるこころの相談（予約制）
　毎月第３土曜日　14時～16時
◆男性のための相談窓口　⇒　☎0８0・６4２６・３８６７
男性の臨床心理士による総合相談
・電話　第2・３木曜日　19時～21時
・面談　第４土曜日　14時～16時（予約制）

 佐賀県DV総合対策センター（アバンセ内）
　　☎２８・１4９２　FAX ２５・５５９１

依存症フォーラムに
参加しませんか

　お酒やパチンコなどのギャンブル、薬物などの
依存症は、さまざまな助けを借りることで回復可
能な病気です。
　依存症でお悩みの本人や家族、医療や行政の支
援者の皆さん、ぜひご参加ください。
◆日時　９月30日（日）　12時30分～16時30分
◆場所　西九州大学　神埼キャンパス　３号館
◆内容　【講演】
　　　　テーマ「依存症は回復可能な病気である」
　　　　講師　武

む
藤
とう
岳
たけ
夫
お
先生（肥前精神医療センター

　　　　　　　精神科医長・依存症治療センター長）
　　　　【依存症当事者や家族の体験談発表】
　　　　～回復につながった初めの一歩～
　　　　【自助グループのミーティング】
　　　　※ミーティングは初めての参加・見学も可
◆参加料　無料（申込み不要）

 佐賀県精神保健福祉センター　☎７３・５0６0
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サガン鳥栖★情報！サガン鳥栖★情報！

【チケットに関する問い合わせ】 株式会社サガン・ドリームス　☎0942・81・5290

小城市はサガン鳥栖と交流宣言を締結しています。

５年後の自分をフォトジェニック
〜ハタラクについて考えよう〜

　最近話題になっている、「インスタ映え」する職
業体験イベントです！ぜひ、気軽にお越しください。
◆日時　９月15日（土）　11時～15時
◆場所
　メートプラザ佐賀
　（佐賀市兵庫北三丁目８番40号）
◆対象者
　佐賀市および小城市の学校に通う中学・高校生
◆内容

【職業体験】　地元で働く佐賀青年会議所メンバー
が社業体験を提供するブースを20社程度設置し、
職業体験や働くことについて学ぶことができます。

【体験学習】　進路を考えている中学生を対象に、
県内高校生による成果発表や体験学習を提供する
ブースを設置します。
◆入場料　無料（申し込み不要）

 一般社団法人　佐賀青年会議所
　　☎３２・１５６５

佐賀県果樹試験場公開デー

◆日時　10月14日（日）
　　　　９時30分～12時15分
◆場所　佐賀県果樹試験場（小城町晴気91）
◆対象者
　�小学校４～６年生の子どもとその保護者
　（20組40人程度）
◆内容
　�くだもの収穫体験、くだもの分析、畑や機械の
見学、クイズ
※応募者多数の場合は抽選。
◆申込方法
　FAXかEメールで申し込みください。
◆参加費　無料
◆申込期限　９月21日（金）

 佐賀県果樹試験場
　　　☎７３・２２７５　FAX ７１・１0２0
　　　  kajushiken@pref.saga.lg.jp
　　　詳細は 佐賀県果樹試験場 検索

　リーグ戦が中断期間のため、久しぶりの公式戦となった７月11日（水）の天皇
杯３回戦。徳島ヴォルティスを相手に、25分、原

はら

川
かわ

力
りき

選手のクロスが相手ハンド
を誘いPKを獲得。自ら決めて先制します。40分にはコーナーキックに高

たか

橋
はし

祐
ゆう

治
じ

選
手がヘディングで合わせて追加点を奪い、2対０で前半を折り返します。後半、池

いけ

田
だ

圭
けい

選手がシュートを決めて３対０と突き放します。82分に１点を返されますが、
３対１で試合終了。４回戦へ駒を進めました。
　中断していたＪ１リーグが７月18日（水）に再開し、アウェイで湘南ベルマー
レと対戦し１対１で引き分け、迎えた７月22日（日）ホームでのベガルタ仙台戦
では７月上旬に新加入することを発表した元スペイン代表フェルナンド・トーレス
選手がサガン鳥栖デビュー。世界トップレベルのプレーで大いに観客を盛り上げま
すが、後半終了間際に失点。０対１で敗戦を喫します。続く７月28日（土）ホーム、
ジュビロ磐田戦では新加入の金崎夢生選手がスターティングメンバーに入り、トー

レス選手と2トップを組みます。55分にはトーレス選手が相手ゴールキーパーとの１対１を迎え、ループシュー
トで頭上を抜きにかかりますが、惜しくも阻止されます。終盤には豊

とよ

田
だ

陽
よう

平
へい

選手を投入してゴールに迫りますが、
０対０のまま試合終了、勝ち点１を手にしました。９月のホームゲームは１試合。ファン・サポーターの皆さん、
スタジアムへ足を運びサガン鳥栖選手を応援しましょう！（８月2日著）

vol.27

新加入のフェルナンド・トーレス選手、金
かな

崎
ざき

夢
む

生
う

選手デビュー！

　チケットはセブン－イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、
サークルＫサンクスなどのコンビニエンスストアでもご購入いただけます。

９月
ホームゲーム

試合会場：ベストアメニティスタジアム

試合 開催日 キックオフ 対戦相手
明治安田生命Ｊ１リーグ　第26節 ９月15日（土） 17時 サンフレッチェ広島
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