募集

平成27年度自衛官募集
（自衛隊幹部候補生）

■受験資格
① 大卒程度試験
大学卒業（見込含）22歳以上26歳未満
② 院卒者試験
修士課程修了者等（見込含）20歳以上28歳未満
※条件など詳しくはお問い合わせください。
■一次試験日 5月16日（土）
■受付期限 5月1日（金）

◎申し込み・問い合わせ
自衛隊佐賀募集案内所 ☎31・5002
歴史民俗館公募イベント

イベント

■対 象 佐賀市在住または佐賀市内に勤務し、ほぼ
全ての講座に出席できる人
■期 間 5月13日（水）
〜10月30日（金）までの祝日・
お盆を除く毎週水・金曜全47回（19時〜21時）
。
■場 所 佐賀県総合福祉センター（天祐一丁目8-5）
■定 員 先着20人
■受講料 3,240円（テキスト代）
■申込期限 5月1日（金）

◎申し込み・問い合わせ
本庁

白酔会展 大正ロマンの
建築と草月の花

旧古賀銀行に草月流生け花の会、白酔会が個性的で
変化にとんだ生け花を展示します。
■期 間 5月4日（月・祝）
〜6日（水・振）9時〜17時
■場 所 佐賀市歴史民俗館（旧古賀銀行）
■入場料 無料

◎問い合わせ

☎090・7150・4339（佐田富）

イベント

募集

富士町山の会
たけのこ祭り

■日 時 4月29日（水・祝）10時〜16時
■場 所 FYT駐車場（佐賀市富士支所横）
■イベント 湯掻きたけのこ、たけのこご飯の販売、
富士町の特産品販売、バンド演奏（ナイスブレンド）
など

◎問い合わせ
富士町山の会事務局

☎090・8225・2896（川津）

募集

相談

どんなひとの、どんな悩みにもよりそって、一緒に
解決する方法を探します。電話相談の専門員がお待ち
しています。ひとりで抱え込まずに、お電話ください。
■相談内容 生活、仕事、住居、自殺念慮、心、家庭、
お金、病気、障がい、犯罪、性、DV・性暴力、子ども、法律・
法的手続き、行政・その他の諸手続き、
教育、人間関係、外国籍、被災地・原発、その他
■相談方法
音声ガイダンスが流れます。24時間通話無料。
携帯電話（PHS）
、公衆電話からもつながります。

◎問い合わせ
よりそいホットライン

☎0120・279・338

障がい福祉課

☎40・7251

FAX25・5440

家庭訪問実習の
赤ちゃん募集

子育て支援の勉強をする保健学科学生の家庭訪問実
習に協力いただける人を募集します。
■対 象 市内居住で、平成27年1月〜4月生まれ
■定 員 先着20人
■訪問回数 年5回
■内 容 体重測定、離乳食や発
達についての話など
■申込方法 住所、氏名、電話番
号を電話・電子メールでご連絡く
ださい。
■申込期限 5月8日（金）

◎申し込み・問い合わせ
佐賀県立総合看護学院

☎25・9221

募集

保健学科
（兵庫南3丁目7-17）

■対 象 市内在住の年長児（5歳児）
■日 時 5月〜平成28年2月
■定 員 先着6人（初心者対象）
■申込方法 4月18日（土）9時以降、中央児童センター
へ直接お申し込みください。
（電話受付対応不可）
■登録料 500円（別途テキスト代必要）

◎申し込み・問い合わせ
佐賀市教育委員会 こども家庭課 こども育成係

☎40・7285

FAX40・7395

この冊子には
「佐賀県産の間伐材」
を使用しています。
（1部当たり8.2円で作成しています。
ただし人件費など間接経費は含まれていません）
15 市報さが 平成27年4月15日号

募集

ヨーガ教室

募集

■対 象 一般男女（初心者、経験者いずれも可）
■期 間 5月12日〜6月30日 毎週火曜 全8回
■時 間 10時〜11時30分
■場 所 諸富文化体育館（諸富町）
■定 員 先着40人 ■参加料 3,000円（保険料含）
■持ってくるもの 動きやすい服装・バスタオル・飲
み物・ヨーガマット（お持ちの人）等
■申込方法 氏名・年齢・性別・連絡先・経験の有無
を電話でご連絡ください。
■申込期間 4月15日（水）
〜5月7日（木）
諸富文化体育館 ☎47・7977
（9時〜21時受付 月曜を除く）

募集

FAX47・7980

平成27年度
佐賀市バドミントン
初心者教室

■対 象 佐賀市内に住む成人男女
■期 間 5月19日〜7月20日の毎週火曜 全10回
※最終日のみ月曜開催
■時 間 19時30分〜21時30分
■場 所 佐賀勤労者体育センター（兵庫北）
■定 員 先着30人 ■参加料 3,000円（保険料含）
■持ってくるもの 体育館シューズ・バドミントンラ
ケット・タオル・着替え等（ラケットの貸し出しあり）
■申込方法 佐賀勤労者体育センターに備え付けの申
込書に記入押印の上、初日にご持参ください。
■申込期間 5月19日（火）19時〜
（当日受付のみ）
佐賀市バドミントン協会

☎22・1566 ☎090・4348・0402（杉町）

募集

平成27年度
ジュニアテニス教室
（前期）

■対 象 小学生（初心者、経験者いずれも可）
■期 間 5月8日〜6月9日の毎週火・金曜 全10回
■時 間 17時30分〜19時30分
■場 所 佐賀市立テニスコート（本庄町）
■定 員 先着20人 ■参加料 6,000円（保険料含）
■持ってくるもの テニスラケット・テニスシューズ・
タオル・着替え等（ラケットの貸し出しあり）
■申込方法 氏名、性別、年齢、学校名、連絡先をファ
クスでご連絡ください。
■申込期間 4月15日（水）
〜30日（木）

◎申し込み・問い合わせ
佐賀県テニス協会内

しん どう

〇青雲塾（第76〜78回） 神道の世界
■塾

長

佐賀市テニス協会

☎090・4589・2077（有岡） FAX20・0866

大塚

清吾さん（フォトジャーナリスト）

■日時・内容
5月16日（土）神道とは
対談

岡本

彰夫さん（春日大社権宮司）

6月6日（土）神道、八百万神（やおよろずのかみ）
7月11日（土）神社の成り立ち
各13時30分〜15時30分
■定

員

■参加料

◎申し込み・問い合わせ

* sougoukangogakuin@pref.saga.lg.jp

中央児童センター
びーとるサッカー教室
追加募集

山口亮一旧宅講座
５月〜７月受講生募集

（公財）佐賀市体育協会スポーツ教室

◎申し込み・問い合わせ

よりそいホットライン

（24時間年中無休電話相談）

手話奉仕員養成講座
受講生募集

30人
1,500円（全3回分）

〇はじめての英語（初心者を対象）
■講

師

アレックス・ウィーバーさん（佐賀市国際交流員）
■日

時

5月15日（金）
・29日（金）
・6月5日（金）
・19日（金）
・
7月10日（金）・17日（金）
各14時30分〜15時30分
■定

員

■参加料

15人
900円（全6回分）

〇絵画入門（初心者を対象）
■講

師

八谷

■日

時

5月13日（水）
・6月17日（水）
・7月22日（水）

真弓さん（日本美術院

院友）

各13時30分〜15時30分
■定

員

■参加料

10人
1,000円（全3回分）材料費含む

〇季節の苔玉作り
■講

師

古賀

■日

時

5月27日（水）13時30分〜15時

■定

員

15人

■参加料

一行さん（山草）

1,000円（材料費含む）

〇クラフトテープで作るバッグ
■日

時

5月30日（土）10時〜15時30分

■定

員

10人

■材料費

500円（昼食持参）

〇紙と遊ぶシリーズ①
和綴（わとじ）で作る折り紙の本
■講

師

佐伯

■日

時

6月20日（土）13時30分〜15時30分

■定

員

10人

■参加料

勝己さん

500円（材料費含む）

※事前にお申し込みください。講座内容やゲストは都
合により変更の場合あり。

◎申し込み・問い合わせ
山口亮一旧宅 (10時〜16時、月曜休館)

☎/D60・2978
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