募集

石井樋
ハーフキャンプ

略図と目標を便りにルートを探すウォーキング、ロ
ープを使った木登り、泥水を使ってお米を炊く非常食
づくりなどをボーイスカウトの指導を受けながら体験
します。
■日 時 10月11日（日）9時30分〜17時
■集合場所 嘉瀬川防災施設
さが水ものがたり館（大和町尼寺）
■定 員 先着30人
■参加料 100円（傷害保険料）
■募集年齢 小学1年生〜一般
（未就学児は、要相談）
※一人でも参加できますが、できれば親子で参加して
ください。
■持ってくるもの お昼のお弁当、運動靴、水筒、帽子、
タオル、雨具（着替え）等
■申込方法 9月15日（火）9時30分以降、電話で申し
込みください。

◎申し込み・問い合わせ
さが水ものがたり館
（月曜休館）

イベント

☎62・1277

佐賀城本丸歴史館
イベント情報

①特別展関連イベント
「3Dプリンターでつくるアームストロング砲を見て
みよう！」
アームストロング砲を3Dプリンターでプリントアウ
ト！できあがりの様子を自由にご覧ください。
■日 時 9月19日（土）
〜20日（日）
9時30分〜18時
■場 所 佐賀城本丸歴史館

募集

川上歴史散歩
参加者募集

■日 時 10月10日（土）
、11日（日）9時〜14時
（大和花しょうぶ園駐車場に9時集合。雨天中止）
■散策コース
・10日（土）
池上浮立、今山古戦場ほか、そば打ち体験とみかん狩り
・11日（日）
平野浮立、大久保台場ほか、そば打ち体験とみかん狩り
■定 員 両日先着35人
■参加料 1,500円／人（みかんの持ち帰りは別途必要）
■募集期間 9月30日（水）まで

◎申し込み・問い合わせ
川上校区まちづくり協議会事務局
（川上コミュニティセンター） ☎62・5775

募集

要約筆記者
養成講座

○要約筆記者とは？ 聴覚に障害をお持ちの人に、話
の内容をその場で文字にして伝える通訳者。
■日 時 10月17日〜平成28年3月19日 10時〜15時
毎週土曜（全21回）
■場 所 佐賀県聴覚障害者サポートセンター
（佐賀商工ビル4階）
■定 員 先着10人（パソコンコース）
■受講料 無料（テキスト代3,400円が別途必要）
■持ってくるもの vista以上のノートパソコン。
■申込方法 電話かファクスで申し込みください。
（申込用紙あり。詳しくはお問い合わせください）
■申込期限 10月10日（土）

◎申し込み・問い合わせ
佐賀県聴覚障害者サポートセンター

☎40・7700

募集

FAX40・7705

2015 がん征圧
県民のつどい

②特別展関連イベント
「蒸気でうごくミニSLに乗ろう」
石炭を燃やし、蒸気の力で動くミニSLがやってきま
す。
凌風丸と同じ蒸気のエネルギーで、出発進行！！
■日 時 9月21日（月・祝）
〜23日（水・祝）
9時30分〜18時
※最終日は16時30分まで
■場 所 佐賀城本丸歴史館 御玄関前
①②とも、どなたでも無料で参加できます。

■日 時 9月26日（土）
開演：12時30分〜14時 開場：11時30分〜
■場 所 アバンセホール（佐賀市天神）
■内 容
・がんの経験を乗り越えてドラマや映画、バラエティ
で活躍中の原千晶さんの講演
・佐賀清和高等学校吹奏楽部の演奏
・がんに関する情報コーナー
■定 員 先着300人
■入場料 無料
■申込期限 9月18日（金）
内容など詳しくは、お問い合わせください。

◎申し込み・問い合わせ
佐賀城本丸歴史館 ☎41・7550

公益財団法人
FAX28・0220

ちあき

◎問い合わせ
佐賀県総合保健協会

☎25・2320

総務課

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7.38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）
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募集

保育士
チャレンジ研修会

■対 象 保育士のブランクがある人、実務経験のな
い人、保育士に興味がある人など。
（保育士資格の有無
は不問）
■日時・場所
【講義】10月23日（金）10時〜15時30分
ゆめ・ぽけっと
【実習】10月26日（月）
〜30日（金）のいずれか1日
市内の公立保育所
■内 容 保育知識・保育の現状についての講義や保
育現場での研修、保母資格を持ち保育士証への切り替
えが済んでいない人に手続きの仕方の説明など
■受講料 無料、給食代300円（2日目のみ）
■定 員 先着30人
※定員に達さない場合、締切後も受け付けます。
■申込方法 保育幼稚園課窓口、各支所保健福祉課窓
口、電話、ファクス、郵送または電子メールで申し込
みください（申込用紙は、窓口で配布のほか、市ホー
ムページからダウンロードもできます）
。
■申込期限 10月16日（金）

◎申し込み・問い合わせ
〒840-8501 佐賀市栄町1-1 佐賀市役所 保育幼稚園課

☎40・7286

「スポーツデー」
参加者募集

○ニュースポーツ体験コーナー
・日時 10月3日（土）9時〜12時
・場所 スポーツパーク川副
（多目的広場・体育センター）
・種目 グラウンドゴルフ、ペタンク、いごてだま、
シャッフルボード他
・参加料 無料（参加賞有）
○ウォーキング
（スポーツパーク川副〜佐野常民記念館）
世界遺産に登録された三重津海軍所跡も見学できま
す。
・日時 10月3日（土）9時〜12時30分
※1時間ほど佐野常民記念館周辺を見学します。
・定員 先着50人
・参加料 無料（参加賞有）
・申込方法 氏名、性別、年齢、連絡先を電話または
ファクスでご連絡ください。
・申込期間 9月15日（火）
〜

◎申し込み・問い合わせ
NPO法人かわそえスポーツクラブ

☎45・8910

■日 時 10月1日（木）10時〜16時
■場 所 佐賀県行政書士会館（鍋島三丁目）
■相談内容 会 社 設 立、営業許 可、会 計、記帳 業務、
助成金申請、融資申込等、建設業関係事務、法人設立、
外国人の入国、在留、帰化、車関係の申請書、土地利用、
遺言相続、
各種契約書作成、
内容証明郵便、
交通事故関係
※同時に電話による無料相談も受け付けます。

◎問い合わせ
佐賀県行政書士会

相談

FAX45・3094

☎36・6051

FAX32・0227

成年後見に関する無料相談会
（高齢者と障がい者の相談会）

■日 時 9月19日（土）10時〜15時
■場 所 アバンセ 4階 第一研修室
■相談内容 成年後見・相続・遺言に関すること
■相談員 司法書士・社会福祉士
■申込方法 電話で予約の上、ご来場ください。

◎問い合わせ
佐賀県司法書士会

FAX40・7395 * hoiku@city.saga.lg.jp

総合型地域スポーツクラブ
NPO法人かわそえスポーツクラブ

募集

相談

行政書士会による
「無料相談会＆電話相談会」

☎29・0626

【二次募集】
地域の歴史・
募集

文化的資源を守る活動
に対し助成を行います

■対 象 地域に根付いた活動を継続的に行っている
団体や、佐賀市を拠点とする市民活動団体など（宗教・
政党活動や営利目的の団体は除く）
■補助対象事業・補助額
・地域の伝統芸能等に係る用具の修繕、購入、復元な
ど（国・県・市の指定文化財を除く）
例：鉦、太鼓、衣装などの修繕や新調
→補助対象経費の3分の1以内（上限30万円）
・地域の歴史・文化的資源の保存・継承につながる自
主的活動
例：地域のマップ作成、講演会、名所・旧跡の案内
板新設や修理など
→補助対象経費の3分の2以内（上限30万円）
※11月以降に実施し、平成28年3月31日までに事業が
完了するものに限ります。
■申込方法 所定用紙（担当課で配布のほか、市ホー
ムページからダウンロード可）に記入の上、ご提出く
ださい。
■申込期限 10月14日（水）必着
■選考方法 地域文化支援審査会
※この事業は、佐賀市へのふるさと納税を活用してい
ます。

◎申し込み・問い合わせ
佐賀市教育委員会

☎40・7369

文化振興課

文化振興係

FAX26・7378
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