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山口亮一旧宅講座
５月～７月受講生募集

〇キララストーンのブローチ作り
■日　時　5月7日（土）13時～ 15時
■定　員　10人　■参加料 900円（材料費含む）
〇健康のためのヨガ
■日　時　5月11日(水)、6月15日(水)、7月6日(水)
　各10時30分～ 12時
■定　員　10人　■参加料　1,500円(3回分)
〇青雲塾（第85～ 87 回）シルクロードの魅力 中国③
■日時・内容
　5月14日（土） 敦煌の成り立ちと莫高窟
　6月25日（土） 敦煌莫高窟の壁画と塑像の魅力
　7月  9日（土） 莫高窟一七窟の謎
　各13時30分～ 15時30分
■定　員　30人　■参加料　1,500円（３回分）
〇季節の苔玉作り
■日　時　5月25日（水）13時30分～ 15時
■定　員　15人　■参加料　1,000円（材料費含む）
※要事前申込。内容等は変更の場合あり。

◎申し込み・問い合わせ
山口亮一旧宅（10時～ 16時、月曜休館）
☎/FAX60・2978

第２回手作り
おもしろ体験講座

○津軽の伝統的なこぎん刺しでブローチづくり
■日　程　4月24日（日）　■講　師　下川　久江さん
○手書き扇子づくり
■日　程　５月14日（土）
■講　師　CARAQUE（からく） 吉田　泰子さん
○小さな折り紙絵本づくり
■日　程　５月28日（土）
■講　師　編集工房edico 高橋　香歩さん
■持ってくるもの　筆記用具
○ブレンド薬膳茶づくり
■日　程　６月11日（土）　■講　師　東島　加奈子さん
○体幹トレーニング
■日　程　6月18日（土）
■講　師　ナテュラルボディメイク 寺井　裕子さん
〈以下共通〉
■時　間　10時～ 12時　■定　員　先着15人
■場　所　肥前通仙亭 （松原4 丁目６-18）
■参加料 ・1講座2,000円・5講座セット7,500円

◎申し込み・問い合わせ
肥前通仙亭　☎/FAX65・2152

初心者のための
菊作り教室

■日　時　5月21日（土）13時～（2時間程度）
■場　所　佐嘉神社境内
■定　員　先着20人　■参加料　無料
■申込方法　郵便番号、住所、氏名、
　電話番号を電話でお知らせください。

◎申し込み・問い合わせ
佐賀県菊花愛好会（佐嘉神社社務所）　☎24・9195

手話奉仕員養成講座 
受講生募集

■対　象　市内に在住または勤務し、全て受講できる人
■日　程　5月16日（月）～ 12月15日（木）全47回
■時　間　19時～ 21時　■定　員　先着20人
■場　所　佐賀県総合福祉センター
■受講料　3,240円　　■申込期限　4月28日（木）

◎申し込み・問い合わせ
本庁　障がい福祉課　☎40・7255　FAX２５・5440

「佐賀市星空学習館」
イベント参加者募集

○よく飛ぶ紙ひこうきをつくろう
■日 時 4月30日（土）16時～ 17時
■定 員 20人（参加料無料）
○親子星空教室（春編）
■日 時 4月30日（土）19時～ 20時30分
■対 象 親子（小学4 年生以上） ■参加料 1組500円
○マジックを科学する
■日　時　5月1日（日）16時～ 17時
■対 象 小学4 年生以上 ■定 員 20人(参加料無料)

◎問い合わせ
佐賀市星空学習館　☎２５・6320

佐賀市バドミントン
初心者教室 参加者募集

■対　象　市内在住の人
■期　間　5月10日～ 7月12日の毎週火曜 (全10回)
■時　間　19時30分～21時30分　■定　員　先着30人
■場　所　佐賀勤労者体育センター（兵庫北）
■参加料　3,000円（初日にご持参ください）
■持ってくるもの　体育館シューズ、ラケット（貸し
　出しあり）、タオル、着替え等
■申込方法　佐賀勤労者体育センターに
　設置の申込書を提出。（要印鑑）
■申込期間　5月10日（火）のみ （19時受付開始）

◎申し込み・問い合わせ
佐賀市バドミントン協会　
☎090・４３４８・０４０2（杉町）

わいわい!!コンテナ2 
イベント参加者募集
○クリーク清掃・水辺の生物のお話
■日　時　4月17日(日)8時～10時

　　　　　　　※荒天時は24日（日）
○かんたん季節の羊毛フェルト＆花のルームバンド
■日　時　4月24日(日)
　①10時30分～ 11時30分　②12時30分～ 13時30分
　③14時～ 15時
■参加料
　羊毛フェルト600円・花のルームバンド500円
■定　員　各5人（要予約）
〈以下共通〉
■場　所　わいわい!!コンテナ2（呉服元町２番地内）

◎申し込み・問い合わせ
わいわい!!コンテナ2　☎090･9586･9445

サイバー犯罪捜査官
（警察官）募集
■対　象　昭和51年4月2日以降生まれ
で、システム開発等の実務経験が3年以
上、（独）情報処理推進機構の応用情報
技術者試験等に合格した人。

■募集人数　1人　■採用時期　平成29年4月1日
■募集期間　6月8日（水）まで

◎申し込み・問い合わせ
佐賀県警察本部 警務課採用係
☎24・1111（代表）　FAX24・4954

自衛官募集
■募集種目　一般幹部候補生
■受験資格
①大卒程度試験：大学卒業（見込み含む）
　22歳以上26歳未満の者
②院卒者試験：修士課程修了者等（見込
　み含む）20歳以上28歳未満の者

■一次試験　5月14日（土）　■申込期限　5月6日（金） 

◎申し込み・問い合わせ
自衛隊佐賀募集案内所　☎31・5002

春季レディース
バドミントン教室
参加者募集

■対　象　市内在住の女性
■期　間　5月27日～ 7月29日の毎週金曜(全10回)
■時　間　11時～ 13時　■定　員　先着30人
■場　所　佐賀勤労者体育センター （兵庫北）
■参加料　3,000円(初日にご持参ください)
■持ってくるもの　体育館用シューズ、ラケット(貸し
　出しあり)、タオル、着替え等
■申込期間　4月15日（金）～ 5月24日（火）
　　　　　　平日9時～ 17時受付
■申込方法　住所、氏名、年齢、電話番号、経験の有
無を電話でご連絡ください。

◎申し込み・問い合わせ
（公財）佐賀市体育協会　☎33・2255　FAX33・2171

有明佐賀航空少年団 
団員募集

航空の地域を学びながら地域社会に貢献する団員と指
導者となる幹部団員を募集します。
■募　集
・小学1～ 6 年生　各学年 30 人程度
・中学1～ 2 年生　各学年 15 人程度
・幹部団員 18 歳以上 60 歳以下の男女 30 人程度
■費　用
・小中学生　入団金 5,000 円　団費 5,000 円／年
・幹部団員　入団金・団費 無料
【入団希望者説明会】
■日　時　4 月17 日（日）10 時～
■場　所　佐賀商工ビル ４階会議室Ｇ

◎申し込み・問い合わせ
有明佐賀空港少年団　☎090・1199・9841（坂口）

佐賀城本丸歴史館
イベント

○平成28年度 第１回歴史館ゼミナール
■日　時　4月16日（土）13時30分～ 15時
■場　所　外御書院　※参加無料
■演　題　有田焼400年を迎えて 名もなき人々の歴史
■講　師　有田町歴史民俗資料館長　尾﨑　葉子さん
○企画展「錦絵でみる明治」
■日　程　４月22日（金）～ 6月5日（日）
■場　所　御小書院（特別展示室）

◎問い合わせ
佐賀城本丸歴史館　☎41・7550　FAX28・0220

直売所むっちゃん 
5周年記念創業祭
■日 時 4月24日（日） 8時30分～ 18時

■イベント　9時30分～
　みそ汁・おにぎり無料試食（先着300 食）
　粗品プレゼント(先着300 人)

◎問い合わせ
直売所むっちゃん（川副町西古賀）　☎/FAX45・8545

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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