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４市報さが 平成29年３月１日号５ 市報さが 平成29年３月１日号

富士町子育て広場 ふれあいるーむ
｢ふれあいるーむ」はいつでも誰でも集える場所。毎週

親子で楽しめるイベントを開催しています。

地域ボランティアスタッフとクッキングをしたり、タッ

チケアやリズムダンス、季節の行事など、みんなでのん

びり過ごせる場所です。

■開催日時 月〜金曜

10時〜16時

■場所 富士支所２階

◎問い合わせ

佐賀市社会福祉協議会 富士支所

☎58・2311 ℻58・2312 位fuji-s@scshakyou.jp

諸富町営農センターが落成
１月21日㈯に JAさが諸富町営農センターが落成しまし

た。

このセンターは、諸富地区における営農指導の拠点とし

て建設されたもので、地域の農業振興や農業所得の拡大に

関する事業活動が行われています。

◎問い合わせ

JA さが諸富町営農センター

☎37・0300

期間限定！佐賀大和観光桃園
500坪のビニールハウスには、約70本の桃の木が栽培され、

花の甘い香りが漂います。

園内には弁当や飲み物の持ち込みができ、土日・祝日の

午後には、ダンスやカラオケ大会が催されます。

■期間 ３月４日㈯〜26日㈰ 10時〜17時

※開花状況で変更あり。

■場所 大和町川上（西山田地区）

■アクセス 佐賀大和 ICから車で約10分

■入園料 500円（高校生以下 無料）

◎問い合わせ 佐賀大和観光桃園（中
なか

島
しま

悟
さとる

)

☎62・2545 ☎090・3662・2511

｢暖かーい！」木質ペレット

ストーブを設置しました
エネルギーの地産地消推進を目的として、木質ペレット

ストーブ２基が設置されました。燃料の木質ぺレットは県

産材が原料で、富士町のNPO法人みんなの森プロジェク

トで製造されています。

氷点下の日も多い三瀬の冬。ストーブはやさしい暖かさ

で支所全体を包み込んでいます。

◎問い合わせ

三瀬支所 総務・地域振興グループ ☎56・2111

NPO法人みんなの森プロジェクト ☎57・2237

第１回 あつまろう祭
〜人・文化・地域産業の交流を！〜

■日時 ３月20日(月･祝) 10時〜14時

■場所 スポーツパーク川副 体育センター周辺

■内容 野菜や菓子等の販売のほか、空港そばやぜんざい

等の出店、ステージイベント、バルーン係留体験試乗等

盛りだくさんです。※豚汁のふるまいあり。

◎問い合わせ 南川副公民館 ☎45・8919

ハクモクレンの並木
東与賀町中村地区では、３月中旬から下旬にかけてハク

モクレンの白い花が咲き誇ります。

道路沿いに40本程が植栽されており、花の上品な香りに

誘われ、町内外から多くの人が訪れます。

美しい、東与賀町の名所のひとつです。

◎問い合わせ

東与賀支所 総務・地域振興グループ

☎45・1021 ℻45・8023

位somu.hg@city.saga.lg.jp

窓乃梅酒造 蔵開き
■日時 ３月11日㈯ 12時〜16時

■場所 窓乃梅酒造株式会社内（久保田町福富）

■主なイベント

・蔵開き限定酒の試飲販売

・地元特産品の実演販売

・大道芸「猿回し」

・子どもたちによる「悠
ゆう

久
きゅう

太鼓」の演奏

※自動車など運転者の試飲は固くお断りします。

◎問い合わせ

窓乃梅酒造株式会社 ☎68・2001

大人の散歩 〜みどりをさるく〜

樹木医の解説を聞きながら散策しませんか？

市の花「サクラ」も満開です。

■対象 みどりに興味のある人 ※市内在住の人を優先

■日時 ３月29日㈬ 10時〜12時

■場所 金立公園（現地集合・解散）

■定員 先着40人程度 ■参加料 無料

■申込方法 電話・ファクス・電子メール（氏名、住所、

電話番号をお知らせください)

■申込期限 ３月17日㈮

◎申し込み・問い合わせ 佐賀市 緑の募金推進協議会

☎40・7164 ℻26・7376 位green@city.saga.lg.jp
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佐賀市星空学習館

申し込み・問い合わせ

☎25・6320　FAX37・５７４７
　 hac@saga-hoshizora.com

恐竜くんプロフィール高太郎
西与賀
小学校

佐賀市立球場
ブルースタジアム

西与賀
公民館

ファミレス
幼稚園
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今津

星空
学習館

星空学習館・春の祭典

宇宙宇宙と命の いぶきを感じよう！いぶきを感じよう！宇宙宇宙と命の いぶきを感じよう！いぶきを感じよう！宇宙と命の いぶきを感じよう！

オープン１周年記念
　翼長１０ｍを超える大きな翼竜は、一体どうやって空
を飛んでいたのでしょう。翼竜について学び、発泡ス
チロールペーパーで模型を作り実験をします。
■対象　どなたでも　　■定員　６０人
■時間　１５時３０分～１６時３０分　　■講師　恐竜くん
■持ってくるもの
　はさみ、黒のマジックペン（極細がおすすめです）

　自然豊かな田んぼの草花を丁寧に観察します。普段
は見過ごしがちな足元の草花を知ると、驚きや発見が
あります。
■対象　どなたでも
■時間　１３時３０分～１５時　　■定員　２０人
■講師　佐賀植物友の会・井上　英幸さん

　フルート二重奏とピアノによる演奏をお楽しみください。
■対象　どなたでも　
■時間　１４時～１４時４０分　　■定員　先着２００人　
■演奏　ベルカノン
　フルート：北崎　ひろみさん、杉野　明子さん
　ピアノ：国本　裕子さん、中尾　紗知さん

　佐賀に落ちた隕石の紹介と落下捜索騒動、海外の落下地の訪問
体験談や、持っている数々の隕石にまつわるおもしろ話とともに実
際に隕石を見てもらいます。さわれる隕石もあるよ！
■対象　どなたでも　　■定員　先着２００人
■時間　１５時～１６時３０分
■講師　（一社）佐賀天文協会　副島　勉さん

　年間を通しておりがみで１２個の星座を作る教室です。
■対象　どなたでも　　■定員　３０人
■時間　１６時３０分～１７時３０分
■講師　日本折り紙協会　青栁　伊都子さん

■対象　どなたでも　　■時間　１４時～１６時

■対象　どなたでも
①アルデバラン食と水星の観察
■時間　１８時～１９時３０分頃
②月と冬から春の星座観察会
■時間　２０時～２２時

　恐竜の基本から最新の発見・研究まで、バラエティに富んだ話　恐竜の基本から最新の発見・研究まで、バラエティに富んだ話
題を取り上げながら題を取り上げながら、クイズを交えてわかりやすく解説！図鑑をクイズを交えてわかりやすく解説！図鑑を
みているだけでは知ることができない恐竜の不思議な世界をお楽ているだけでは知ることができない恐竜の不思議な世界をお楽
しみください。今回は昨年秋のカナダ訪問の成果も公開。研究のしみください。今回は昨年秋のカナダ訪問の成果も公開。研究の
最前線で見た、目を疑うような衝撃の恐竜化石を紹介します！最前線で見た、目を疑うような衝撃の恐竜化石を紹介します！
■対象■対象　どなたでも　　　どなたでも　　■時間■時間　１５時～１６時３０分　１５時～１６時３０分
■定員■定員　先着２００人（予約不要）　先着２００人（予約不要）

　恐竜の基本から最新の発見・研究まで、バラエティに富んだ話
題を取り上げながら、クイズを交えてわかりやすく解説！図鑑を
みているだけでは知ることができない恐竜の不思議な世界をお楽
しみください。今回は昨年秋のカナダ訪問の成果も公開。研究の
最前線で見た、目を疑うような衝撃の恐竜化石を紹介します！
■対象　どなたでも　　■時間　１５時～１６時３０分
■定員　先着２００人（予約不要）

　年間を通しておりがみで１２個の星座を作る
教室です。
■対象　どなたでも　　■定員　３０人
■時間　１４時３０分～１５時３０分
■講師　日本折り紙協会　青栁　伊都子さん

■対象　どなたでも　
■時間　１４時～１６時

　人気者の動物の星座を
探せ！
■対象　どなたでも　
■時間
　１９時３０分～２１時３０分

無料

３月２５日㈯

３月２６日㈰

　遠い昔にいなくなった恐竜の姿をどうして描けるの？
恐竜の絵を描くプロ・恐竜くんに教えてもらいながら
描いてみよう。ヒントはすぐ近くにあるかも？
■対象　どなたでも　　■定員　４０人
■時間
　１３時３０分～１４時３０分
■持ってくるもの
　鉛筆、色鉛筆、
　消しゴム
■講師　恐竜くん

水星と月をみよう

要予約要予約

要予約

要予約

恐竜くんの体験教室と
星空教室

４月２日㈰
コンサートと隕石体験トークショー コンサートと恐竜くんトークショーコンサートと恐竜くんトークショーコンサートと恐竜くんトークショー

４月１日㈯
地質・鉱物・草花の
観察と星空観察会

　恐竜研究の本場・アルバータ大学（カ
ナダ）を卒業。全国各地で、トークショー
や体験教室を開催。恐竜展の企画や監
修からイラストの制作まで、幅広く行っ
ている。著書『知識ゼロからの恐竜入
門』、BS フジ・be ポンキッキーズ「恐
竜図鑑」に出演。

要予約

ください。

０人　

ん

イラスト・恐竜くん
○C2015Masashi Tanaka

イラスト・恐竜くん
○C2015Masashi Tanaka

ベルカノン　コンサート

■

隕石体験トークショー

おりがみで作る１２星座「おうし座」

フェリーチェ　コンサート

恐竜くんトークショー
『恐竜くんと学ぶ！恐竜の不思議講座』

翼竜を作って飛ばそう！

目指せ！恐竜イラストレーター

おりがみで作る１２星座「おひつじ座」

昼間の星と
太陽をみよう

星空観察

あお やぎ い つ こ

あお やぎ い つ こ

そえ じま つとむ

きた ざき すぎ の

なか の さ ちくに もと ゆう こ

あき こ

いの うえ ひで ゆき

　長い地球の歴史が作り出した地層や断層を巡りま
す。宝石に使用しているきれいな鉱物の観察やおもし
ろい岩石の採集をしましょう。
■対象　小学５年生以上　　■時間　９時～１６時３０分
■定員　２０人　
■持ってくるもの
　弁当、飲みもの　等
■講師　佐賀県地学同好会
　　　　内川　義尚さん　ほか
（旅行企画・実施：（一社）佐賀市観光協会
佐賀県知事登録旅行業第３-７４号　
（一社）全国旅行業協会正会員旅行業務取扱管理者：深川　淳史）

地学観察バスツアー
（多久・厳木・富士）

要予約

うち かわ よし ひさ

　人間に与えられた “声” を１本の糸に見たて、「フェリーチェ（しあわ　人間に与えられた “声” を１本の糸に見たて、「フェリーチェ（しあわ
せな）」ハーモニーを響かせます。女性３人による美しい歌の響きをおせな）」ハーモニーを響かせます。女性３人による美しい歌の響きをお
楽しみください。楽しみください。
■対象■対象　どなたでも　　　どなたでも　　■定員■定員　先着２００人（予約不要）　先着２００人（予約不要）
■時間■時間　１４時～１４時４０分　１４時～１４時４０分
■演奏■演奏　ヴォーカルアンサンブル「フェリーチェ」（女声三重唱）　ヴォーカルアンサンブル「フェリーチェ」（女声三重唱）
　ソプラノ：一番ケ瀬　ひずるさん　ソプラノ：一番ケ瀬　ひずるさん　　メゾソプラノ：江島　昭子さん　メゾソプラノ：江島　昭子さん
　アルト：後藤　契子さん　アルト：後藤　契子さん
■曲目■曲目　Moon River /Jupiter/ 花   他　Moon River /Jupiter/ 花   他

いちいち ば か せ え じまじま あきあき こ

ご とうとう けいけい こ

　人間に与えられた “声” を１本の糸に見たて、「フェリーチェ（しあわ
せな）」ハーモニーを響かせます。女性３人による美しい歌の響きをお
楽しみください。
■対象　どなたでも　　■定員　先着２００人（予約不要）
■時間　１４時～１４時４０分
■演奏　ヴォーカルアンサンブル「フェリーチェ」（女声三重唱）
　ソプラノ：一番ケ瀬　ひずるさん　　メゾソプラノ：江島　昭子さん
　アルト：後藤　契子さん
■曲目　Moon River /Jupiter/ 花   他

いち ば か せ え じま あき こ

ご とう けい こ

３月２５日㈯～
４月２日㈰

ふか がわ あつ し

昼間の星と太陽をみよう

身近な田んぼの草花観察会

８９ 市報さが 平成29年３月１日号 市報さが 平成29年３月１日号市報さが 平成29年３月１日号


