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健康カレンダー

乳幼児の健診や教室等

◎｢ほけんのページ｣の申し込み・問い合わせ 健康づくり課 (ほほえみ館)

�健康について 保健予防係（保健）☎ 40･7281 FAX30･0115

�ほほえみ健診専用予約電話 （予約専用）☎ 32･1160

�乳幼児･妊婦･予防接種について 母子保健係（母子）☎ 40･7282

�諸 富支所 保健福祉課 長寿健康係 ☎ 47･4891

�大 和支所 保健福祉課 長寿健康係 ☎ 51･2420 �川 副支所 保健福祉課 長寿健康係 ☎ 45･8924

�富 士支所 保健福祉課 長寿健康係 ☎ 58･2114 �東与賀支所 保健福祉課 長寿健康係 ☎ 45･1603

�三 瀬支所 保健福祉課 保健センター ☎ 56･2200 �久保田支所 保健福祉課 保健センター ☎ 68･3144

１歳６カ月児健診（旧佐賀市対象）

受付時間：12:45∼14:00

場所：ほほえみ館

対象児：平成19年９月生まれ
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問合せ行 事曜日日

ブックスタート（旧佐賀市対象）

受付時間：９:45∼10:00

場所：ほほえみ館

対象児：平成20年12月１日∼

12月20日生まれ

ブックスタート（旧佐賀市対象）

受付時間：13:15∼13:30

場所：ほほえみ館

対象児：平成20年12月21日∼

平成21年1月10日生まれ

ブックスタート（旧佐賀市対象）

受付時間：９:45∼10:00

場所：ほほえみ館

対象児：平成21年１月11日∼

１月31日生まれ

月

母子

富士

金

月

火

母子

３歳６カ月児健診（旧佐賀市対象）

受付時間：12:45∼14:00

場所：ほほえみ館

対象児：平成17年10月生まれ
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乳幼児健康相談

受付時間：10:00∼12:00

場所：富士支所

東与賀

歯ゃか歯ゃか教室（旧佐賀市）

受付時間：13:15∼13:30

対象児：平成20年６月１日∼15日生まれ

受付時間：13:45∼14:00

対象児：平成20年６月16日∼30日生まれ

場所：ほほえみ館（個別通知はして

いません）飲み物をお持ちください。

母子

乳幼児健康相談

受付時間：13:30∼15:00

場所：東与賀保健センター

大和

母子

母子

母子

赤ちゃん広場

時間：９:30∼15:30
（10:00∼11:30 保育士による親子遊び）

場所：ほほえみ館

ブックスタート（旧大和町対象）

受付時間：13:15∼13:30

場所：大和健康管理センター

対象児：平成20年12月∼21年１月生まれ

母子

５月

１歳６カ月児健診（旧久保田町対象）

受付時間：13:30∼14:20

場所：久保田保健センター

対象児：平成19年７月∼10月生まれ
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29

諸富

３歳６カ月児健診（旧諸富町対象）

受付時間：13:00∼13:30

場所：諸富保健センター

対象児：平成17年９月∼12月生まれ

火

水

26

27

問合せ行 事曜日日

ブックスタート（旧諸富町・川副町・

東与賀町・久保田町対象）

受付時間：13:15∼13:30

場所：川副保健センター

対象児：平成20年12月∼

平成21年２月生まれ

妊婦歯科健診

受付時間 13:15∼13:30

場所：ほほえみ館

必要物品：母子手帳、筆記用具

※12:30以降の飲食、歯みがき等は控

えて下さい。

※要予約（母子保健係 ☎40・7282）

月

母子

母子

木

金

久保田

赤ちゃん広場

時間：９:30∼15:30

場所：ほほえみ館

25

グリンピース（多胎児サークル）

時間：10:15∼11:30

場所：ほほえみ館

母子

川副

川副

母子

水20

乳幼児健康相談

受付時間：13:30∼15:30

場所：ほほえみ館

３歳６カ月児健診（旧川副町対象）

受付時間：13:00∼14:00

場所：川副保健センター

対象児：平成17年９月∼11月生まれ

東与賀

１歳６カ月児健診（旧東与賀町対象）

受付時間：13:30∼14:00

場所：東与賀保健センター

対象児：平成19年８月∼11月生まれ

木21

大和

１歳６カ月児健診（旧大和町対象）

受付時間：13:00∼13:30

場所：大和健康管理センター

対象児：平成19年９月∼10月生まれ

※ブックスタート、歯ゃか歯ゃか教室の対象児は月齢が多少前後

してもかまいません。
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水
～
木

14

富士
受付時間：14:00∼14:20
場所：富士支所

20
～
22

木28

27
～
28

問合せ行 事曜日日

受付時間：13:00∼14:00
場所：川副保健センター

金１

諸富
受付時間：14:00∼14:30
場所：諸富保健センター

受付時間：13:30∼15:00
場所：メートプラザ
対象校区：
20日 高木瀬、新栄、金立
21日 鍋島、日新
22日 兵庫、赤松

火12

受付時間：13：30∼15：00
場所：メートプラザ
対象校区：
27日 神野、本庄、西与賀、蓮池
28日 北川副、開成、巨勢

木

母子

受付時間：13:30∼15:00
場所：メートプラザ
対象校区：若楠、循誘、勧興、嘉瀬、

久保泉

水
～
金

金

受付時間：13:30∼14:30
場所：大和健康管理センター

火19

三瀬

川副

大和

久保田
受付時間：13:30∼14:00
場所：久保田保健センター

母子

水
～
木

13
～
14

母子

受付時間：14：00∼14:30
場所：三瀬保健センター

受付時間：13:00∼14:00
場所：川副保健センター

川副

受付時間：13:30∼14:30
場所：大和健康管理センター

三瀬
受付時間：14:00∼14:30
場所：三瀬保健センター

金29

川副
受付時間：13:00∼14:00
場所：川副保健センター

水27

諸富
受付時間：14：00∼14：30
場所：諸富保健センター

木21

大和

※必ず、受付時間内に会場にお入りください

※メートプラザでは、混雑を避けるために、予め校区を指定して

いますが、ご都合が悪い場合は、上記の日程で都合がつかれる

日にお越しください。

乳幼児の予防接種

ポリオ予防接種対象：生後３カ月〜７歳６カ月未満の乳幼児対象

月齢にご注意ください

成人健診等

＊健診の予約は健診月の２カ月前の１日から受付しています。く

わしくは健康カレンダーをご覧ください。

＊健診の予約受付は、定員になり次第終了させていただきます。

＊大和･富士･三瀬支所では、市民健康相談を随時行っております。
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ものわすれ相談室 予約制
受付時間：13:30∼16:00
場所：ほほえみ館

木７

問合せ行 事曜日日

高齢者健康相談
受付時間：13:30∼15:00
場所：平松老人福祉センター

ものわすれ相談室 予約制
受付時間：13:30∼16:00
場所：ほほえみ館

ものわすれ相談室 予約制
受付時間：13:30∼16:00
場所：富士支所

木

月

木

木

14
ものわすれ相談室 予約制
受付時間：13:30∼16:00
場所：平松老人福祉センター

高齢者の相談・教室等

１１

９

諸富
成人健診 予約制
会場：諸富町公民館

土30

予約
専用

成人健診 予約制
会場：ほほえみ館
予約電話はほほえみ館

木７

問合せ行 事曜日日

成人健診 予約制
会場：川副体育センター

火
～
水

金

19
～
20

川副

月

土

成人健診 予約制
会場：川副体育センター

金
～
土

22
～
23

東与賀
市民健康相談
受付時間：９:30∼11:00
場所：東与賀保健センター

８

月25

諸富

15

大和
成人健診 予約制
会場：大和健康管理センター

土16

市民健康相談
受付時間：９:00∼11:00
場所：ほほえみ館

大和
成人健診 予約制
会場：大和健康管理センター

成人健診 予約制
会場：ほほえみ館
予約電話はほほえみ館

市民健康相談
受付時間：９:30∼11:00
場所：諸富保健センター

月18

川副

市民健康相談
受付時間：13:30∼15:00
場所：川副保健センター

予約
専用

成人健診 予約制
会場：ほほえみ館
予約電話はほほえみ館

東与賀
成人健診 予約制
会場：東与賀保健センター

火
～
金

12
～
15

川副
こころの相談 予約制
時間：13:30∼15:00

水13

久保田

保健

市民健康相談
受付時間：９:30∼11:00
場所：久保田保健センター

金

予約
専用

川副

65歳以上の方へ

実態調査にご協力ください

今後の保健福祉施策の充実を図るために、高齢

者の世帯状況や身体状況等を調査します。

■調 査 対 象 市内に居住する65歳以上

(平成21年７月１日現在）の方

■調査の期間 ５月〜６月下旬

■調 査 方 法

地区の民生委員による聞き取り調査です。

◎問い合わせ

本庁 高齢福祉課 ☎40・7253 ℻40・7393
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赤
あか

星
ほし

光
こ

桜
う

ちゃん(９カ月)

(佐賀市兵庫町)

住所・保護者とお子さんのお名前（ふりがな）・お子さんの年齢・電
話番号・簡単なコメントを書いて、〒840・8501  佐賀市栄町1番1号
佐賀市役所　秘書課　広報係まで　☎４０・７０２１

いつも元気いっぱいの光桜くん

今年は初めての桜を見に行こうね

♡

■開催時間 10時〜12時

■申込方法 ＊往復はがきでお申し込みください。

【記入事項】

①郵便番号 ②住所 ③幼児名、保護者名（引率者）

ふりがな記入のこと。④年齢（幼児のみ）何歳、何カ

月 ⑤性別 ⑥電話番号 ⑦参加したい希望日（第１

希望・第２希望）⑧初めて参加される方は初参加とお

書きください。⑨返信には宛名を記入してください。

■申込期限 ５月20日㈬必着

＊開催日前日までに返信がない場合は、必ず、ご連絡く

ださい。

◎申し込み・問い合わせ

〒840・0821 佐賀市東佐賀町４番20号

市立城東保育所 子育てサロン係 ☎40・0415

今月は下記の子育てサークルに出向きます。

◎問い合わせ

佐賀市子育て支援センター｢ゆめ・ぽけっと｣ ☎40・7287

サークル問い合わせ ☎40・7389

■場所 佐賀市産業振興会館内「ふれあい広場」（諸富町)

■日時 火曜〜土曜 10時〜16時（日・月・祝日は休み）

■内容 親子で集う広場（フリースペース、昼食も可）

(幼児向け手作りおもちゃや絵本を設置、スタッフが常駐)

☆ふれあい広場でのサロン日程

(予約不要。自由参加。時間：10時30分から(40分程度))

＊赤ちゃん広場は別室で行います。

(０歳児をお持ちの方、ゆったりと過ごしませんか)

＊子育てに関する悩み相談も電話にて随時受付中

＊発育健康相談（専門の保健師がご相談に応じます。）

奇数月第２火曜日10時30分〜11時30分

◎問い合わせ

佐賀市社会福祉協議会 “ふれあい広場” ☎34・8211

■開催時間 10時〜12時

※くわしい場所や内容については、お問い合わせください。

◎問い合わせ

佐賀市児童センター内「川原保育所子育て支援センター」

(佐賀市兵庫町大字藤木919番地１） ☎36・4140

佐賀市立川原保育所

(佐賀市川原町４番44号） ☎23・3549

６月の城東保育所子育てサロン ５月のゆめ･ぽけっと子育てサークル支援

５月の川原保育所子育てサロン

５月の佐賀市社会福祉協議会｢ふれあい広場｣のサロン

22日㈮ 開成児童クラブ館（開成小学校内)

21日㈭ 巨勢地域ふれあい館（巨勢小学校内)

15日㈮ 高木瀬児童クラブ館（高木瀬小学校内)

12日㈫ 兵庫児童クラブ館（兵庫小学校校舎内)

期 日 場 所

城東保育所

子育てサロン

雨とあそぼう

２歳以上 中央児童センター

内 容 対 象 場 所

10日㈬

11日㈭

12日㈮

16日㈫

17日㈬

18日㈭

20日㈯

期 日

１歳３カ月以上 城東保育所

２歳以上 城東保育所

１歳３カ月∼２歳 城東保育所

１歳３カ月未満 城東保育所

１歳３カ月未満 城東保育所

お父さんサロン

１歳３カ月∼２歳

いろえんぴつ 日新公民館

サ ー ク ル 名 場 所

８日㈮

11日㈪

12日㈫

13日㈬

18日㈪

20日㈬

21日㈭

27日㈬

28日㈭

期 日

若楠にこにこ赤ちゃん 若楠公民館

神野カンガルー 神野公民館

かんこうドーナツ 勧興公民館

高木瀬赤ちゃん 高木瀬公民館

赤松子育てサロン 赤松公民館

神野ほっとサロン 神野公民館

新栄るんるん 新栄公民館

赤ちゃん広場 ほほえみ館

アンパンマン体操､作って遊ぼう(魚つり)

赤ちゃん広場(サロン) 身体測定･保健師と共に子育て相談(０歳児対象)

サ ロ ン 名 内 容

12日㈫

13日㈬

20日㈬

21日㈭

22日㈮

23日㈯

27日㈬

期 日

アンパンマン体操、新聞紙で遊ぼうにこにこ広場

ひろばのサロンを一度に公開する｢遊びのひろば｣

親子でいっしょに絵本を楽しみます

芋の苗植えと収穫パーティ参加費￥100(雨天時25日に延期)

絵本の読み聞かせ

広場で絵本

あったか手作り布おもちゃを使って遊ぶサロン

８日㈮

にこにこ広場

布おもちゃで遊ぼう

絵本を楽しもう(あのね)

かすたねっとサロン

もろどみ♥ふれあいひろば

赤
あか

星
ほし

里
り

桜
おん

ちゃん(2歳9カ月)

(佐賀市兵庫町)

弟の光桜くんが大好きな里桜ちゃ
ん♡これからも“里桜スマイル”
全開で元気に大きくなってね♡

古
こ

藤
とう

彰
しょう

ちゃん(１歳)

(佐賀市大和町)

１歳のお誕生日おめでとう♡これ
からもお姉ちゃんと仲良く元気に
育ってね♪
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城西保育園Kosodate Room『ももたろう』 ☎24・2881／26・3953

児童センターの行事予定表（５月)

私立保育園子育てサロンの予定（５月) ※佐賀市ホームページにも掲載しています。

ご家族で、お友達と、ぜひあそびにきてください！ 行事についてくわしくは、北部児童センターにお尋ねください。

育児相談（申込不要）
『子育てのこと、一人で悩んでいませんか。お気軽にどうぞ！』
日 時：５月８日㈮ 10:00∼12:00 児童センター そうだん室
びーとるキッズ（自由参加）
日 時：毎週火・木曜日 11:00∼11:30
対 象：幼児（保護者と参加） ※12日㈫から始まります。
親子リズム体操（申込制）
日 時：５月８日㈮・22日㈮ 10:30∼11:30 ※いずれか１回
対 象：２歳以上の幼児とその保護者 17組
おはなし会（自由参加）
日 時：５月２日㈯・９日㈯・16日㈯ 11:00∼11:30
四コマ漫画に挑戦（申込制）
日 時：５月10日㈰ 13:30∼15:00 対 象：小学３年生以上20人
折り紙ひろば（自由参加）
日 時：５月12日㈫ 13:00∼14:00 対 象：幼児(保護者と参加)
親子クッキング（申込制）「皮から手作りギョーザにチャレンジ！」
日 時：５月17日㈰ ９:30∼12:30
対 象：小学３年生以上の親子 24組 参加費：親子で800円
場 所：ほほえみ館３階 健康料理講習室
こどもまつり（自由参加）
今回のテーマは『からだを使って遊ぼう！』です。
日 時：５月５日(火・祝)こどもの日 10:30∼15:30
≪内容≫
（午前の部） 10:30∼12:00
●小学校対抗 「ドッジボール大会」
＊個人、またはグループで児童センターへお申し込みください。

（午後の部） 14:30∼15:30
●鬼ごっこ遊び 「君はどれだけ制覇できるか！」
＊缶けり、陣取り、ハンカチ落とし、どろけい、色つき鬼など
∼カードにスタンプを押してプレゼントをもらおう∼
◎アートバルーンを先生とじゃんけんしてもらおう

中央児童センター中央児童センター中央児童センター 兵庫町
☎33・5453
FAX31・9552

■各行事・講座の受付 ５月１日㈮ ９:00より随時受付

■開館時間 ９:00〜18:00

■休 館 日 ７日㈭・11日㈪・18日㈪・25日㈪

きらきらキッズ

時 間：10:30∼11:30 対 象：幼児と保護者

内 容：１日㈮ 親子リズムダンス ８日㈮ 絵本の読み聞かせ

15日㈮ 小麦粉粘土 22日㈮ 大型シャボン玉

29日㈮ きらきらサロン

きらめきジュニア活動日（発足会）

日 時：５月２日㈯ 10:30∼

対 象：ジュニアスタッフ希望者（小学４年生以上）

キッズデイ【折り紙ヒコーキ、宝さがし、大型オセロ】（自由参加）

日 時：５月５日(火・祝) 10:30∼15:30 対 象：小・中学生

お茶教室（申込制）

日 時：５月９日㈯ 10:00∼12:00 対 象：小学生以上

一輪車教室（申込制）

日 時：５月９日㈯ 14:00∼16:00 対 象：小・中学生

場 所：春日小学校グランド（雨天時は北部児童センター内）

ちょぼら隊（自由参加）

日 時：５月14日㈭ 15:30∼

※児童センターでボランティアをしてみませんか？

囲碁・将棋教室（自由参加）

日 時：５月20日㈬ 15:00∼16:00 対 象：小・中学生

子どもクッキング【フルーツ白玉ミルクソース】（申込制）

日 時：５月23日㈯ 10:00∼12:00 対 象：小学生以上

参加費：100円

科学遊び【大型シャボン玉を作ろう】（自由参加）

日 時：５月30日㈯ 14:00∼15:30 対 象：小学生以上

北部児童センター北部児童センター北部児童センター 大和町
☎62・7900
FAX62・7911

■開館時間 ９:00〜17:00

■休 館 日 ３日㈰・10日㈰・17日㈰・24日㈰・31日㈰

育児相談（専用ダイヤル）☎26・4251随 時
蓮池「蓮子んくらぶ」に出向きます。５月28日㈭10:00∼
【赤ちゃんの部屋】親子でリズム遊び（１才半までの赤ちゃん）５月21日㈭10:00∼
親子で身体を動かそう（親子体操）５月14日㈭10:00∼

内 容日 時

折り紙で遊ぼう５月26日㈫10:00∼
育児相談（専用ダイヤル）☎32・5343随 時

子どもの命を守る救命法５月19日㈫10:00∼
春の花植えをしよう５月12日㈫10:00∼
開成ドレミに出向きます（簡単おやつ作り）５月７日㈭10:00∼

内 容日 時

こべっこ子育てワーク（園外保育）５月13日㈬10:00∼

子育てに関する悩み相談随 時
園長講演〈フリー〉「子育ての悩みＱ＆Ａ パートⅠ」６月３日㈬10:00∼
こべっこ子育てワーク（園外保育）５月27日㈬10:00∼
園長講演〈初級〉「愛されていると、子どもが感じとれる抱き方」５月20日㈬10:00∼

内 容日 時

城西保育園
（５月11日9:00∼電話受付）風っておもしろいね！５月22日㈮10:00∼

北部児童センター（当日受付）風があそびにきたよ！５月20日㈬10:30∼

市立図書館・おはなしの部屋シアター・紙芝居・
絵本・手あそびなど５月14日㈭15:00∼

城西保育園
（５月１日9:00∼電話受付）

かわいいかくれんぼ
(１歳半までの赤ちゃん)５月８日㈮10:00∼

場 所内 容日 時

育児相談「ももたろうテレフォン｣ (専用ダイヤル）☎26・3953随 時

城西保育園ティールーム
「ももたろう」毎週水曜日16:00∼

中央児童センター（当日受付）風があそびにきたよ！５月27日㈬10:30∼ 子育てに関する悩み相談随 時

６月３日㈬10:30∼

５月27日㈬10:30∼

☆毎回おはなし会中心です。親子で絵本の楽しさを
体感しませんか？

☆対象年齢 生後６カ月以上未就園児
☆おはなし会後、いろんな遊びをしますので、タオ
ル、着替えはご持参ください。

５月20日㈬10:30∼

内 容日 時

開成ふれあい公民館

開成ふれあい公民館

開成ふれあい公民館

場 所

育児相談は随時受けつけています。電話（☎34・5577）お気軽にどうぞ。
親子で「鍋島保育園ふれあい広場」にどうぞ遊びに来てください。
（月∼金 ９:00∼12:00）

小麦粉粘土で遊ぼう５月28日㈭10:00∼

鍋島保育園児との交流 さんぽ
（ミニミニ運動会）

５月21日㈭10:00∼

ようこそ赤ちゃんサロンへ
（１才までの赤ちゃん）

５月14日㈭10:00∼

母の日のプレゼントづくり５月７日㈭10:00∼

内 容日 時

開成ふれあい公民館

５月27日㈬10:00∼
ハウスシックについて学ぶ

５月25日㈪10:00∼

内 容日 時

子育て支援室種をまいてみよう“大きくなったら何になる”５月22日㈮10:00∼

こんにちはあかちゃん※６カ月∼１歳２カ月までを対象５月29日㈮10:00∼ 子育て支援室

子育て支援室

子育て支援室

場 所

園庭で元気にあそぼう ※雨天時は製作５月１日㈮10:00∼

こんにちはあかちゃん ドキドキおもちゃ作り５月８日㈮10:00∼

内 容日 時

子育てに関する悩み相談随 時

子育て支援室廃材を使って、ギターを作ろう５月15日㈮10:00∼

※５月７日㈭、５月14日㈭ままごっとん、５月28日㈭西与賀子育てサークルに出
向きます。

※名称は「ももたろう通信」をご覧ください。

巨勢保育園子育てサロン『たんぽぽ』 ☎26・4247（要事前申込）

◎５月より毎週木曜日に変更します。
◎要予約（受付は１日から）

開成保育園子育てサロン『えだまめ』 ☎36・6114（３日前までに申込）

小部保育園子育て支援『こべっこ子育てワーク』 ☎29・9595（要事前申込)

あおぞら保育園子育てサロン『あおぞら』 ☎30・7372（要事前申込）

◎受付は５月１日㈮より電話で受付けます。

鍋島保育園子育てサロン『どんぐり』 ☎34・5577（２日前までに申込）

◎毎回水筒とタオルをご持参ください。園外でのサロンは、帽子・軽装でお越し
ください。

◎ベビーカーが必要なお子様は、各自でご用意ください。

永原学園三光保育園子育てサロン『さんこう・ぽぽら』 ☎31・6877(要事前申込)

春日保育園子育てサロン『ふたば』 ☎62・0062（要事前申込）

◎要予約（受付は毎月１日からです。）
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エスプラッエスプラッツ
５月の行事予定５月の行事予定

【エスプラッツホール（３階）】【エスプラッツホール（３階）】

エスプラッツ
５月の行事予定

【エスプラッツホール（３階）】

企画展「大詫間・大野島今昔展」∼ひとつの島に二つの文化∼
■期 間 ５月24日㈰まで ９:00〜17:00
■観覧料 大人300円、子ども100円（常設展示を含む）
川副町大詫間と大川市大野島の郷土の歴史を紹介。
企画展 記念展示「端午の節句かざり」

■期 間 ５月６日(水・振休)まで ９:00〜17:00
大詫間趣味の会による手作り作品展。ちりめんの鯉、か
ぶとなどを展示。（観覧無料）
展示会「竹馬の友三人展」

■期 間 ５月12日㈫〜５月17日㈰

■時 間 ９:00〜17:00
■写真・絵画・水墨画・ビデオを展示。（観覧無料）

｢筑後川昇開橋スケッチ大会作品展｣ ｢筑後川昇開橋写真コンテスト作品展｣
■期 間 ５月23日㈯〜６月７日㈰

■時 間 ９:00〜17:00
サタデーワークショップ∼ビーズでストラップをつくろう∼

■５月２日・９日・16日・23日・30日㈯

■13:30〜15:30（当日12:00から受付）
■対 象 幼児〜中学生 各回先着30名
プラ板でキーホルダーをつくろう！

■５月10日㈰ 13:30〜15:30
■対 象 幼児〜一般 30名（要申込）

パソコン教室「エクセルで簡単家計簿」
■５月12日㈫・13日㈬・21日㈭・22日㈮

■13:30〜15:30 ＊講座の内容は同じです。
■対 象 一般 各回10名程度（要申込）
文字入力のできる方が対象。テキストのコピー代が必要。
らくらく改善ストレッチ教室

■Ｏ脚Ｘ脚改善 ５月16日㈯ 13:30〜15:00
■首・肩痛改善 ５月28日㈭ 13:30〜15:00
■対 象 一般、参加自由
竹とんぼを飛ばそう！

■５月17日㈰ 13:30〜15:30
■対 象 幼児〜一般 20名（要申込）
■竹トンボに好きな絵を描いて、飛ばして遊ぼう。
誰が遠くまで飛ぶかな！
博愛ふれあい映画会「クワガタクワジ物語」

■５月24日㈰ 13:30〜14:15
■虫を飼う男の子と母親の心の交流、命の尊さを描いた物
語。中原みち原作「クワガタクワジ物語」は1975年第１回
ジュニアノンフィクション賞を受賞。
読み聞かせとモノつくり∼父の日のとびだすカードをつくろう∼

■６月７日㈰ 13:30〜15:30
■対 象 幼児〜一般20名（要申込）
■６月21日㈰は「父の日」です。父の日のカードをつくっ
てみよう。

館念記民常野佐

※料金表示のないものは無料です。※要申込は５月２日㈯午前９時から受付。

※幼児は保護者同伴でお願します。

◎休館日 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

９日㈯

吉富久美子ピアノミニリサイタル

内蒙古民歌主題小曲七首
開場14:30 開演15:00 終演15:50

入場方法 全席自由 2,000円

お問合せ先：るーゑ（山口）☎0952･26･4338

16日㈯

第306回例会（幼児）

ハリネズミのくるりん/

おっきょちゃんとかっぱ
開場18:15 開演18:30 終演19:30

入場方法 会員制

お問合せ先：佐賀子ども劇場（柿本）

☎0952･23･6797

25日㈪

アンサンブル・ソネット

“ギターアンサンブルへの誘い”
開場13:30 開演14:00 終演15:30

入場方法 入場無料

お問合せ先：佐賀ギター音楽院

☎0952･26･9422

31日㈰

お話のある 親子の演奏会
①開場13:30 開演14:00 終演15:30

②開場18:00 開演18:30 終演20:00

入場方法 全席自由 一般2,000円

学生1,000円 親子2,500円

お問合せ先：植田 ☎0120･765･727

☎34・9455 Fax 34・9465 http://www.saganet.ne.jp/tunetami/

毎週土曜日天体観望会を行ってい

ます。

■所在地 西与賀町高太郎328

■時 間 20時00分〜22時00分

(参加料無料、事前申込不要)

《パソコン基本操作》

■日 時 ５月11日㈪

10時30分〜15時30分

■対 象 パソコン初心者の方

(先着10名)

《ワード文書作成体験》

■日 時 ５月12日㈫

10時30分〜15時30分

■対 象 文字入力ができる方

(先着10名)

※２日続けて申し込むことも出来ます。

■参加料 無料

■申込方法 ５月５日㈫午前10時から

電話にてのみ受付

■所在地 駅前中央一丁目

アイ・スクエアビル１階

※ご利用登録の際に、利用者の本人確認

のため、運転免許証などの身分が証明で

きるものの提示をお願いします。

※水曜日休館

アイ・スクエアアイ・スクエア
情報プラザ情報プラザ
☎ 40・8222☎ 40・8222

パソコン・ワード体験しませんかパソコン・ワード体験しませんか

西与賀コミュニティセンター

天体観望会 ☎ 25・6320

佐賀市健康運動センター

☎ 36・9309

５月５日㈫ こどもの日

子ども・親子無料サービス

■対象 中学生以下の子ども、親子（親子

参加の場合は年齢不問。どちらも無料）

※小学３年生以下は必ず保護者同伴。

※プールはスイミングキャップが必要です。

身体障がい児水中運動教室 参加者募集

■日時 ５月〜10月

第３土曜日 10時〜12時 ※８月除く

■対象 肢体不自由児 15名程度

※必要に応じ介助も同伴

■受付 ５月15日㈮まで

※定員になり次第受付終了

■参加費 施設利用料のみ

５周年 誕生祭ウィーク

■日時 ５月12日㈫〜５月17日㈰

期間中２回利用につき、１回分の利用を

プレゼント！

※月曜休館
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10:00∼

12:00
10
㈰

大人300円

(入館料込)

大人300円

(入館料込)

緑のカウンセラー

倉成 靖任
薬草観察会

※カメラ・ルーペをお持ちの方は

持参ください。

(雨天の場合は室内で講話)

10:00∼

12:00
９
㈯

参加料

緑のカウンセラー

倉成 靖任

講師名内 容時 間日

大人500円

(入館料込)

緑のカウンセラー

成沢 邦子

薬草を食する

先着30名

10:00∼

12:00
24
㈰

大人300円

(入館料込)

緑のカウンセラー

野中源一郎

ドクダミと身近な

薬草の賢い使い方

10:00∼

12:00
17
㈰

チケット前売り情報

公演名 NATURAL Songs
∼うたを歌おう！みどりをふやそう！

出演/南こうせつ・ムッシュかまやつ・

山崎ハコ・中村あゆみ

日 時 2009年７月11日㈯

開場17:00 開演18:00

会 場 佐賀市文化会館 大ホール

料 金 全席指定 6,300円

未就学児童のご入場は、お断りいたしま

す。(託児サービスはございません)

＊チケットやコンサートグッズの売り上

げの一部は植樹など環境保全活動に寄

付されます。

発売日 ５月23日㈯

2009吉野ヶ里のバルーン

｢卑弥呼杯・吉野ヶ里杯熱気球大会｣

日程／６月６日㈯

６時30分 競技フライト

15時30分 競技フライト

６月７日㈰

６時30分 競技フライト

12時 表彰式

場所／吉野ヶ里歴史公園

◎問い合わせ

熱気球大会佐賀運営委員会

☎29-9000

土
・
日

６
月
６
日
・
７
日

2009筑後川昇開橋スタンプラリー

時間／９時30分〜10時受付（随時出発）

受付会場(スタート)／諸富町大中島中

の島公園

参加料／無料（小学４年生以下は必ず

大人同伴）

◎問い合わせ

㈶筑後川昇開橋観光財団

☎0944-87-9919

※雨天決行

日
日
24

天山ラベンダー園開園

日時／９時30分〜17時

場所／天山リゾート（天山スキー場）

入園料／200円

※摘み取り料金別途500円

(摘み取り時期5月20日頃〜)

◎問い合わせ

㈱天山リゾート

☎58・2336

※ラベンダーの開花状況によって開園

時期が前後する可能性があります。

水５
月

日
～
７
月
上
旬
︵
予
定
︶

20

平成21年度大隈祭

時間／午前10時から

会場／大隈記念館 大隈侯銅像前

入館料／当日は無料

◎問い合わせ

佐賀市大隈記念館

☎・℻23・2891

日
日
10

佐賀城下春まつり

〜とんさんえびす祭

〜松原恵比須社御鎮座大祭〜

◎問い合わせ

佐嘉神社社務所

☎24・9195

日
・
月
(
祝
)

３
日
・
４
日

一般発売日 ５月23日㈯

午前10時より電話予約受付開始

佐賀市文化会館 ☎0952・32・3000

チケットぴあ特電 ☎0570・02・9903

ローソンチケット特電 ☎0570・084・681

＊特電は5/23㈯のみ

《ドクダミと春の薬草展》

■期間 ５月12日㈫〜６月14日㈰

◎問い合わせ 本庁緑化推進課 ☎40・7164 ℻26・7376

徐 福 長 寿 館 ☎98・0696

(月曜休館。但し月曜休日の時は翌日)

もりっぴー

の行事カレンダー月月５
金立公園での催し金立公園での催し金立公園での催し金立公園での催し金立公園での催し

５月 みどりを楽しむ教室 (会場：徐福長寿館)

問い合わせ ㈶佐賀市文化振興財団(佐賀市文化会館) ☎32・3000 http://www.shinpoo.jp

南こうせつ ムッシュかまやつ

山崎ハコ 中村あゆみ

市　営　バ　ス市　営　バ　ス市　営　バ　スオ
ーラ

イ！

★便利・お得な情報をご案内します★

　問い合わせ

・高齢福祉課
　長寿推進係
　☎40・7253
　または　各支所
　保健福祉課
・交通局総務課
　☎23・3155

●ワンコイン・シルバーパスの購入はお済みですか？
ワンコイン・シルバーパスは、パス券を提示すると市営バスの全路線が１乗車100円でご

乗車いただけるお得なパス券です。佐賀市にお住まいで、平成21年３月31日現在で74歳以
上の方は、１年パス券（通常16,000円）の購入について、佐賀市から15,000円の助成が受
けられますので、購入時の負担額は1,000円となります。
（対象となる方には3月下旬に佐賀市から購入申請書が郵送されています）


