
24

木

火

29

27

問合せ行 事曜日日

川副

三瀬

母子

１歳６カ月児健診（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20年１月〜３月生まれ

乳幼児健康相談
受付時間：13:30〜14:00
場所：三瀬保健センター

歯ゃか歯ゃか教室（三瀬村、富士町対象）
受付時間：13:30〜14:00
場所：三瀬保健センター
母子手帳と飲み物をお持ちください。

１歳６カ月児健診（三瀬村対象）
受付時間：12:45〜13:15
場所：三瀬保健センター
対象児：平成20年１月〜４月生まれ

３歳６カ月児健診（三瀬村対象）
受付時間：12:45〜13:15
場所：三瀬保健センター
対象児：平成18年１月〜４月生まれ

歯ゃか歯ゃか教室（旧佐賀市対象）
受付時間：13:15〜13:30
対象児：平成20年11月１日〜15日生まれ
受付時間：13:45〜14:00
対象児：平成20年11月16日〜30日生まれ
場所：ほほえみ館
母子手帳と飲み物をお持ちください。

健康カレンダー
◎｢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

10月

乳幼児の健診や教室等

14

15

16

20

21

22

26

27

問合せ行 事曜日日

水

木

金

火

月

水

木

月

火

６
・
７

８
・
９

５

13
乳幼児健康相談
受付時間：13:00〜14:00
場所：諸富保健センター

妊婦歯科健診 予約制
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
てください。

３歳６カ月児健診（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18年１月〜４月生まれ

大和

乳幼児健康相談
受付時間：13:30〜15:00
場所：川副保健センター

３歳６カ月児健診（久保田町対象）
受付時間：13:15〜13:40
場所：久保田保健センター
対象児：平成17年12月〜平成18年３月生まれ

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

３歳６カ月児健診（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18年２月〜３月生まれ

１歳６カ月児健診（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19年12月〜平成20年３月生まれ

乳幼児健康相談
受付時間：13:30〜15:30
場所：ほほえみ館

赤ちゃん広場
時間：９:30〜15:30
場所：ほほえみ館

乳幼児健康相談
受付時間：13:30〜15:00
場所：大和健康管理センター

火
・
水

木
・
金

火

母子

母子

諸富

母子

東与賀

川副

久保田

母子

大和

諸富

母子

母子

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20年２月生まれ

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18年３月生まれ

赤ちゃん広場
時間：９:30〜15:30
場所：ほほえみ館

母子

＊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。

子育てみんなで話そうよ

〜わくわく ドキドキ 離乳食〜

初めての離乳食について、専門家のアドバイスを受け

たり、実際の離乳食を見て、味見をしてみよう

■日時 10月16日㈮ 14時〜15時30分

■場所 ゆめ・ぽけっと多目的室（エスプラッツ２Ｆ）

■対象 開催時に10カ月未満の乳児とお母さん

■講師 佐賀市こども課 管理栄養士 山本美由紀さん

佐賀市立城東保育所 調理員 中牟田千恵子さん

■定員 親子20組（定員になりしだい締め切り）

■参加費 無料

■申込方法 10月１日㈭10時より電話、またはセンター

来館時に直接お申し込みください。

◎申し込み・問い合わせ

子育て支援センター「ゆめ・ぽけっと」 ☎40・7287
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・
20

21

21

22

諸富
受付時間：14:00〜14:30
場所：諸富保健センター

金２

問合せ行 事曜日日

23

27

・
28

29

30

木
・
金

金

火
・
水

水

木

金

火

水
・
木

金

６
・
７

８

９

14

・
15

16

16

受付時間：13:00〜14:00
場所：川副保健センター

受付時間：13:30〜14:30
場所：大和健康管理センター

受付時間：13:30〜15:00
場所：メートプラザ
対象校区：
15日 若楠､循誘､勧興､嘉瀬､久保泉
16日 高木瀬、新栄、金立

受付時間：13:00〜13:30
場所：東与賀保健センター

受付時間：13:30〜15:00
場所：メートプラザ
対象校区：20日 鍋島、日新

21日 兵庫、赤松

受付時間：14:00〜14:20
場所：富士支所

受付時間：13:00〜14:00
場所：川副保健センター

受付時間：13:30〜14:30
場所：大和健康管理センター

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：
28日 神野、本庄、西与賀、蓮池
29日 北川副、開成、巨勢

受付時間：13:00〜14:00
場所：川副保健センター

火
・
水

木

金

水

久保田

東与賀

川副

大和

母子

東与賀

母子

富士

川副

大和

諸富

母子

川副

受付時間：14:00〜14:30
場所：三瀬保健センター

受付時間：13:30〜14:00
場所：久保田保健センター

受付時間：13:00〜13:30
場所：東与賀保健センター

三瀬

成 人 健 診 等

６
～
９

７

16

１
・
２

19

20

～
21

23

・
24

25

26

27

28

問合せ行 事曜日日

火
～
金

水

金

月

火

水
～
金

土
・
日

月

火

水

５

大和
成人健診 予約制
会場：大和健康管理センター

木
・
金

市民健康相談
受付時間：９:00〜11:00
場所：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

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：諸富町公民館

こころの相談 予約制
時間：13:30〜15:00
場所：川副保健センター

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

市民健康相談
受付時間：13:30〜15:00
場所：川副保健センター

子宮がん､乳がん､骨粗しょう症検診
予約制
会場：ほほえみ館
予約電話はほほえみ館

成人健診 予約制
会場：ほほえみ館
予約電話はほほえみ館

成人健診 予約制
受付時間：８:30〜11:00
会場：佐賀県医師会メディカルセン
ター(成人病予防センター)
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：東与賀保健センター

子宮がん、乳がん検診 予約制
会場：大和健康管理センター

成人健診 予約制
受付時間：14:00〜16:00
会場：佐賀県医師会メディカルセン
ター(成人病予防センター)
予約電話はほほえみ館

月

保健

諸富

大和

諸富

川副

久保田

川副

予約

専用

予約

専用

予約

専用

東与賀

大和

予約

専用

乳幼児の予防接種

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

水

木

本
庁

高
齢
福
祉
課

長
寿
推
進
係

☎

・
７
２
５
３

40

木

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

７

木

８

１

15

問合せ行 事曜日日

高齢者健康相談
受付時間：10:00〜11:30
場所：巨勢老人福祉センター

ものわすれ相談室 予約制
受付時間：13:30〜16:00
場所：巨勢老人福祉センター

＊健診の予約は健診月の２カ月前の１日から受け付けしています。

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。

高齢者の相談・教室等

ものわすれ相談室 予約制
受付時間：13:30〜16:00
場所：久保田老人福祉センター

火

木

本
庁

高
齢
福
祉
課

長
寿
推
進
係

☎

・
７
２
５
３

40

木

家族介護教室 予約制
時間：14:00〜15:00 場所：南鷗荘
テーマ：上手なおむつとの付き合い方
問合せ：☎68・2136（南鷗荘）

20

金

22

16

29

問合せ行 事曜日日

高齢者健康相談
受付時間：10:00〜11:30
場所：金立いこいの家

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

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

※家族介護教室を受講している間、“見守り留守番をする人” を派遣します。希望者は利用日の１週間前までに申し込みください。

※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、あらかじめ校区を指

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。
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新郷 克
かつ

海
み

くん(４歳)

(佐賀市兵庫南)

箱や新聞紙でいろんなものを作る
のが上手な克海。いつもなにがで
きるか楽しみですよ。

■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初めて参加される人は初参加とお
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 10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

＊市内各公民館では、サロンや自主サークルが毎月行われています。
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))

＊子育てに関する悩み相談も電話にて随時受付中。
＊発育健康相談は、専門の保健師が相談に応じます。
(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

11月の城東保育所子育てサロン

10月のゆめ･ぽけっと子育てサークル支援

10月の佐賀市社会福祉協議会｢ふれあい広場｣のサロン

城東保育所

子育てサロン

・実りの秋

２歳以上 城東保育所

内 容 対 象 場 所

４日㈬

１歳３カ月〜２歳

１歳３カ月以上お父さんサロン

12日㈭

14日㈯

期 日

１歳３カ月〜２歳５日㈭

城東保育所１歳３カ月未満６日㈮

城東保育所１歳３カ月未満10日㈫

中央児童センター２歳以上11日㈬

城東保育所

城東保育所

ままごっとんBaby 本庄公民館

サ ー ク ル 名 場 所

１日㈭

５日㈪

６日㈫

８日㈭

13日㈫

21日㈬

22日㈭

22日㈭

ままごっとんkids１日㈭

期 日

ほほえみ館

勧興公民館

高木瀬公民館

高木瀬公民館高木瀬あいあい

子育てサロンひょうご

くれよんロケット循誘

新栄るんるん

かせっこマーチ

久保泉すくすくくらぶ

グリンピース

かんこうドーナツ

高木瀬あかちゃん

22日㈭

本庄公民館

２日㈮ 兵庫公民館

循誘公民館

新栄公民館

嘉瀬公民館

久保泉公民館

にこにこ広場

絵本を楽しもう
（あのね)

さんさんひろば

かすたねっとサロン

サ ロ ン 名 内 容

７日㈬

９日㈮

14日㈬

15日㈭

16日㈮

23日㈮

期 日

28日㈬

手作り布おもちゃを使って遊
ぶサロン（アンパンマン登場）

わらべ歌や絵本を紹介。ママ
友を作ろう（０歳児対象）

親子でいっしょに絵本を楽し
みます

アンパンマン体操、運動会

絵本の読み聞かせ（どんな絵
本がいいかな？）

つくって遊ぼう“あれあれあれ”

「きゃあもんバス」で森林公
園へ遠足（要予約）
※受付：10/1〜10/15
バス利用は15組まで
バスでの参加料：１家族300円

赤ちゃん広場

布おもちゃで遊ぼう

６日㈫

広場で絵本
(あのね)

アンパンマン体操、お絵かきにこにこ広場

■開催時間 10時〜12時

※兵庫児童クラブ館は、場所が校舎内からプール北側へ
変更になります。駐車場は兵庫公民館をご利用くださ
い。
※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
佐賀市中央児童センター内｢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

10月の川原保育所子育てサロン

高木瀬児童クラブ館（高木瀬小学校内)９日㈮・23日㈮

兵庫児童クラブ館（兵庫小学校内)１日㈭・20日㈫

16日㈮・22日㈭ 開成児童クラブ館（開成小学校内)

15日㈭・29日㈭ 巨勢地域ふれあい館（巨勢小学校内)

期 日 場 所

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 佐賀市役所秘書課広報係まで。

☎40・7021

※到着月から２カ月後以降の市報に

順次掲載（先着順）。掲載月の希望は

事前に相談を。

こども写真を募集中！（対象：０歳∼就学前)
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※22日㈭は「西与賀子育てサロン」へ出向きます。※名称は「ももたろう通信」をご覧ください。

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（10月)

私立保育園子育てサロンの予定（10月)

※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：10月８日㈭ 10:00〜12:00 場 所：児童センター多目的室

びーとるキッズ（自由参加）アンパンマン体操や手遊び、おはなし、工作など

日 時：毎週火・木曜日 11:00〜11:30 対 象：幼児（保護者と参加）

※10月６日㈫から始まります。 ☆初日は高齢者大学のかたがみえます。

おはなし会（自由参加）

日 時：10月３日㈯・10日㈯・17日㈯ 11:00〜11:30

折り紙ひろば（自由参加）

日 時：10月６日㈫ 13:00〜14:00 対 象：幼児（保護者と参加）

親子リズム体操（申込制）

日 時：10月９日㈮・23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

スポーツの秋特別企画！女の子限定サッカー教室（申込制・自由参加）

日 時：10月11日㈰ 10:30〜12:00 対 象：小・中学生の女子20人

持ってくるもの：運動靴、タオル、水筒

親子クッキング（申込制）「親子で作ろう おいしいパン！」

日 時：10月12日㈪ ９:30〜12:30 対 象：小学３年生以上の親子20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

持ってくるもの：エプロン、三角巾、タオル（手拭き）、水筒

冒険あそび場（自由参加）「ケガと弁当は自分持ち！」

日 時：10月24日㈯ 10:00〜17:00

☆おしらせ★第14回児童センターまつり 開催！！！（自由参加）

日 時：11月８日㈰ 10:00〜16:00

＜午前の部＞児童センター15周年特別企画『親子朗読・暗唱コンテスト』

＜午後の部＞バザー、体験コーナー「手作り万華鏡」「わたがし作り」ほか

※バザー用品（子ども用品、日用品）を募集します。

『親子朗読・暗唱コンテスト』参加者募集！〈〜10月18日㈰まで〉

お子さんと一緒に朗読や暗唱をして、共通の時間をすごしませんか？

日 時：11月８日㈰ 10:00受付・10:30開始

対 象：小学生とその保護者で、３人以内のグループ 先着20組

表 彰：所長賞、ＮＢＣラジオ佐賀賞、佐賀新聞社賞、全員に参加賞

申込方法：児童センターに置いてある所定の用紙にご記入の上、直接、また

はファクスにて申し込みください。

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 10月１日㈭ ９:00より随時受付

■開館時間 ９:00〜18:00

■休 館 日 ５日㈪・13日㈫・19日㈪・26日㈪

運動場で遊ぼう（自由参加）「えいごえいご」

日 時：10月７日㈬ 15:30〜16:30 対 象：小・中学生

お茶教室（申込制）

日 時：10月10日㈯ 10:00〜12:00 対 象：小学生

会 費：200円

きらきらダンス（自由参加）

日 時：10月14日㈬ 10:30〜11:30 対 象：幼児と保護者

移動児童館（自由参加）「手作りプロペラ」

日 時：10月14日㈬ 15:00〜16:00 対 象：小学生

場 所：川上児童クラブ（小学校内）

囲碁・将棋教室（自由参加）

日 時：10月14日㈬ 15:30〜16:30 対 象：小・中学生

ちょボラ隊（自由参加）「みんなでちょっとだけボランティアしよう！」

日 時：10月15日㈭ 15:30〜 対 象：小・中学生

科学遊び（自由参加）「パラシュートを飛ばそう」

日 時：10月17日㈯ 14:00〜15:30 対 象：小・中学生

自然体験教室（自由参加）「いもほり」

日 時：10月22日㈭ 15:30〜 対 象：小学生

子どもクッキング（申込制）「和食作り」

日 時：10月24日㈯ 10:00〜14:00 対 象：小・中学生

参加費：200円と米一合

きらきらキッズ

日 時：毎週金曜日 10:30〜11:30（２日以外）

対 象：幼児と保護者

内 容：10月２日㈮ 親子バスハイク（10:30〜13:30）

９日㈮ 親子リズムダンス 23日㈮ ミニ運動会

16日㈮ いもほり 30日㈮ 子育てサロン

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 ４日㈰・11日㈰・18日㈰・25日㈰

赤ちゃんの部屋（対象：１歳６カ月未満）
「散歩を楽しむ（巨勢公園で遊びます）」

10月15日㈭10:00〜

蓮子んくらぶへ出向きます。（運動会遊び）10月22日㈭10:00〜

育児相談（専用ダイヤル）☎26・4251随 時

いも掘り体験（空閑農園）10月29日㈭10:00〜

よーい！ドーン！！（ミニ運動会） 対象年齢：未就園児10月８日㈭10:00〜

内 容日 時

いも掘り体験10月20日㈫10:00〜

開成ドレミ（ミニミニうんどう会）10月７日㈬10:00〜

育児相談（専用ダイヤル）☎32・5343随 時

おいもクッキング10月27日㈫10:00〜

お散歩に出かけましょう10月13日㈫10:00〜

赤ちゃんの部屋10月６日㈫10:00〜

内 容日 時

子育てに関する悩み相談随 時

10月21日㈬10:30〜

10月28日㈬10:30〜

11月４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。

10月14日㈬10:30〜

内 容日 時

開成ふれあい公民館

鍋島保育園

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)

育児相談会10月８日㈭10:00〜

育児相談会10月29日㈭10:00〜

運動会の総練習10月１日㈭10:00〜

内 容日 時

神野公園（現地集合）保育園園児との交流会（落ち葉・木の実拾い）
※雨天時は、通常サロンを公民館で行います。10月22日㈭10:00〜

鍋島保育園運動会（雨天時１１日）10月10日㈯９:00〜

開成ふれあい公民館
（赤ちゃんサロン）ちぎって遊ぼう（色々な紙に触れて遊ぼう）10月15日㈭10:00〜

開成ふれあい公民館

なかよしミックス「運動場で遊ぼう」10月28日㈬10:00〜

なかよし・フリー「支援センターを開放します」10月16日㈮10:00〜

東与賀町の「よかよかサークル」へ出向きます。10月７日㈬10:00〜

なかよしミックス「運動場で遊ぼう」10月26日㈪10:00〜

育児講座「年長児を持つお母さん対象」10月19日㈪10:00〜

内 容日 時

園庭でいっぱいあそぼう10月23日㈮10:00〜

こんにちは あかちゃん（対象：６カ月〜１歳２カ月）11月６日㈮10:00〜

食に関するサロン10月９日㈮10:00〜

どんぐりでアクセサリーづくり10月16日㈮10:00〜

内 容日 時

育児に関する悩み相談（☎62・0062）随 時

つくってあそぼう10月30日㈮10:00〜

こんにちは あかちゃん（対象：６カ月〜１歳２カ月）10月２日㈮10:00〜

巨勢保育園子育てサロン『たんぽぽ』 ☎26・4247（要事前申込）

◎申し込みは10月１日㈭より電話で受け付けます。

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）

◎申し込みは10月１日㈭より電話で受け付けます。

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）

＊申し込みは、準備の都合上、なるべく２日前までにお願いします。
◎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）

☆サロンへは、汚れてもいい服でおいでください。

◎申し込みは10月１日㈭より電話で受け付けます。

北部児童センター（当日受付）みんなでよーい！どん‼10月21日㈬10:30〜

城西保育園
（10月５日９:00〜電話受付）

でてこい！でてこい！なーにか
な？（対象：１歳６カ月未満）10月16日㈮10:00〜

市立図書館・おはなしの部屋絵本・紙芝居・手あそびなど10月８日㈭15:00〜

中央児童センター（当日受付）みんなでよーい！どん‼10月７日㈬10:30〜

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〜

城西保育園
（10月13日９:00〜電話受付）お花を植えよう！10月23日㈮10:00〜

園長講演＜初級＞「こころの食べ物 パート２」10月14日㈬10:00〜

子育てに関する悩み相談随 時

園長講演＜初級＞「子どもの困った行動にどう対処するのか？」11月４日㈬10:00〜

園長講演＜中級＞「やさしい心理学 パート３」10月28日㈬10:00〜

こべっこ子育てワーク（園外保育）10月21日㈬10:00〜

内 容日 時

☆７日㈬は、園行事のため、サロンの実施はありません。
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企画展 佐野常民記念館開館５周年記念

｢幕末佐賀藩近代化と佐野常民｣ ∼幕末日本の夜明け 常民奔走す∼

■期 間 平成21年10月３日(土)〜平成22年１月11日(月・祝)まで

９:00〜17:00

■観覧料 大人300円 小人100円（常設展示を含む）

今回の企画展では佐野常民とゆかりが深い佐賀藩海軍所、精煉方や

築地・多布施の反射炉を紹介することで、藩主鍋島直正の主導のもと

一体となって近代化にむけて邁進した幕末佐賀藩の姿にせまります。

企画展 記念講演

■日 時 10月３日㈯ 13:30〜

■演 題「佐賀藩近代化と産業遺産」

講師 長野 暹（すすむ）さん（佐賀大学名誉教授）

■演 題「佐賀藩海軍所と佐野常民」

講師 福岡 博さん（佐野常民記念館名誉館長）

第２回博愛書道作品展

■会 期 10月24日㈯〜11月15日㈰まで ９:00〜17:00

幼児から一般まで広い年齢層から応募いただいた書道作品を展示し

ます。（観覧無料）

10月サタデーワークショップ「エコバックを作ろう！」

■10月３、10、17、24、31日㈯ 13:30〜15:30

■対 象 幼児〜一般 各回先着30人

(当日12:00から１Fカウンターにて受付）

地球の環境を守るために、エコバックをデザインし使いましょう。

パソコン教室「オートシェイプでイラストを描こう！」

■10月８日㈭、９日㈮、12日(月・祝)、14日㈬

■時 間 13:30〜15:30 ※各回講座内容は同じです。

■対 象 一般 各回10人程度（要申込） ■参加費 100円

ワードやエクセルのオートシェイプという機能をつかってイラスト

やグラデーションの描き方を講習します。

らくらく改善ストレッチ教室

■10月10日㈯「膝痛改善」

■10月22日㈭「生活習慣改善（睡眠)・Ｏ脚Ｘ脚改善」

■時 間 各回 13:30〜15:00

■対 象 一般 参加自由

オリジナルランプを作ろう！

■10月11日㈰ 10:00〜12:00

■対 象 幼児〜一般 20人（要申込）

秋の夜長、手作りのランプで読書をしてね。

博愛ふれあい映画会「14ひきのかぼちゃ／14ひきのやまいも」

■10月25日㈰ 13:30〜14:30（観覧自由）

絵本「14ひきシリーズ」のかわいいねずみたちが楽しい世界を繰り

広げるアニメーション。

読み聞かせとモノつくり「輪ゴムスタンプ作り」

■11月１日㈰ 13:30〜15:30

■対 象 幼児〜一般 20人（要申込）

輪ゴムと厚紙を使ってスタンプをつくろう。

※料金表示のないものは無料です。

※要申込は10月２日㈮９時から受付。

※幼児は保護者同伴でお願いします。

◎休館日 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

エスプラッエスプラッツ
10月の行事予定10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
10月の行事予定

【エスプラッツホール（３階）】

館念記民常野佐

９月29日㈫・30日㈬・10月２日㈮ ３日間
公共ホール現代ダンス活性化支援事業

岩下徹ダンスワークショップ
開始19:00 終了21:00 ※予定

入場方法 一般（高校生以上）参加料3,000円

（３回セット） ※30人限定

問い合わせ 佐賀市文化交流プラザ・

交流センター ☎40・0560

４日㈰

公共ホール現代ダンス活性化支援事業

岩下徹(ダンス)×板橋文夫(ピアノ)即興セッション
開場14:30 開演15:00 終演16:30 ※予定

入場方法 全席自由 一 般 1,000円

高校生以下 500円

問い合わせ 佐賀市文化交流プラザ・

交流センター ☎40・0560

18日㈰

AS・ONEライヴ
開場15:30 開演16:00 終演19:00 ※予定

入場方法 全席自由 前売 2,000円

当日 2,500円

問い合わせ ㈲AS・ONE（馬場）

☎090・9607・1855

24日㈯

｢知覧・青春 ∼アイ・アム・ヒア∼｣
開場①13:30 開演14:00 終演15:40

②18:00 18:30 20:10

入場方法 全席自由 ※対象：小学生以上

前売 2,500円 当日 3,000円

問い合わせ 佐賀子ども劇場（柿本）

☎23・6797

29日㈭

2009佐賀インターナショナルバルーンフェスタ協賛

ハワイアン・フラ・フェスティバル
開場15:00 開演15:30 終演17:45 ※予定

入場方法 無料

問い合わせ 佐賀市文化交流プラザ・

交流センター ☎40・0560

◎問い合わせ ☎34・9455 ℻34・9465 http://www.saganet.ne.jp/tunetami/

《パソコン体験》

■日時 10月19日㈪

10時30分〜15時30分

■対象 パソコン初心者（先着10人）

《エクセル表計算体験》

■日時 10月20日㈫

10時30分〜15時30分

■対象 パソコンで文字入力ができ

る人（先着10人）

※２日続けて参加することもできます。

■参加料 無料

■申込方法 10月５日㈪ 10時から

電話のみにて受付

◎申し込み・問い合わせ

アイ・スクエア情報プラザ（駅前

中央一丁目アイ・スクエアビル１階）

☎40・8222（毎週水曜日定休）

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・エクセル体験しませんかパソコン・エクセル体験しませんか

佐賀市健康運動センター
(月曜日休館) ☎36・9309

体育の日 無料開放

10月12日㈪の体育の日はどなたでも無料とし

ます。

■営業時間 ９時〜21時

・小学校３年生以下のプール利用者は、保護者

の同伴が必要です｡(保護者１人につき原則２人

まで)

・トレーニングルームの利用は高校生以上から

です。

「本気でダイエット塾」参加者募集

ダイエットに真剣に取り組んで効果を出した

い人、この機会に参加してみませんか！

■期間 10月17日㈯〜12月19日㈯

■日時 毎週土曜日 15時〜17時（全10回）

■内容 セミナー形式の講話とプールでの実技

指導

■費用 資料代200円、毎回の施設利用料

■受付 管理室（電話予約不可）

■定員 先着20人

プールで健康づくりしませんか！

運動の秋にセンターのプールを活用ください！

■個別指導 プール入口設置の指導希望の色別

リングをつけると指導員が優先指導します

■集団指導 平日の午前（足腰ピンシャン、流

水ウォーク）、午後（自由参加レッスン）実施中

毎週土曜日天体観望会を行ってい

ます。ぜひ、見に来てください！

■所在地 西与賀町高太郎328

■時 間 19時30分〜21時30分

10月から開催時刻が変更されます。

(参加料無料、事前申込不要)

西与賀コミュニティセンター

天体観望会 ☎25・6320
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チケット前売り情報

発売日 ９月13日㈰

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【P：不要】

(9/14以降）

☎0570・02・9999【P397-887】

ローソンチケット

☎0570・084・008【L：84689】

＊特電は発売日初日のみ

大人300円
(入館料込)

緑のカウンセラー

野中源一郎食と健康、薬草のすすめ

大人300円

(入館料込)

10:00〜
12:00

緑のカウンセラー

倉成 靖任

秋の薬草観察会（秋の七草と薬草)
※カメラ・ルーペをお持ちの人は
持参ください。

(雨天の場合は室内で講話)

10:00〜

12:00

㈯
10

参加料

㈯
17

講師名内 容時 間日

㈰
11

チケット前売り情報

公演名

プロペラ犬 第三回公演

サボテニング

作：楠野一郎 演出：倉持裕

出演：水野美紀、猫背椿、福田転球

日 時

12月９日㈬ 開場18:30 開演19:00

会 場

佐賀市文化会館 中ホール

料 金 全席指定 一般 4,000円

大学生以下 2,500円

＊消費税込み

＊未就学児童のご入場はできません。

(無料託児を設置。事前にお申し込みく

ださい)

クルマのお祭りin佐賀市歴史民俗館
日本の名車や憧れのスーパーマシン
が勢揃い。参加無料です。
日時／○懐かしの歴史的国産車大集合

11日㈰ 10時〜16時
○夢のスーパーマシン大集合
12日㈪ 10時〜16時

イベント／中島コレクション展、
子どもお絵かき大会

場所／佐賀市歴史民俗館
◎問い合わせ 佐賀自動車倶楽部
☎26・4455 ℻24・0928

日
・
月

日
・

日

11

12

第33回 さが矯正展
パネル展示や施設見学、各刑務所作
業製品の展示販売。中学校ブラスバン
ド演奏、幼稚園の金立太鼓演奏、太鼓
保存会太鼓演奏、陶器絵付け体験など。
時間／９時30分〜16時
場所／佐賀少年刑務所庁舎前

(佐賀市新生町）
◎問い合わせ 佐賀少年刑務所
☎24・3291

日
日
18

女性と仕事のハーモニーフェスタ
時間／９時30分〜12時
場所／グランデはがくれ

シンフォニーホール
■内容
①講演「『仕事は楽しく』キャリアや
年齢は関係ない!!」

・講師 三浦由紀江さん
（㈱日本レストランエンタプライズ
大宮営業所長）

②女性の就職支援の取組紹介
■参加費 無料（当日参加可）
※できるだけ事前申込を（無料託児有
要事前申込：10月13日㈫まで）
◎申し込み・問い合わせ
株式会社ジェピック
(地域就職支援事業受託団体）
☎38・2323 ℻38・2232

火
日
20

平成21年度緊急消防援助隊九州ブロッ
ク合同訓練
九州各県の消防機関（緊急消防援助
隊）が集結し、警察機関、自衛隊、医
療機関と合同で行う実戦的な訓練です。
時間／９日㈮ ８時〜終日

10日㈯ ９時〜12時30分
場所／嘉瀬川河川敷（佐賀市嘉瀬町）
◎問い合わせ 佐賀広域消防局消防課
☎33・6761 ℻31・2119

金
・
土

９
日
・

日
10

環境展＆夏のエコエコ作品展示
場所／佐賀市立図書館

２Ｆロビーギャラリー
内容／小中学生のマイバッグ作品、自
由研究作品展示。学校版環境ＩＳＯに
関する小中学校の取り組み紹介や、緑
のカーテンの取り組み紹介 ほか
◎問い合わせ
本庁 環境課 環境教育推進係
☎40・7203 ℻26・5901

金
～
月

２
日
～

日
12

佐賀仁○加塾 第１・３・４水曜開催
場所／佐賀市歴史民俗館 旧古賀家
料金／1,000円
◎問い合わせ 佐賀仁○加保存会
090・2501・8559（永田）

月
~

月

10

11

《ゲンノショウコと秋の薬草展》

■期間／開催中〜10月18日㈰

◎問い合わせ 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10 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

10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

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★

●ワンコイン・シルバーパスの更新はお済みですか？
ワンコイン・シルバーパスは、市営バスの全路線が１乗車100円とな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歳以上の人は、ワンコイン・シルバーパ

スの１年パス券（通常16,000円）を、負担金1,000円で購入できます。（佐賀市が15,000円

助成）。購入は、交通局、佐賀市役所本庁および各支所で。（現在パス券をお持ちの人は、

パス券も一緒にお持ちください。）◎問い合わせ 交通局 ☎23・3155

チ ケ ッ ト 前 売 り 情 報

女優・水野美紀と脚本家・楠野一郎に

よる劇団ユニット。九州では、唯一の佐

賀公演決定。

ユーモアとオリジナリティあふれる舞

台をお楽しみください。




