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◆地元産の特産品や新鮮野菜などを販売しています　～納入会員募集中！～

物産所名 営業時間 問い合わせ先

吉野ヶ里
遊・学・館

９：00 ～ 18：00
（定休日：毎週水曜日）

吉野ヶ里　遊・学・館
（神埼駅北口）☎53－8587
神埼市役所　商工観光課
☎37－0107

高取山公園
わんぱく館

９：00 ～ 17：00
（休園日：第2・4水曜日）

高取山公園　わんぱく館
☎51－9020

菱の里ちよだ ９：00 ～ 16：00
（営業日：木・金・土曜日）

菱の里ちよだ　☎44－6092
神埼市役所　農政水産課分室
☎44－2198

吉野ヶ里　遊・学・館　～４月の「野菜の日」～

高取山公園「わんぱく館」
営業時間が変わります

◆８日（月）9：00 ～
　「さくら漬け」をおふるまい　（先着50人）　
◆18日（木）9：00 ～
　「お楽しみ抽選会」（先着60人）
　抽選で採れたて新鮮野菜などをプレゼント
◎新規会員（出品者）を募集しています
　詳しくはお問い合わせください。
　◆神埼麺の地方発送もしています。

「くねんワン」
「くねんニャン」の
ゆるキャラグッズ

販売中!!

と  き ところ テーマ 講　師

５月９日（木） 神埼市中央公民館
　開校式
　講演：地域づくりと生きがい

神埼市長
松本　茂幸

〈受付〉 ９：30 ～　〈講義〉 10：00 ～ 11：30
※マイクロバスは脊振支所前を９時、千代田支所前を９時と９時30分に出発します。
　 ご利用の方は遅れないようにご集合ください。

いきいき大学いきいき大学の受付を開始！
　いきいき大学は60歳以上の方の出会い・ふれあい・
学びの場です。14回の講座では、野菜作り、身近な法律、
教養、先進医療、食生活など、生活に密着したお話を
聞く事ができます。「全部に出席できないけれど…」と
いう方は、都合の良い時、聞きたい講座だけの受講で

　24年度は427人の登録があり、パーフェクト
賞は39人、修了賞（８回以上出席）は273人で
した。今年度もたくさんの仲間を迎えて、笑顔で
いきいき過ごしましょう。
　写真は、一度も休まずにパーフェクト賞を受賞
された皆さん！いきいき大学には、健康で過ごし
続けるヒミツがあります。

いきいき大学はいつでも入学できます。
脊振公民館、神埼市中央公民館、千代田支所社会教育課で、教材費1,000円を添えて
お申し込みください。講座日の会場受付でも手続きできます。　　　　　
◎問い合わせ先　神埼市中央公民館　いきいき大学事務局　担当（田中）　☎53－2325

かまいません。過半数の講座に出席された場合は修了
賞が、全部出席された方はパーフェクト賞が受けられ
ます。ご近所お誘い合わせの上ご参加ください。受付
は４月１日からスタートで、一年を通していつからで
も入学できます。

　高取山公園の営業時間が、夏の営業
時間に変わりますので、ご注意ください。

○営業時間　　
　　４月1日～ 10月31日の期間
　　・・・午前９時～午後６時　
○定休日（休園日）
　　毎月　第２水曜日、第４水曜日

　高取山公園わんぱく館（農産物出荷
部会）では、農産物出荷希望の新規会
員の募集を随時行っています。興味の
ある方は、お問い合わせください。
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　●受付9：30 ～　　●講義10：00 ～ 11：30　　（年間教材費　1,000円）　主催：神埼市教育委員会

回 開   校   日 テ      ー      マ 講    　　師 会　　　　場

1  5月 9日（木）開校式
地域づくりと生きがい

神埼市長

松本 茂幸
神埼市中央公民館     

大ホール

2  5月30日（木）神埼の家庭菜園と花作り
～夏野菜の手入れのコツ～

百田種苗農財（株） 
シードアドバイザー

八谷 奈緒美

千代田文化会館
はんぎーホール

3  6月27日（木）シルバー世代のやさしい法律 
～トラブルになる前に～

江崎法律事務所

江崎 匡慶

4  7月11日（木）深川家にいらっしゃい！
～地域の宝を活かしたまちづくり～

ソーシャルビジネス
コーディネーター

古川 久美子

5  8月 1日（木）ホンモノをもう一度
～食品の表示と安全のおはなし～

佐賀大学副学長

岩本　諭

6  8月22日（木）美しい日本の心
～ハンサムウーマンに学ぶ～

佐賀市文化会館館長

大嶋 公子

7  9月 5日（木）心と体にやさしい
　重粒子線がん治療

サガハイマット専務理事

北村　信

8  10月 3日（木）日帰りバス研修（熊本方面）
実費負担（参加者募集は8月）

9 10月31日（木）吉野ヶ里遺跡と私
佐賀城本丸歴史館館長

七田 忠昭

千代田文化会館
はんぎーホール

10 11月21日（木）人権は人との出会いから
鹿島市社会教育指導員

中野 百枝

11 12月12日（木）認知症を理解する
肥前精神医療センター院長

杠　岳文

12  1月16日（木）高齢者を狙う悪質商法
～その手口を寸劇で学ぼう～

佐賀県くらしの安全安心課
ひよこ劇団

13  2月 6日（木）心と体に効くお茶
～生活にお茶を生かしましょう～

西九州大学教授

安田 みどり

14  3月 6日（木）歌いつなごう日本の歌
閉校式

九州龍谷短期大学教授

　水頭 順子
※講座は予告なく変更する場合があります。
開校日はマイクロバスを運行し、送迎しています。（無料、予約不要）
１便　９：00脊振支所前→一の橋→仁比山神社下→小渕高速道路下→飯町バス停北→右原ライスセンター
　　　→石井ヶ里ポスト→神埼市中央公民館（千代田会場の場合→はんぎーホール）
２便　９：00千代田支所前→神埼市中央公民館（千代田会場の場合、神埼市中央公民館前を９：00出発）
３便　９：30千代田支所前→神埼市中央公民館（千代田会場の場合、神埼市中央公民館前を９：30出発）
申し込みは、申込書に教材費1,000円を添えて、脊振公民館・神埼市中央公民館・千代田支所社会教育課窓口の
いずれかに提出してください。開校日の受付でも、申込手続きができます。
◎問い合わせ先　神埼市中央公民館　担当（田中）☎53－2325

いきいき大学年間計画表
平成25年度　60歳からの学びの舎

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成25年度　いきいき大学入学申込書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 氏   名  電話

 神埼市　　　　　　町　　　　　　　　　  　　  番地　　　　　　地区名（　　　　　　　　　　）

☆初めて入学（はい・いいえ）☆マイクロバスを利用する（はい・いいえ）☆受付の手伝いができる（はい・いいえ）
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神埼市子育て支援
センターだより

　市では「神埼市子育て支援センタ－事業」を通じ、子育て支援、
遊びの場の提供、育児相談などに取り組んでいます。神埼市内に
お住まいの子育て中の親子であればどなたでも参加できます。ま
た、里帰りの親子も参加できます。
 (対象児：生後6カ月からの未就園児)

＊　ひ　だ　ま　り　の　会　＊
と　　き 対象年齢 内　　　容 ところ 申込締切日

４月

4日（木）

10:00 ～　　
　　11:30

全年齢児 みんなで遊ぼう
千代田町保健センター 参加を希望される方は

必ず３日前までにお申
し込みください。
※電話可
月～金曜日（祝日を除く）
9：00 ～ 16：00

11日（木） 全年齢児 かわいい手形
18日（木） 全年齢児 お散歩へＧＯ！ 千代田町福祉センター
25日（木） 0,1歳児 赤ちゃんサーキット

千代田町保健センター
５月

2日（木） 全年齢児 こいのぼり作り
9日（木） 2歳以上児 リズム遊び

※予約者多数の場合、お断りする場合があります。

　◎問い合わせ先
　　神埼市子育て支援センター
　　（千代田町保健センター内）
　　☎44－4908

《子育て相談》
子育てについて迷ったり・・・誰でもありますよね。電話や窓口
などで受け付けています。どなたでも気軽にご相談ください。
○とき　月～金曜日（祝日を除く）９：00 ～ 16：00

　4月18日(木)は、さわやかな春風を感
じながらお散歩をしましょう。千代田町
福祉センターをスタートしてお散歩をし
ます。歩けない子どもさんはベビーカー
を持って来てください。帽子、着替え、
お茶なども持って来てください。雨天時
でも、福祉センターの室内で、お遊び会
をします。晴れても
雨でも福祉センター
にお集まりください。

　4月25日(木)
は、0，1歳 児 さ
んとママが一緒に
身体をたくさん動
かして遊びます。
動きやすい服装で
来てください。

お散歩へＧＯ！

みんなで遊ぼう

かわいい手形

　4月4日(木)は、今年度初め
てのひだまりの会です。初め
て参加する親子さんも、何度
も参加している親子さんも、
たくさんのご参加お持ちして
います。楽しく遊びましょう。

　4月11日（木）は、
子どもさんのかわい
い手形を使った作品
作りをします。スタ
ンプを使いますの
で、汚れても良い服
装で来てください。

赤ちゃん　
　サーキット

お じ ち ゃ ん、
もっと背中ス
リスリして！

　2月4日「みん
なで遊ぼう」の
風景です。佐賀
女子短大の吉牟
田先生の指導の
もと、ひだまり
の会の親子と地
域のサポーター
さんと一緒に楽
し く 遊 び ま し
た。

プレアホール神埼

プレアホール神埼 友の会会員募集中
登録 ・ 年会費　　　無　料

プレアホール神埼事務所またはＪＡ神埼地区各支所で受け付けて
います。（要認印）

○故人の満年齢に応じて葬儀代金を割引いたします。
　（5,000 円～ 30,000 円）
○プレアホール神埼友の会より選べる敬供品
　（生花、果物、灯ろうから 1点）を進呈いたします。
○葬儀後に指定店で使える供養割引券を進呈いたします。

詳しくはプレアホール神埼（55－8008）へお問い合わせください。

特典は会員登録から 3日後、プレアホール神埼での
ご葬儀依頼に限ります。

会員特典

有
料
広
告

有
料
広
告
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有
料
広
告

有
料
広
告

水車の里遊学館ギャラリー ※２階ギャラリーで作品展を希望される個人、団体
を募集しています。希望される方は、使用日の
10日前までに申込書を提出してください。

○1階東側ギャラリー
と　き 内　　　　　容 材料費・準備品 主　　　催

４月10日（水）
13：30 ～ 15：00

楽しい絵手紙を体験してみませんか？
初めての方お気軽にどうぞ!!

200円
（ハガキ代ほか）

絵手紙サークル 
根っこの会
　原　寿巳子
　山口　政子

　◎申込・問い合わせ先　水車の里遊学館　　　☎53－8884
　　　　　　　　　　　　神埼市役所　建設課　☎37－0103

神埼市中央公民館

[ 出演者から一言 ]

千々岩兄弟・・兄弟ともに5歳から津軽三味線を習っています。5年生と4年生です。
コール脊振・・4．5人から始めた私たちのコーラスも早くも30年近くなります。
　　　　　　　皆さん、いっしょに春を歌いませんか。また、脊振音頭も披露します。ぜひ、皆様のご来場
　　　　　　　をお待ちします。

○と　き　４月 13 日（土）　19：00 ～ 20：00
○ところ　神埼市中央公民館ロビー
○内　容　津軽三味線とコーラス
○演　者　千々岩慈音・大智兄弟、コール脊振
○曲　目　島の歌、春の小川、おぼろ月夜、
　　　　　花は咲く、ふるさと他

◎問い合わせ先
　神埼市中央公民館　☎53－2325

土曜の夜は、音楽でくつろぎませんか　！

　親子で、ご家族で、また、お友達
とお誘いあわせのうえ、ぜひご参加
ください   （入場無料）

▲ザ・サウンド・ヴェルテ（３月）

 千代田文化会館「はんぎーホール」行事予定表
日 曜 催　　物 開演 入場料 主　　催

4/7 日 第16回サイドBカラオケ発表会 9：30 無料 サイドBカラオケ愛好会
片江　☎44－4950

4/14 日 第17回PIARAピアノコンクール
in 西日本大会 13：30 市民・会員 

無料
ピアラ九州山口事務局
☎31－2273

4/20 土 ピアノ発表会 13：30 無料 水田　☎090 ー 3661 ー 0112

4/21 日 歌謡ホールS2000第10回歌謡祭
（ゲスト：山本和恵）　　　　　　　　 9：30 入場料 

1,000円
歌謡ホールS2000
斉藤　☎55 ー 9321　

4/28 日 秋の会歌の祭典 9：30 無料 秋の会実行委員会
秋月　☎090 ー 8625 ー 4473

※催物の内容については、主催者へお問い合わせください。
◎問い合わせ先　千代田文化会館「はんぎーホール」　☎44－2051　（休館日：月曜日）

☆開館時間　９：30 ～ 16：00　☆休館日　　毎週火曜日


